2017 年度（第 44 回）

カナダ・オールズカレッジ派遣留学
募 集 要 項

北海道アルバータ酪農科学技術交流協会

オールズカレッジ派遣留学 募集要項
1. 事業目的
本協会とオールズカレッジは相互の酪農科学技術および文化の交流計画に基づき、本道の酪農青年
をオールズカレッジに派遣し、酪農科学技術及び知識を体得させることにより、本道酪農の発展に資
するとともに、文化交流を通じて両国の親善を図り、相互理解を深めることを目的とする。
2. 留学先
Olds College（カナダ・アルバータ州 オールズ）

http://www.oldscollege.ca/
3. 募集人数
酪農研修（畜産・獣医保健看護も可能）コース：5 名程度
英語研修コース：5 名程度
4. 応募資格・条件
下記①～⑤の全ての条件を満たしていること。
（両コース共通）
①

高等学校卒業以上の者。
1) 道内の自営者または後継者で所属市町村あるいは農協組合長の推薦を得た者
2) 農業関係大学（短期大学含む）に在籍及び卒業した者
3) 酪農実習経験者または酪農関連団体及び会社に所属し酪農業に従事している者

②

派遣時までに満 20 歳以上、30 歳未満の者

③

心身健全で継続的な酪農実習または就学に耐えうる体力と精神力を有する者

④

初級英会話以上の英語力を持ち、性格が明朗、率直で礼儀正しく、積極的究学心の旺盛な者

⑤

本協会が組むプログラムに従い、本協会の派遣留学生として誇りをもって目的を遂行する者

5. 留学期間
2017 年 8 月下旬出発～2018 年 9 月上旬帰国（予定）
6. 滞在先
酪農研修コース：オールズカレッジ留学中はオールズカレッジ学生寮
酪農（畜産）研修中はオールズ近郊農家にてファームステイ
獣医保健看護の場合は、研修先によりオールズカレッジと相談のうえ、滞在先を
決定する
英語研修コース：オールズカレッジ留学中はオールズカレッジ学生寮
英語研修中は、アルバータ大学エクステンション学部の紹介するホストファミリ
ー宅でホームステイ

7. プログラム

2017 年度オールズカレッジ派遣留学（酪農研修コース）

年 間 予 定 表
月

日

2017 年

中旬

カルガリー経由でオールズへ出発、到着

下旬

Successful Skills Week （新入生ガイダンス）

初旬

オールズカレッジ秋期授業開始

8月
9月

予定

10 月

秋期授業

11 月

秋期授業

12 月

秋期授業終了。定期試験。 冬休み（～1 月初旬）

2018 年

1月

初旬

冬期授業

3月

冬期授業
下旬

滞在場所:オールズカレッジ学生寮

オールズカレッジ冬期授業開始

2月

4月

備考

冬期授業終了。最終試験。
実習先へ移動

5月

実習開始

6月

実習

7月

実習

8月

下旬

実習終了。

9月

上旬

ビザ期限内に帰国

下旬：ファームステイ開始

2017 年度オールズカレッジ派遣留学（英研修コース）

年 間 予 定 表
月

日

2017 年

中旬

カルガリー経由でオールズへ出発、到着

下旬

Successful Skills Week （新入生ガイダンス）

初旬

オールズカレッジ秋期授業開始

8月
9月

予定

10 月

秋期授業

11 月

秋期授業

12 月

秋期授業終了。定期試験。 冬休み（～1 月初旬）

2018 年

1月

初旬

冬期授業

3月

冬期授業
下旬

滞在場所:オールズカレッジ学生寮

オールズカレッジ冬期授業開始

2月

4月

備考

冬期授業終了。最終試験。
アルバータ大学（エドモントン）へ移動

下旬：ホームステイ開始

5月

英語研修 English Language Program (ELP) 開始

May Session

6月

英語研修

May Session

7月

英語研修

July Session
July Session

8月

下旬

英語研修終了。

9月

上旬

ビザ期限内に帰国

8. 提出書類
①

申込書（所定用紙）

②

パーソナルデータシート（英文：所定用紙）

③

推薦書（所定用紙）

④ パスポートの写し
⑤ TOEIC (Test of English for International Communication) の Official Score Certificate (公式認定証)
または TOEIC-IP (Institute Program) の Score Report (スコアレポート)の写し
※Score Report は発行後 2 年以内のもの。
※スコアを持っていない場合は、本協会に相談すること。
9.

応募締切：
2016 年 12 月 16 日（金）午後 4 時必着（本協会宛に郵送もしくは持参のこと）

10. 選考方法
提出された書類、適性検査、一般常識、作文、面接の上、総合的に選考する。
11. 選考試験日・試験会場
①

試験日：後日本人に直接通知する（2017 年 1 月下旬を予定）
。

②

試験会場： 酪農学園内

③

試験内容： 適性検査（30 分）
、一般常識（30 分）
、作文（60 分）
、面接とする。

※

TOEIC スコアレポートをもって英語試験の代わりとする。

※

筆記用具を持参すること。なお、受験のための旅費、滞在費は受験者負担とする。

12. 選考結果発表
2017 年 2 月下旬（予定）

本人に直接通知する。

13．誓約書の提出と賛助金の納入
合格者は、合格通知後 10 日以内に自己責任の原則を定めた誓約書を連帯保証人と連名で署名し、
本協会に提出するとともに、本協会に入会し、賛助金 10 万円を納入すること。また、一旦納入した
賛助金は原則として返金しない。
14．研修派遣奨学金
派遣生は、本協会所定用紙により奨学金の受給を申請することができる。採択者には奨学金として
8 万円を出発式に支給する。ただし、派遣生がその本分に反する行為を行ったと判断された場合は、
その一部または全額を本協会の指示に従い返還しなければならない。

15.

出発前ガイダンス、語学研修及び出発式
派遣生は、下記の出発前ガイダンスおよび出発式に必ず参加しなければならない。
① 出発前ガイダンス
時期：2017 年 3 月から 8 月までに複数回（予定）
場所：酪農学園構内の指定する場所
経費：出発前ガイダンスで必要とする経費は本協会が負担する。
② 英語研修
時期：2017 年 3 月から 8 月までの間の 5 日間 （予定）。
場所：酪農学園構内の指定する場所
③ 出発式
酪農学園内で派遣生全員出席のもと出発式を行なう。
時期：2017 年 7 月下旬または 8 月上旬（予定）
場所：酪農学園構内の指定する場所

16.

留学報告
派遣生は、毎月の月次報告書を翌月 3 日までに本協会に提出すること。

17．留学中の在籍の扱いについて（酪農学園大学の学生の場合）
学類・学科、学年により異なるので、教務 1 課に問い合わせること。
18. 単位認定について
オールズカレッジで取得した単位は、酪農学園大学、大学院の単位として認定される場合がある。
19. 留学費用
（変更になる場合あり。カナダドルで表記。2016 年 10 月現在 1 カナダドル 79 円）
① 酪農研修コース :
酪農研修費：1,300 ドル（食費・宿泊費込み） ※研修手当あり。
② 英語研修コース ：
アルバータ大学ＥＬＰ授業料（４ヶ月間）
：4,800 ドル ホームステイ（4 ヶ月間）：3,600 ドル
＜共通＞
渡航費：約 25 万円、海外旅行傷害保険料：約 20 万円
生活費：約 4,000 ドル
オールズカレッジ寮費：5,600 ドル（1 ヶ月 700 ドル）
オールズカレッジ授業料：6,570 ドル（1 学期 3,285 ドル）
オールズカレッジその他諸費用：1,000 ドル 教科書：900 ドル（1 学期 450 ドル）
※

派遣生は、海外旅行傷害保険に加入しなければならない。

※

留学費用はすべて派遣生の自己負担とする。

～オールズカレッジとは～
●アルバータ州最大の農業カレッジ

学生数― 約 1,300 名
教員数― 約 100 名
●歴史－

1913 年創立

（1990 年より派遣）
Olds

●特徴－

hands-on training（実践トレーニング）

～オールズカレッジで習得実績のある科目～（科目名変更の可能性あり）
●2010 年度

●2011 年度

（1 名が 7 科目、1 名が 5 科目、1 名が 4 科目修得）

（1 名が 6 科目を修得）

・English for AgricultureⅠ

・English for Agriculture

・English for AgricultureⅡ

・Site Maps & Interpretation

・Agribusiness Accounting

・Ecological Principals and Weed Management

・Cattle Artificial Insemination Techniques

・Bioremediation and Biometrics

・Principles Animal Agriculture

・Plant Science Principals

・Work Practicum Summer Semester

・Applied Ecology

・Livestock Enterprise Management
・Biology of Pests
・Fundamental of Soil Science
・Water Fundamentals
・Landscape Graphics
・Plant Science Principals
●2012 年度

●2014 年度

（1 名が 6 科目を修得）

（1 名が 2 科目を修得）

・Principles of Animal Agriculture

・Sensory Evaluation of World Beers

・Livestock Health & Disease

・Sensory Evaluation of Beer

・Animal Health Systems & Management
・Small Animal Disorders
・English for AgricultureⅠ

・Livestock Breeding Strategies

お問合せ・お申し込み先

北海道アルバータ酪農科学技術交流協会
〒069-8501 北海道江別市文京台緑町 582 酪農学園本館内
Tel: (011)386-1292
Fax: (011)387-2805
E-mail : exc-alt@rakuno.ac.jp http://alberta.rakuno.org/

