
  

             看護学生・看護師のための 

集中医療英語研修 
カナダ・マギル大学  

Medical English as a Foreign Language (EFL) for Nurses 
A two-week intensive program at McGill University in Montreal, Canada 

School of Continuing Studies, McGill University 

【研修期間】 

2020年 3月 11日(水) 
～ 27日(金) 17日間  

 参加費用：下記①＋②の合計金額 

①研修費用（予定） 

（航空券代金を含みません。為替レート等により変動することがあります） 

聖路加国際大学学生：約 31 万円 
他大学学生：約 32 万円 
一般：約 35 万円 

 

②航空券代金（予定）（航空券取扱：株式会社エスティーエートラベル） 

154,860 円 （eTA取得料・空港諸税込／燃油価格により変動することがあります。） 

カナダの名門・マギル大学と協働し開発した看護・医療英語を実践的に学ぶプログラムです 

【参加対象】 

・聖路加国際大学学生（学部2・3・4年、学士2回

生（4年生）及び大学院課程学生） 

・関東近郊の看護・保健学部３・４年生、
大学院生 
看護の基本知識を必要とする上級生向けのプログラ

ムです（上級生対象であることを認識した上で参加を

希望する場合は、２年生も参加可） 

・聖路加国際病院看護師 
 ※上記以外（一般）で参加を希望される場合は、事前に

聖路加国際大学国際・地域連携センター
（Tel:03-5550-2246／Email: 
international@slcn.ac.jp）へお問い合わせください 

定員 30名（先着順）/20名以上で実施（引率者の同行はありません）  

申込方法、参加費用内訳、スケジュール等は裏面を参照 

申込締切 2019年12月17日（火） 

聖路加国際大学看護学部 医療英語研修 

mailto:international@slcn.ac.jp


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加申込方法【申込締切：2019 年 12 月 17 日（火） 17 時】 

研修参加お申込みには、1．申し込みフォームの送信 2．書類提出 3．参加申込金納入 の 3点が必要となります。 

1、申し込みフォーム https://forms.gle/6i5ZvNThR7SRz2aJ7 に申し込みに際し必要な個人情報等を入力して送信します。 

2、「誓約書」（本学ホームページからダウンロード可能）と「パスポート顔写真ページのコピー」を以下 3 つの方法の中から

選んで提出します。①窓口持参 聖路加国際大学国際・地域連携センター（大学本館１F窓口、平日 8:00-18:00、土曜 9:00-17:00）

②郵送（締切日必着）：104-0044 東京都中央区明石町 10-1 聖路加国際大学国際・地域連携センター ③メール添付

international@slcn.ac.jp（誓約書の原本は事前オリエンテーションにご持参下さい。） 

3．1万円（他大学学生）、または 4万円（一般）を期日までに納入ください。一度納入のあった参加申込金は返金できません。 

参加申込金納入先：三菱 UFJ銀行 築地支店 当座預金 学校法人聖路加国際大学（セイルカコクサイダイガク）9005770  

上記 3点が完了した方には、申込受理のご連絡をメールにてお送りし、申込完了となります。 

 
 
研修参加者を対象とした事前オリエンテーション（２回）
を実施しますので、必ず出席してください。 

詳細は後日お知らせします。 

第１回目(予定)：2020年 1月 25日 (土) 10:00～12:30 

第２回目(予定)：2020年 2月 22日 (土) 10:00～12:30 

研修に関する問い合わせ先 

聖路加国際大学国際・地域連携センター 

（中島・瓜生田・佐野） 

Tel 03-5550-2246   Fax 03-5565-1626   

Email  international@slcn.ac.jp 

プログラムの特色 
・コンテンツベースドラーニング(CBL)の理念に基づいて開発した Module1-2-3 ユニット 

 Module1（医療英語クラス）で学んだ英語を、Module2（看護関連トピックスセミナー）、Module3（地域
の病院・健康医療施設での見学実習）の実践で身につけるアクティブラーニング型のコースです。医療英
語を学んで実際に使うプロセスを重ね、臨床の場で求められる英語力を養います。 

・マギル大学看護学部との交流 

 Module2、Module3はマギル大学看護学部の教員／大学院生が担当します。マギル大学看護学部生との 

 交流も予定されています。 

・滞在はホームステイを利用 
 プログラム期間中は、カナダ人家庭にホームステイ（３食付）。日常英会話の機会を得ながら、現地の人々
の生活を体験することができます。 

・週末エクスカーション 

 近郊都市（オタワ、ケベック等）への日帰り旅行が含まれています（予定） 

参加費用について 

①研修費用内訳 
【全参加者共通】 
1．プログラム費用 3,300 カナダドル  
（授業料、課外アクティビティ、ホームステイ費用（【３食付】、エ
クスカーション、大学・空港間送迎） 

2．海外旅行傷害保険（治療・救援者費用 3,000 万円以上の補
償） 1万 2 千円～2 万円（補償内容による） 
※本学指定の海外旅行保険に必ず加入いただきます。 

【本学以外の学生、一般のみ】 
3．諸費用（参加費海外送金手数料、通信費、事務局運営費、危
機管理対策等） 学生 1 万円／一般 4 万円 

申込みにあたり、参加申込金（諸費用）を 2019 年 12 月 17 日
（火）までに大学銀行口座へ納入願います。一度納入のあっ
た申込金は返金できません。 

②航空券取扱：株式会社エスティーエートラベル 
エコノミークラス航空運賃（空港諸税込） 

154,860 円 （燃料価格の変動による変更あり） 
※ 航空券代金支払期限 2020 年 1月 24 日（金） 

2020年 1月 8日以降の参加取消には、返金不可の参加申込金
に加えて以下のキャンセル料が発生します。 

期日 プログラム費用 航空運賃 

申込以降 2020/1/7 まで  1 万円 0 円 

2020/1/8-2020/1/24 全額 
（3,300 ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ+上記③） 

0 円 

2020/1/25-2020/2/７ 13,000円 

2020/2/8-2020/2/18 24,000円 

2020/2/19-2020/3/8 37,500円 

2020/3/9-2020/3/10 62,500円 

2020/3/11以降 全額  

事前オリエンテーションの実施 

プログラムに関するＱ＆Ａ 

Q：プログラムに興味がありますが、自分の英語力で参

加できるか不安です。 

A：このプログラムは、看護学部生の方で、将来のナー

スのキャリアにおいて何らかの形で英語を使う可

能性に備えて学びたい方を対象としています。

Module１の医療英語クラスは、 EFL (English as a 

Foreign Language、英語を母国語としない人を対象

としたコース)を専門とする教授経験豊かな講師が

担当します。参加者の語学要件は設けていません

が、教授言語・ホストファミリーとのコミュニケ

ーションは全て英語となりますので、英語力に不

安がある方は出発前に自己学習で準備されること

をお勧めします。事前オリエンテーションにおい

て、自己学習のご相談に対応いたします。 

Q：研修費のほかにどんな費用が必要ですか？ 

A：ホストファミリー宅とマギル大学間の通学のための

交通費が必要です。詳細はオリエンテーションで

説明します。 

 

本プログラムの旅行手続きおよびプログラム費用の支払いは全て株式会社エスティーエートラベルを通じて行います。 

最終費用はお申し込み後、個別に送付するご請求書をご確認ください。 



海外留学誓約書 

 

聖路加国際大学長 殿  

 

私は、聖路加国際大学（以下「本学」という）が実施する「海外留学プログラム（以下「本

プログラム」という）」に参加するにあたり、以下の事項を誓約します。  

なお、誓約事項に反した場合、派遣留学生の資格取消、留学に係る奨学金の一部、又は全

額返納、本学からのサポートが停止となっても一切異議を申し立てません。 

 

記 

 

1. 留学に関わる費用を理解し，指定された期日までに支払うこと。  

2. 本プログラムに参加することに関し、未成年である場合は事前に保証人の了承を得るこ

と。学生の安全にかかわる緊急時など本学が必要と判断した場合は、学生への事前通知な

く保護者もしくは保証人へ連絡、報告すること了承すること。 

3. 本プログラムの趣旨を十分理解し、派遣先大学での学業・国際交流および事前・事後教

育に精力的に取り組むこと。本プログラムの事前・事後教育等に、やむを得ない理由によ

り欠席（遅刻、早退を含む）する場合は、必ず事前に連絡を取って指示を仰ぐものとし、

本学が正当と認める以外の理由による欠席・遅刻等については、派遣が認められなくなる

ケースや、単位及び奨学金が付与されなくなるケースがあり得ることを理解すること。  

4. 留学生活に適応できる健康状態であること。（既往歴・現病歴がある場合は、健康上海

外研修の参加に支障はないと医師に診断されていること。）また出発時に感染症（インフル

エンザ、はしか等学校保健安全法施行規則第 18条に規定する感染症）に罹患しているまた

は罹患が疑われる場合は、本プログラムへの参加が認められないことがあり、その際のキ

ャンセル料は辞退者の個人負担であることを理解すること。  

5. 出国から帰国までの期間中における事故・疾病等については、自らの責任として対処す

ること。  

6. 当大学が推奨する海外旅行保険に、出発から帰国まで加入すること。 

7. 本学が、派遣先の大学が所在する国や地域の治安等の状況によって、学生の安全を第一

に本プログラムの中止・延期または帰国勧告を決定した場合は、その指示に速やかに従う

こと。またそれによって生じる航空券や宿泊施設のキャンセル・変更にかかる費用は参加

者の個人負担であることを理解し、自らの負担分を支払うこと。  

8. 渡航期間中は、本学及び派遣先機関の指示に従うとともに、滞在国の法令、派遣先大学

の規則を遵守し、本学の学生として責任ある行動をとること。但し、滞在国の法律で認め

られている場合であっても、20歳未満の学生は飲酒や喫煙をしないこと。 また日本で禁止

されている薬物についても絶対に使用しないこと。 



9. 原則として、車両（自転車を除く）の運転を行わないこと。 

10. 渡航期間中に起った事故、病気などは必ず本学の担当者に速やかに報告をすること。  

11. 本プログラムの実施を目的として、渡航前に本学に届け出た学生本人の個人情報なら

びに渡航中の事故情報・被害情報について、本学、受入機関、保険会社、本学の指定する

危機管理支援会社（日本アイラック株式会社）、関係省庁及び在外公館が、事故時の対応 、

学生及び保証人との連絡のために共有、利用することに同意すること。 

12. 帰国後、本プログラムに関して撮影した写真の印刷物等への掲載や体験談の執筆・発

表等について要請を受けた場合には、積極的に協力すること。 また奨学金受給者に関して

は、所定の「成果報告書」を帰国後 3週間以内に提出すること。 

 

以上 

（本 人）  

上記の項目に関する誓約に同意します。 

 

学生氏名(自署):  

 

署名日： 年 月 日 

 

所属学科:  

 

学生番号:  学年:  

 

未成年の場合は以下もご記入下さい。 

 

（保証人）  

上記の項目に関する誓約に同意します。  

 

保証人住所:  

 

〒  

保証人氏名(自署):  

            ㊞ 

本人との続柄: 署名日： 年 月 日 

電話番号:  

(自宅)  

(携帯)  
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