2020 年度

「専門総合講座Ａ１

アクティブ・ラーニング海外プログラム（シドニー）
～
多文化主義・人権・市民社会（事前授業２単位、海外研修２単位）」 募集要項

□概要
秋学期の事前授業と春期休暇中の海外研修をあわせて受講し、アクティブ・ラーニングを通じて多
文化主義、人権、市民社会の諸課題について学ぶプログラムです。具体的には「先住民の権利」
「難民・
移民」
「ジェンダーと性的多様性」の 3 つの分野を扱います。事前授業では、日本とオーストラリアの
事例を中心に各自がリサーチを行いながら基礎知識を学びます。春期休暇中のシドニー研修ではニュ
ーサウスウェールズ大学を拠点に、NGO/NPO 等を訪問するフィールドワークや、大学での専門家の
講義やワークショップを通じて知見を深め、オーストラリアの現状を理解します。最終週に学びの成
果を発表する機会を設けます。事前授業、海外研修ともに学びや発表は主に英語で行います。
□事前授業
秋学期（14 週） 水曜 5 限（＋週一回のサブゼミあり）
□海外研修（シドニー）
2021 年 3 月 1 日（月）～3 月 14 日（日）（予定）
*新型コロナウイルス感染症に係る海外情勢によっては、海外渡航を中止しオンラインによる授業
で代替する可能性があります。
□研修先（予定）
ニューサウスウェールズ大学（University of New South Wales）
〔略称：UNSW〕他
□過去の研修内容（例）
・ UNSW 他の大学での専門家による講義 / ワークショップ
・ オーストラリア先住民のコミュニティ訪問
・ 移民・難民への言語支援プログラムやアート・プロジェクトの見学
・ マルディ・グラ・パレード（性的少数者支援のパレード）見学 など
☆ こうした活動とあわせて、受講生は現地の NPO/NGO 等を訪問するフィールドワークを行い
ます。
□参加費用
30〜35 万円を予定（往復航空運賃、宿泊費等含む。為替の変動等により増減する可能性あり。）
※やる気応援奨学金（上限 12 万円。支給金額は受給者数や他の奨学金の組み合わせによって決定）
※学生補助費の支給あり 上限 39,000 円。
□応募条件
上記の活動が可能な程度の英語力を有すること。
（TOEIC 550 点以上が目安です。）海外への渡航
経験を有することが望ましい。
（選考の中で確認します。
）
□応募受付期間
2020 年 6 月 25 日（木）～7 月 10 日（金）17:00 まで manaba にてエントリー（応募）

□ 出願方法
① エントリーフォームの入力
「法学部独自グローバル・プログラム」のコースコンテンツ内に記載されている本プログラムの
エントリーフォーム URL をクリックし、必要事項を入力してください。
② 英語運用能力を示す検定試験（TOEIC など）のスコアシートの提出
本コース（
「法学部独自グローバル・プログラム」）の「レポート」をクリックし、タイトル「英
語運用能力を示すスコアシート提出」よりスコアシートの画像データを添付ファイルにて提出
してください。
③ エッセイの提出
本コース（「法学部独自グローバル・プログラム」）の「レポート」をクリックし、タイトル
「【アクティブ・ラーニング専用】エッセイ提出」よりレポートを提出してください。
□

選考方法
エントリーシートと面接による選考（希望者が多い場合は書類選考によって面接者を選抜）
面接日、後日連絡

□ガイダンス日程
ガイダンスはオンライン形式で実施します。日程は以下の通りです。
6 月 26 日（金）及び 7 月 1 日（水）12:35～13:15
ミーティング番号等の詳細は、本プログラムのコースコンテンツ内に記載されているミーティング
情報を確認してください。
□事務上の手続、その他注意点について
１．
「海外旅行保険・留学生トータルサポートプログラム」への加入について
法学部のプログラムにおいて海外で活動する学生は、このプログラムに全員加入する必要がありま
す。
（個人での保険加入の有無にかかわらず、加入する必要があります。）
これは、単なる海外旅行保険だけでなく、渡航先におけるトラブル（自然災害による航空機の運航
停止や公共交通機関の事故、テロ・暴動・大規模デモ等の発生等）について、旅行会社の現地デスク
を利用できるサービスです。また、不測の事態が起きた際、渡航先の皆さんと大学との間で連絡手段
を確立する上でも重要なものです。
渡航による活動日数にもよりますが、30 日間以内の活動ですと、別途おおむね 12,000 円前後の保
険料が必要となります（詳細は選考終了後にお伝えします）
。
２．履修について
（１） 履修登録
選考に合格した方は“履修許可者”として発表されます。履修許可者は、秋学期の履修登録・変
更期間に各自で履修登録をしてください。履修登録がない場合は、如何なる理由であってもプロ
グラムには参加できません。また、単位も認定されません。
（２） 修得単位
以下の２科目をセットで履修することになります。各２単位 計４単位のプログラムです。
○専門総合講座Ａ１ アクティブ・ラーニング海外プログラム事前授業：多文化主義・人権・市民社会
○専門総合講座Ａ１ アクティブ・ラーニング海外プログラム：多文化主義・人権・市民社会

（３） 選考方法
６～７月に、出願書類および オンライン面接によって選考を行います。
（４） 授業形態
（夏季休暇） 事前学習： 受講生決定後のガイダンスでの指示に従い、秋からの受講に向けた
準備学習を各自で行います。
（秋学期） 事前授業（週一コマの正規授業および同じく週一コマのサブゼミ）
：受講生は、多
文化主義・人権・市民社会に関する諸問題について講義を受けることで理解を深め、担当教員の
指導のもと研究に取り組みます。また、日本でのフィールドワークを実施する可能性もありま
す。これらを通じて、受講生はシドニーでの 2 週間の研修に向けた学修・活動計画を組み立てま
す。なお、この事前授業は日本語と英語両方を使って行われます。各回の授業計画やサブゼミの
日時等の詳細は受講者決定後のガイダンスで説明します。
（春季休暇） 海外研修： シドニーでの約 2 週間のプログラム（3 月上旬）に参加します。受
講生は共同生活をおくりながら、事前授業で立てた計画に基づきフィールドワークを行います。
また、各テーマに関する現地の専門家の講義を受け、ディスカッション、研究成果の発表を行う
予定です。
*新型コロナウイルス感染症に係る海外情勢によっては、海外渡航を中止しオンラインによる授
業で代替する可能性があります。
（５） 他授業と現地派遣期間が重複した場合
現地派遣期間に他の留学プログラムやゼミ活動、及び、各種手続の日程と重複しないよう、スケ
ジュールは事前に確認してください。
万が一、重複した場合であっても、当プログラムの日程は変更できません。
各科目の教員と相談の上、各自で対応を判断してください。
（６） その他注意事項
・スケジュール・費用・引率教員など、プログラム内容に変更が発生する場合は、C plus 等を
通じて連絡しますので、常に確認するよう習慣付けてください。
・この科目は、学外での活動が多く含まれます。中央大学の学生として責任ある行動が要求され
ます。各自自覚ある言動・所作を心掛けてください。
（時間厳守・提出物の過失などに注意して
ください）
・短期留学プログラム同様、この科目は実施形態（集合・解散、引率の有無など）に関わらず、
参加者個人の責任によってなされるものです。中央大学は皆さんの安全と健康について十分に
配慮するとともに、この科目が支障なく実施されるよう可能な限り最善の方策を講じますが、天
災、火災、戦争、テロなどの不慮の災難、ストライキ、交通事項、疫病、盗難、紛失、詐欺、暴
行、障害その他の犯罪、本人の規律違反や過失、日程変更、また、現地集合前や解散後に参加者
が被った損害については、参加者の自己責任になります。

・＜４年生向け＞渡航期間中に、卒業発表（成績発表を含む）や卒業に関する諸手続を実施しま
す。情報を確認できなかったことにより手続が遅延した場合や、参加できない行事については、
参加者の自己責任となり、代替手段はありませんので、あらかじめご了承ください。
詳細に関しては、法学部事務室学籍担当にお尋ねください。

３．日程一覧
日程

備考

募集説明会

6 月 26 日（金）12:35～13:15

ミーティング番号等の詳細

（オンラインガイダンス）

及び

は、manaba の本プログラム

〇アクティブ・ラーニング海外 7 月 1 日（水）12:35～13:15

コースコンテンツ内に記載

プログラム説明会

されているミーティング情
報を確認してください。

応募期間

6 月 25 日（木）～7 月 10 日（金） manaba の本プログラムコー
17:00 まで

スコンテンツ内に記載され
ているエントリーフォーム
の URL をクリックし、必要
事項を入力してください。

書類選考結果・面接日発表

7 月 20 日（月）12:00～

C plus にて発表

面接審査

7 月 27 日（月）～28 日（火）

各自に日時を指定

選考結果（履修許可者）発表

7 月 30 日（木）12:00～

C plus にて発表

履修許可者向けガイダンス日

8 月 3 日（月）〜7 日（金）間で

各自に詳細を連絡

程

行います

事前学習

夏期休暇中

各自で準備学習

事前授業期間

秋学期授業期間中

水曜 5 時限

海外研修

2021 年 3 月 1 日（日）～
3 月 14 日（日）（予定）

※ 新型コロナウイルス感
染症に係る海外情勢に
よっては、海外渡航を
中止しオンラインによ
る授業で代替する可能
性があります。
本科目の成績発表

他科目の成績発表と同時。
ただし、4 年生に限り帰国後に発
表予定
以

上

