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アジアの名門・香港大学の学生と共に英語でリーダーシップを学ぶ５日間
＋事前事後学習２日間
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香港大学の学生と共に、アジアのグローバル都市「香港」でリーダーシップを学びましょう。

香港はそのグローバルなビジネス環境において、ビジネス環境国際調査でも世界第３位に位置する国際都市です。190か国・地域を評価するランキングでは、常に上位を維持し、
日本を始めとする多くの海外企業が地域統括本部や現地法人を開設し、活躍しています。

世界最先端のビジネス都市において、日系企業・グローバル企業の活躍を間近で見学し、香港大学学生とのグループワークを通じてリーダーシップの発揮を体感、自身の成長に必
要な課題を把握することを目指すプログラムです。今プログラムは、香港渡航・現地滞在にて実施、香港の文化に触れながら、香港大学学生との交流を深めることができます。

期間中、午前は香港大学人材開発キャリアセンター〔Centre of Development and Resources for Students (CEDARS)〕が主催する講義プログラムに参加し、午後は香港
の文化・経済の理解を深めるため、香港大学生と一緒に企業見学およびグループワークが予定されています。本講義最終日にはグループワークの成果発表会が行われます。

全講義受講・フィードバック提出の参加者には、香港大学より修了証が授与されます。

日程

■プログラム実施日：2023年3月6日（月）～10日（金）
※3月5日（日）出発～3月11日（土）帰国

■事前学習：2月中旬 14:00～15:30
■事後学習：3月中旬 14:00～15:30
※全プログラム（事前・事後学習含む）受講・成果提出完了者には香港大学より修了証が授与されます
※事前学習では、旅行説明・渡航手続きも実施いたします

人数 10名～20名程度（最小施行人数：10名）※最小施行人数に達しない場合は実施されません

言語
■講義の使用言語：英語のみ（IELTS6.0程度）
■事前・事後学習：日本語

スケジュール

個別説明会：10月28日（金）12:40～13:10
募集期間：10月19日（水）～11月16日（水）

締切：22年11月16日（水）17:00
選考結果連絡：11月18日（金）
プログラム費用納入：22年11月28日（月）～22年12月28日（水）

運営

①特別講義・学生指導：香港大学
②企業見学、全体コーディネート、香港窓口：Find Asia Ltd.（香港）
③日本窓口：インターアジアジャパン株式会社
④旅行企画：株式会社読売旅行

【香港大学について】
香港大学はThe Times Higher Education （THE）アジア大学ランキングで
常に上位に位置する香港の名門公立大学。香港島西部にメインキャンパスを
有し、医学、工学、文学、教育、法律、経営、人文、社会科等全10学部の
総合大学、約22,000名の学生が所属しています。

参加費用

287,500円
＜費用に含まれるもの＞
海外航空運賃・サーチャージ・航空諸税
宿泊費（香港6泊・2名1室利用朝食付き）
海外旅行保険（コロナ特約保険含む）
香港大学講義費用、企画運営費 ※振り込み手数料はご本人負担となります

22年9月より新型コロナウイルス感染防止対策による入国規制はほぼ撤
廃されました。まだ一部行動規制はありますが、出発までの現地対応状
況に関する情報は読売旅行が最新情報を提供いたします。
現地での万一の感染による隔離などに備えた保険に加入（参加費に含ま
れます）、コーディネーターであるFindAsia社が相談窓口として現地で
のフォローを行います。安心してご参加ください。

詳細は別紙募集要項をご確認ください。
お問い合わせ：インターアジアジャパン株式会社 info@inter-asia.co.jp
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香港大学グローバルリーダーシッププログラム

日程
プログラム実施：2023年3月6日（月）～10日（金）※3月5日（日）出発～3月11日（土）帰国

事前学習：23年2月中旬14:00～15:30／事後学習：23年3月中旬14:00～15:30

人数 10名～30名程度（最小施行人数：10名）※最小施行人数に達しない場合は実施されません

言語 講義の使用言語：英語のみ（IELTS6.0程度）／事前・事後学習：日本語

概要

香港大学の学生と一緒にプログラムに参加、活動します。
■香港大学での特別講義受講
■香港大学生との合同ワークショップ
■企業説明会（ワークショップのテーマ提示）
■キャンパスツアー ■成果発表会

備考
■立教大学との合同プログラム
■渡航型プログラム（オンラインではありません） ※読売旅行の海外受注型企画旅行による渡航手配
■全プログラム（事前・事後学習含む）受講・成果提出完了者には香港大学より修了証が授与されます

■プログラム概要

23年
2月中旬

3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3月中旬

AM

― 出国 香港大学
・オリエンテーション
・キャンパスツアー
・講義①

香港大学
・講義②

香港大学
・講義③

香港見学
・ツアー
香港の名所等ご紹介

香港大学
・成果報告会
・講評
・Closing Ceremony

―

PM

事前学習 現地にて
オリエン
テーショ
ン

企業訪問
・JETRO
香港基本情報
香港と日本のビジネス

企業訪問
・企業見学
・グループワークテーマ
提示

グループワーク
・参加大学＆HKU学生同士でグループワーク
（自主活動 ※教員の指導は入りません）

・成果報告準備

― 帰国 事後学習

【スケジュール案】※詳細タイムスケジュールは香港大学と調整中
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香港大学グローバルリーダーシッププログラム

4

■プログラム概要

【講義プログラム】※講師のスケジュールによっては変更になる場合があります。下記講義候補より3講義受講予定。

【Workshop1】：Effective Teamwork in Virtual Environment 
• Collaboration with team members from different backgrounds and cultures in a virtual work environment

【Workshop2】：Business Innovation & Design Thinking 
• Develop creative and innovative solutions using design thinking methodology

【Workshop3】：Leadership, Communication and Creativity in Global Workplace 
• Basics of leadership and qualities of effective leaders

• Be inspired to think creatively and break free from traditional ways of doing things in a global workplace

【Workshop4】：Exploring Our Identities Together 

【企業見学】※企業は変更になる場合があります

JETRO
香港基本情報
香港と日本のビジネス
香港と日本の関係、ビジネス状況など香港を理解する基本情報を教えていただく

企業訪問（日系or外資系企業の香港法人）
候補企業：KPMG（会計・監査・税務のファーム）、日清食品 ほか

企業見学、グループワークのテーマを提示
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■プログラム概要

コンセプト

「異文化環境の中で、自分なりのリーダーシップを発見し、実戦での発揮に挑戦する」
グローバルに活躍するために、英語と同時に重要なリーダーシップをスキルとして身に付けるためのプログラムです。権限や役職にとらわれず、
メンバー全員がスキルを発揮し成長しながらチームの目標達成に向けて貢献する新しいタイプのリーダーシップを目指します。
受講生それぞれが自分なりのリーダーシップに気付く段階から、異文化環境でも効果的にリーダーシップを発揮することを目指す段階まで、リー
ダーシップをスキルとして身に付けていきます。

運営

①香港大学 ：特別講義
②Find Asia Ltd.（香港：事業内容／教育サービス、就職支援）：企業見学、全体コーディネート
③受付窓口：インターアジアジャパン株式会社
④旅行企画：株式会社読売旅行

スケジュール

個別説明会：10月28日（金）12:40～13:10
募集期間：10月19日（水）～11月16日（水）

締切：22年11月16日（水）17:00
選考結果連絡：11月18日（金）
プログラム費用納入：22年11月28日（月）～22年12月28日（水）

参加費用 287,500円
＜費用に含まれるもの＞ 海外航空運賃・サーチャージ・航空諸税、宿泊費（香港6泊・2名1室利用朝食付き）、海外旅行保険、香港大学講義費用、企画運営費

キャンセルポリシー

最少施行人数に達しており、本プログラムの開催確定後、12月12日以降、申し込み者の都合によりプログラム参加を見送る場合は、
キャンセル料が発生します。 キャンセル日 キャンセル料

22年12月12日～22年12月31日まで 6万円＋返金手数料

23年1月1日～23年2月5日まで プログラム費用の60%

23年2月6日～プログラム開始後 プログラム費用の全額

※香港大学は、リコージャパンの学生交流支援の香港協定校、FIND ASIA並びに受付窓口のインターアジアジャパンは、リコージャパン海外事業
支援サービスのパートナー企業です。
リコージャパンは、大学グローバル化支援活動の一環として本プログラムのご紹介をしておりますが、プログラム開始後のお問合せは、FIND 
ASIA/インターアジアジャパンにて承ります。
また、渡航型における旅行（航空、ホテル等手配）については、株式会社読売旅行の海外受注型企画旅行に参加いただくことになります。
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