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アイエスエイのグローバル教育プログラム

GLOBAL    

SUCCESS

ご利用日の181日前まで キャンセル料は不要です。

ご利用日の180日前～91日前 利用料金（税込）の20％
※200名以上の場合のみ

ご利用日の90日前～61日前 利用料金（税込）の30％

ご利用日の60日前～31日前 利用料金（税込）の40％

ご利用日の30日前～前日 利用料金（税込）の50％

ご利用当日 利用料金（税込）の100％

各プラン費用・取消規定

ご利用日61日前まで キャンセル料は不要です。

ご利用日の60日前～31日前 ＜60日前予約人数＞の「30%以上」または「20人以上」どち
らかに該当する場合、減員分料金（税込）の40%

ご利用日の30日前～前日 ＜31日前予約人数＞の「30%以上」または「20人以上」どち
らかに該当する場合、減員分料金（税込）の50%

ご利用当日 減員分料金（税込）の100％

＜お申込みのキャンセル＞

■オールキャンセル/日程変更/コース変更の場合 ■人数減の場合

※天災地変、悪天候による交通遅延、病欠、その他弊社がやむを得ないと判断した場合には
上記のキャンセルポリシーを除外いたします。詳しくは弊社までお問い合わせください。

※ご利用日が複数日にまたがる場合は、初日をご利用日といたします。

国内留学プラン

学生1名様あたり
59,730円（税込）

新入生オリエンテーションプラン

キャリアデベロップメントプラン

＜プラン費用＞ 最少催行人員：24名

※左記プラン費用の条件は、参加学生数24名、4日間としております。
ご参加人数、時間数によってプログラム費用が変動いたします。
詳しくは担当者にお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
※引率者がいらっしゃる場合の費用は、担当者へお問い合わせくだ
さい。

問い合わせ

TGG

電車でお越しの方

ゆりかもめ「テレコムセンター」駅 徒歩2分
りんかい線「東京テレポート」駅 都営バス約8分

主要駅からの所要時間
新宿駅から約40分 東京駅から約30分 立川駅から約90分

所在地
〒135-0064
東京都江東区青海2-4-32 TIME24ビル 1～3階

施設の利用・予約に関するお問合せ

TEL:0120-86596-1
受付時間／月～金 9:00～17:00（土日祝・年末年始除く）

アイエスエイのグローバル教育プログラム大学生向けプランの基盤：エンパワーメントプログラム®

全てのプランは、「学生自身の知恵・個性・強みを伸ばし、主体性を重視する新しい学習コーチング」を
コンセプトに構築されたアイエスエイのエンパワーメントプログラムを参考に作成されました。
以下のような特徴が含まれております。

 海外大学生・大学院生がしっかりサポート
参加者の5～6名に対し、1名の海外大学生（院生）がグループのリーダーとして参加し、
オールイングリッシュでのプログラム進行をお手伝いをします。

 ディスカッションの機会が豊富
プログラムでは、英語で自らの意見を考え、発言することに重点を置いています。
また、同世代の違った意見を聞き、理解することも学びのひとつです。

 自己肯定感を高めるカリキュラム
「ポジティブシンキング」や「アイデンティティ」などをテーマに
自分を見つめなおし、今後の可能性を最大限に引き出します。

エンパワーメントプログラム
共同開発者

カリフォルニア大学デービス校
専門分野教育部門国際教育センター
新規アカデミック構想担当責任者兼
大学間連携日本担当責任者

藤田⻫之先⽣



はじめに・・・

プログラムのねらい

◆ 留学生や、海外で活躍する社会人の話を通し
自らのキャリアについて真剣に考える

◆ 将来グローバル社会でキャリアを築くために
今から何をしておかなければならないかを考える

◆ 就職活動をする上で企業が求めるコミュニケーション能力や
主体性、協働力なども養われる

プログラムのねらい

◆ 英語での様々な活動を通して、コミュニケーション力をつけ
大学内に良好な人間関係をつくる

◆ 海外からの大学生との交流経験を通して
これからの大学生活を有意義に過ごすためのヒントを得る

◆グローバル社会を生きるうえで必要なマインドを身につける

TGG施設内の自然と英語を話したくな

る雰囲気の中で、プログラムにご参加
いただけます。イングリッシュスピー
カーとの会話を通して、英語への苦手
感の払拭や異文化理解へのきっかけ作
りに役立ちます。

Day1

就職活動を本格的に
動き始める前がオススメ！

※各プランに掲載されているのは、スタンダードプランの例でありトピックの内容などの変更も可能です。お気軽にご相談ください。

立教大学経営学部 教授

グローバル教育センター長

TOKYO GLOBAL GATEWAY

プログラム監修者 松本 茂

グローバル化が進展し、対面に加え、オンライン

においても瞬時に英語「で」やり取りできる人財

の育成が急務になっています。大学教育の現場で

は、SDGsといった多様な社会課題について英語

「で」情報をインプットし、分析したうえで、自

信をもって英語「で」議論したり、レポートを書

いたりすることができる学生を育てることが喫緊

の課題となっています。

そんなグローバル化に対応した教育へのニーズに

応えるプログラムが、この度TGGとISAのコラボ

レーションによって開発されました。日本にいな

がらにして、海外の大学生のサポートを得て、

様々な課題について英語「で」ディスカッション

し、英語「で」学修したり活動したりすることへ

の自己肯定感を高めていきます。世界で活躍する

学生を育てるためのgatewayとしてご活用ください。
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プログラム
イントロダクション

ウォームアップディ
スカッション
～自己紹介

ゴールセッティング

チーム名の決定

英語ディスカッ
ションの基本

５W1Hを用いた
効果的な質問の
仕方

異文化理解ワークショップ１

ファシリテーターや、留学生の
出身国について知る

日本と比較をしてみる

イマ―ジョンセッション１

海外で行われる、少人数での
ディスカッションベースの授
業を体験
（トピック例：10年後の自動
車はどうなっているか）

バーチャルセッション
の準備
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海外有名大学の授業を
バーチャルで体験

大学例：ハーバード大学、ブリ
ティッシュコロンビア大学、シド
ニー大学等

イマ―ジョンセッション２

海外で行われる、少人数で
のディスカッションベース
の授業を体験

トピック例：地球温暖化を
解決するために大学生とし
て何ができるか

異文化理解ワークショップ２

ファシリテーターや、留学生の
出身国について知る

日本と比較をしてみる

プロジェクト

日本の“今”を世界に発信しよう
• 日本の大学事情
• 若者に人気のカルチャー 等
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海外の大学生に、日本の大学事情、
日本の若者文化などをプレゼンテー
ション（バーチャル）

その後オンライン交流

イマ―ジョンセッション３

海外で行われる、少人数で
のディスカッションベース
の授業を体験

トピック例：アフターコロ
ナの世界はどうなるか

プレゼンテーションの準備

トピック：本プログラムで学んだことと、自分なりの異文
化理解体験

＊担当の留学生より個人指導を受ける

1人1人によるプレゼンテー
ション

ファシリテーター、講師によ
るフィードバック

クロージングセレモニー

25分 60分 60分 60分 60分 20分
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チームビルディング

イングリッシュスピー
カーやグループメン
バーとアイスブレイク

アトラクション１、２

出発前の空港のお土産店や、飛行機の
機内、留学先の学校の窓口など、様々
なシーンでのリアル英語体験

アクティブイマ―ジョン1

日本伝統文化を英語で紹介。
風呂敷の使い方や歴史、日本人
のおもてなしの心を学ぶ

アクティブイマ―ジョン2

効果的なスピーチの構成とデ
リバリーテクニックを習得

フィードバック

1日の体験を振り返り、
グループメンバーと意
見や感想を共有

プログラムのねらい

◆コロナ禍、海外留学に行けなかった学生の代替研修、
または将来の海外留学の事前研修の機会を提供する

◆ オンラインや対面で、海外の人と実際に関わることで異文化を
より身近に体験する

◆海外での授業スタイルを通して、自分の意見を積極的に発言する機会
を多く持ち、クリティカルシンキング力を身に付ける。

25分 60分 60分 60分 60分 20分

D
a
y
1

チームビルディング

イングリッシュスピー
カーやグループメン
バーと友達つくり

アトラクション１，２

空港やホテル、クリニックなど様々な
シーンでのリアル英語体験

アクティブイマ―ジョン1

グループで協力してニュース番
組を作成

アクティブイマ―ジョン2

効果的なスピーチの構成とデ
リバリーテクニックを習得

フィードバック

1日の体験を振り返り、
グループメンバーと共有
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D
a
y
2

プログラム
イントロダクション

ウォームアップディス
カッション
～自己紹介

ゴールセッティング

チーム名の決定

チームビルディングア
クティビティ１

問題解決型アクティビ
ティをチームで行い、
チームの結束力を高め
る

チームビルディングア
クティビティ２

問題解決型アクティビ
ティをチームで行い、
チームの結束力を高め
る

英語プレゼンテーションの基本

日本の大学在籍留学生によるプレゼンテーショ
ン
Ｑ＆Ａ
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スモールディスカッション１

トピック：ポジティブシンキング

スモールディスカッション２

トピック：Ｍｙ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ

プロジェクト

コロナ時代に成長するビジネスを考える
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プロジェクトの発表

※オンラインで海外とつなぎ、海外
の起業家にプレゼンテーションを行
い、そのフィードバックを伺う

スモールディスカッション３

トピック：大学生活を有意義に送ること

個人プレゼンテーショ
ンの準備

トピック：大学４年間
をいかに過ごすか

1人1人によるプレゼンテーション

ファシリテーター、講師によるフィードバック

クロージングセレモニー

25分 60分 60分 60分 60分 20分
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チームビルディング

イングリッシュスピーカー
やグループメンバーと英語
で自己紹介

スピーチテクニック

効果的なスピーチの構成
とデリバリーテクニック
を習得し、プレゼン力を
高める

ニュース取材

マナーや質問の仕方を
学び、要旨が伝わる資
料の作成力をつける

マーケティング

商品開発や販売促進の
ための発想力を養う

SDGs 17

多くの企業で、CSRと
して採用されるSDGsの
基礎を学ぶ

フィードバック

1日の体験を振り返り、
グループメンバーと意
見を共有

50分 50分 50分 50分 50分 50分
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プログラム
イントロダクション

ウォームアップディスカッショ
ン
～自己紹介

ゴールセッティング
チーム名の決定

スモールグループディスカッション１

トピック：リーダーシップ

英語プレゼンテーションの基本

日本の大学の留学生によるプレゼンテーション

Q&A
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ゲストスピーカーによる講演

海外で活躍している日本人スピーカーによる、
バーチャルセッション

バーチャル
セッションの
振り返り

スモールグループディスカッション２

トピック：グローバルキャリアとは何か？グローバルキャリを
築くためにはどのようなスキルが必要か？

プロジェクト

SDGsのゴールの中から、１つ選び自分たちなりの解決策
を考える
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プロジェクトの発表

＊SDGsの専門家とオンラインでつなぎ、コメント
をもらう（予定）

スモールグループディスカッション３

トピック：My career goal

個人プレゼンテーションの
準備

トピック：自分自身のキャリ
アゴール

1人1人によるプレゼンテーション

ファシリテーター、留学生からフィードバック

クロージングセレモニー

海外留学事前研修
海外留学代替に
オススメ！

2日目以降のカリキュラムは、グローバル教育で50年の実績を持つアイエスエイによる
大学生のための完全オリジナルのカリキュラムです。
全てのプランに海外からの大学（院）留学生が、サポート役として参加します。
アイエスエイ独自リソースを最大限に生かし、目的にあったプランをお届けします。

※エンパワーメントプログラムの詳細は裏面をご確認ください。
※海外からの大学（院）留学生とは、日本に在学中の留学生、または海外からの招聘生を指します。

Day2～Day4

新しいコミュニティでの
新生活のスタートに

オススメ！撮影：藤田浩司

＜日程例＞

＜日程例＞

＜日程例＞


