大学生・短大生
のための

リモートで学ぶ

DISCOVER
PORTLAND!
SUMMER 2021
アメリカオレゴン州のポートランド州立大学の実施するライブの英語クラスに参加しませんか？
本プログラムは、英語クラスでコミュニケーション力を養いながら、３つのカテゴリーより選択する科目を通
じて、英語技能の習得というより、学術内容中心の学習をします。英語という言語やアメリカ文化に興味を持
つことで、自分のグローバルな視野を広げていくプログラムです。

●選択科目あり(スケジュール参照) ●語学力の目安：英検準 2 級位～ ●大学・短大生対象
●条件： Wi-Fi 環境とオンライン接続可能な端末（PC か iPad 推奨）が必要です。

スケジュール 月～金

(日本時間表示です) ＊選択科目は 3 つのカテゴリーより 1 つ選択

8：15～9：45
英語コミュニケーションクラス (Zoom を使ったライブ)
●自己紹介について ●質問と返答方法、 ●母音・子音の発音
●文のストレスとイントネーション
●ポートランドと米国の文化 ●アクティビティの説明、経験や意見の表現 ●意見を交換する
●文化の比較、対照 etc.
10：00～11：30
選択科目クラス(Zoom を使ったライブ)
ディスカバーポートランドクラス
ポートランド食文化クラス
持続可能な街、ポートランド
●ポップカルチャーとは?
●食の成り立ち、連鎖
●持続可能なファッションの選択
●‘Keep Portland Weird’というスローガンについて、ポートラ ●食と地域の関係
●４Rs:：縮減(reduce)、再利用
ンド式ヒップスターとは? ( ヒップスターとは、おしゃれの ●ポートランドの食文化
(reuse)、リサイクル
最先端を行きながらも、大量生産・多くの人が好むような
シーン
(recycle)、腐敗(rot)
製品以外を使ってファッションにこだわる人たちの事 )
●食と社会的問題
●なぜ必要性があるのか？
●リサイクルとアプサイクル(再利用について)
●食と非営利団体の関係
●持続可能な都市
●B 級グルメ・スターバックスを越えるコーヒー文化
●持続可能な自治体
●庶民的なアートシーンのあふれるポートランド、
●持続可能な建築、解体
ポートランドのアートの持つ力
11：30～12：00
ランチ休憩
グループでディスカッションとポートランド州立大学生との会話
12：00～13：40
※10 分の休憩をはさんで 45 分ずつで実施

期
間：2021 年 8 月 9 日（月）～8 月 20 日(金) ※土日を除く 10 日間
参加費用：￥65,000.-≪2021 年 6 月 21 日(月)までに申し込みの場合の早割≫
￥69,800.-≪2021 年 6 月 22 日(火)～7 月 5 日(月)までに申し込みの場合≫
申込締切日： 2021 年7 月5 日(月) ※期日を過ぎた場合はご相談ください。
参加条件
 本プログラムはポートランド州立大学 Portland State University（以下 PSU）の Office of International Affairs
（以下 OIA）により、企画・実施されます。
 本プログラムは、原則として大学生・短大生が対象となります。
 プログラム参加にあたり、Wi-Fi の接続環境と端末が必要となります。
 当社(株式会社トラベル・パートナーズ)は、OIA の条件に基づいて研修参加のサポートと研修参加費用の送金
の代行をいたします。
 オンラインによるプログラム申し込みの入力は PSU のサイトに入り(日本語の案内あり)、ご自身で申し込みを
英語で入力する必要があります。(電子署名をしなければいけないため) 申込フォームの入力にあたり、ご不明
点は弊社にご質問ください。サポートいたします。申し込み方法は、本ページの『申し込み手順』をご参照くださ
い。
 本プログラムは、英語クラスでコミュニケーション力を養いながら、3 つのカテゴリーより選択する科目を通じて、
英語技能の習得というより、学術内容中心の学習をします。英語という言語やアメリカ文化に興味を持つこと
で、自分のグローバルな視野を広げていくプログラムです。
 プログラム申し込み後の取消料について
日本時間の 2021 年 7 月 14 日(水)の弊社営業時間内までのお取消し：0 円
日本時間の 2021 年 7 月 15 日(木)以降のお取消し：参加費用の 50％(32,500 円または 34,900 円)。
但し、海外送金にかかる手数料 5,000 円を差し引いた金額のご返金となります。
日本時間の 2021 年 8 月 5 日(木)以降のお取消し： 参加費用の 100％（65,000 円または 69,800 円）
が取消料となります。

申し込みの手順
① 右下の QR コードまたはピンク文字の URL より、弊社のホームページの申し込み画面へ行き、正確にもれなくご入力のうえ、弊社
宛に送信してください。メールでのやり取りがメインとなりますので、以下のメールアドレスからのメールを受信できるように設定
してください。http://www.nurse-kenshu.com/entry2/ 営業時間：平日１０：００～１７：００ （土日祝休業） 担当 ： 萩田 紀子
② 申込書を確認後、弊社より PSU への申し込みサイトの URL と費用の請求書をメール添付にてご案内いたします。
③ 手順に従って、オンライン申し込みを完了のうえ、弊社に費用をお振込みください。
④ 参加までに PSU の OIA 事務局よりメールで案内が届きますので、指示に従ってください。
⑤

※ご不明点はお気軽にお問い合わせください。TEL：03-5645-3700 nursingprograms@travelpartners.jp
企画・実施：ポートランド州立大学 米国オレゴン州）
International Special Programs, Office of International Affairs
Portland State University
615 SW Harrison Suite 630A Portland OR 97201
Tel：1-503-725-4181

販売代理：株式会社トラベル・パートナーズ
（観光庁長官登録旅行業第 1623 号・一般社団法人 日本旅行業協会 JATA 正会員）

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 25-6 KCM ビル
TEL：03-5645-3700 FAX：03-5645-3775
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SUMMER 2021
アメリカオレゴン州のポートランド州立大学の実施するライブの英語クラスに参加しませんか？
本プログラムは、英語クラスでコミュニケーション力を養いながら、３つのカテゴリーより選択する科目を
通じて、英語技能の習得というより、学術内容中心の学習をします。英語という言語やアメリカ文化に興
味を持つことで、自分のグローバルな視野を広げていくプログラムです。

●選択科目あり(スケジュール参照) ●語学力の目安：英検準 2 級位～ ●大学・短大生対象
●条件： Wi-Fi 環境とオンライン接続可能な端末（PC か iPad 推奨）が必要です。

スケジュール 月～金

(日本時間表示です) ＊選択科目は 3 つのカテゴリーより 1 つ選択

8：15～9：45
英語コミュニケーションクラス (Zoom を使ったライブ)
●自己紹介について ●質問と返答方法、 ●母音・子音の発音
●文のストレスとイントネーション
●ポートランドと米国の文化 ●アクティビティの説明、経験や意見の表現 ●意見を交換する
●文化の比較、対照 etc.
10：00～11：30
選択科目クラス(Zoom を使ったライブ)
アメリカビジネスクラス
ポートランドポップカルチャー
●ビジネス英語の語彙、アメリカビジネスの中で ●ポップカルチャーとは?
の振舞い方
●“Keep Portland Weird”というスローガンについて、
ポートランド式ヒップスターとは? ( ヒップスターと
●アメリカ式プレゼンの技術・チームでの仕事
は、おしゃれの最先端を行きながらも、大量生産・
●ロゴとスローガンに関する調査
多くの人が好むような製品以外を使ってファッション
●ゲストスピーカーからの講義と質疑応答
にこだわる人たちの事 )
●SWOT 分析法(SWOT は S：Strength
●リサイクルとアプサイクル(再利用)
長所、W：Weakness 短所、
●B
級グルメ、スターバックスを越えるコーヒー文化
O：Opportunities ビジネスチャンス、
●庶民的なアートシーンあふれるポートランド、ポー
T：Threat 脅威）
トランドのアートの持つ力
11：30～12：00
12：00～13：40

ランチ休憩
グループでディスカッションとポートランド州立大学学生との会話
※10 分の休憩をはさんで 45 分ずつで実施

アメリカ式ボランティアリズム
●ボランティアとは？
●ボランティアが生む影響
●どのようなサービスが必要
とされるのか、社会の中の
不公平さ
●時間、技能、リリース
●ボランティアの利点

期
間：2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 3 日(金) ※土日を除く 10 日間
参加費用： ￥65,000.-≪2021 年 6 月 28 日(月)までに申し込みの場合の早割≫
￥69,800.-≪2021 年 6 月29 日(火)～7 月12 日(月)までに申し込みの場合≫
申込締切日： 2021 年7 月12 日(月) ※期日を過ぎた場合はご相談ください。
参加条件
 本プログラムはポートランド州立大学 Portland State University（以下 PSU）の Office of International
Affairs（以下 OIA）により、企画・実施されます。
 本プログラムは、原則として大学生・短大生が対象となります。
 プログラム参加にあたり、Wi-Fi の接続環境と端末が必要となります。
 当社(株式会社トラベル・パートナーズ)は、OIA の条件に基づいて研修参加のサポートと研修参加費用の
送金の代行をいたします。
 オンラインによるプログラム申し込みの入力は PSU のサイトに入り(日本語の案内あり)、ご自身で申し込み
を英語で入力する必要があります。(電子署名をしなければいけないため) 申込フォームの入力にあたり、
ご不明点は弊社にご質問ください。サポートいたします。申し込み方法は、本ページの『申し込み手順』をご
参照ください。
 本プログラムは、英語クラスでコミュニケーション力を養いながら、3 つのカテゴリーより選択する科目を通じ
て、英語技能の習得というより、学術内容中心の学習をします。英語という言語やアメリカ文化に興味を持
つことで、自分のグローバルな視野を広げていくプログラムです。
 プログラム申し込み後の取消料について
日本時間の 2021 年 7 月 14 日(水)の弊社営業時間内までのお取消し：0 円
日本時間の 2021 年 7 月 15 日(木)以降のお取消し：参加費用の 50％(32,500 円または 34,900 円)。
但し、送金にかかる手数料 5,000 円を差し引いた金額のご返金となります。
日本時間の 2021 年 8 月 19 日(木)以降のお取消し： 参加費用の 100％（65,000 円または 69,800 円）が取
消料となります。

申し込みの手順
⑥ 右下の QR コードまたは青字の URL より、弊社のホームページの申し込み画面へ行き、正確にもれなくご入力のうえ、弊社宛に送

信してください。メールのやり取りがメインとなりますので、以下のメールアドレスからのメールを受信できるように設定してくださ
い。 http://www.nurse-kenshu.com/entry2/ 営業時間 ： 平日１０：００～１７：００ （土日祝休業） 担当 ： 萩田紀子
⑦ 申込書を確認後、弊社より PSU への申し込みサイトの URL と費用の請求書をメール添付にてご案内いたします。
⑧ 手順に従って、オンライン申し込みを完了のうえ、弊社に費用をお振込みください。
参加までに PSU の OIA 事務局よりメールで案内が届きますので、指示に従ってください。

※ご不明点はお気軽にお問い合わせください。TEL：03-5645-3700 nursingprograms@travelpartners.jp
企画・実施：ポートランド州立大学 米国オレゴン州）
International Special Programs, Office of International Affairs
Portland State University
615 SW Harrison Suite 630A Portland OR 97201
Tel：1-503-725-4181

販売代理：株式会社トラベル・パートナーズ
（観光庁長官登録旅行業第 1623 号・一般社団法人 日本旅行業協会 JATA 正会員）

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 25-6 KCM ビル
TEL：03-5645-3700 FAX：03-5645-3775

本プログラムの紹介動画はこちらから
https://www.youtube.com/watch?v=jHG3BRMZZwc

