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ABOUT THE PROGRAM

ELIGIBILITY

ACCOMMODATION

PROGRAM FEE

Program fee includes

Program fee excludes

本学では、尾道市内中心部のゲストハウスの部屋をこのプログラム参加者のために

確保しています。アメニティは自分で用意する必要があります。

周辺には多様なレストランがあり、外国からの観光客も多いエリアです。

学部生または大学院生で、日常会話程度の日本語を
理解でき、日本文化や日本の地域文化に関心のある方

費用

概要

対象

宿泊

参加費用に含まれるもの

参加費用に含まれないもの

・Administration fee

・Accommodation

・Excursion fee

・Meals on some activities

・Visa fee

・International air-ticket

・International travel insurance

・Meals

・Personal expenses

このプログラムは、1000年以上の歴史を持つ尾道
（広島県）についての学びを通して、より深く日本を
知ることを目的とします。

・管理費

・宿泊費

・文化研修の旅費

・ウェルカムランチなどの食費

・ビザ手数料

・航空券

・海外旅行保険

・食費

・個人的な費用

Undergraduate or postgraduate students who can under-
stand everyday conversation in Japanese, and also have 
an interest in Japanese culture both national and regional.

You will stay in a guest house dormitory in the center of Onomichi which has been reserved 
for the exclusive use of participants on this program. You will need to bring your own amenities. 
There are many restaurants nearby, and the area is popular with tourists from abroad.

On this program, you will acquire deep insights into Japan through learning 
about Onomichi city (Hiroshima) which has over 1000 year’s worth of history.

You can build global friendships with not only the students from our university 
but also the students from our partner universities around the world.

You will learn various topics such as the economic development of Onomichi, 
the culture and traditions from olden times, and the artistic activities which 
serve as one of the solutions to the challenges that Onomichi faces. 

尾道の経済的な発展、古くから伝わる伝承・文化、
そして尾道が抱える課題やその解決策のひとつと
しての芸術活動など、さまざまなテーマを学びます。

いろいろな国の協定校の
学生に加え本学学生も
参加しますので、グロー
バルな友人関係を構築
できます。

Onomichi
City
University

Contact International Office for futher details.
詳しくは国際交流センターまでお尋ねください。

JPY 65,000/student 学生一人につき65,000円

※講義は日本語で行われます。

※全体として参加人数が少ない場合、このプログラムは開催されない可能性があります。
※Please note that this program is subject to cancellation if the necessary number of participants is not reached.

 ※All lectures will be conducted in Japanese.

授業は無料です。Tuition Free


