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ポートランド州立大学(以下 PSUと略)は、アメリカ、オレゴン州の『バラの都』と呼ばれている、ポート
ランドダウンタウンの中心部に位置する美しく、清潔、安全な街として、アメリカの充実した大学生活と
文化を学べる場所です。『持続可能な街』としての誇りがあり、環境や社会問題に積極的に取り組んでい
る街でもあります。また『Keep Portland Weird』というスローガンを掲げる、特色豊かな面白い街づくり
をしています。いずれのコースも、英語学習だけではないプラスのコンセプトが学べるように設定されて
います。公共交通網も非常に充実しているので、歩く人や自転車にもやさしい街。郊外に行けば、自然が
豊富で、海も山も楽しめる非常にバラエティ豊かなロケーションです。今夏、ポートランドの豊かな文化
に触れ、英語を通じて、深く体験し、フレンドリーかつ奇妙な街の光景を発見しましょう。 
 

Program Name Start Dates Duration プログラム・宿泊費用 

Intensive English Communication August 7- August 31 4 weeks US$4,015.- 

English Through Sustainability and Service-Learning August 7- August 24 3 weeks US$3,245.- 

Field Study America Plus August 10-September 1 3.5 weeks  US$3,520.- 

American Conversation & Culture August 14-September 1 3 weeks US$2,805.- 

＊表記の料金は宿泊(大学の学生寮)とプログラム費用です。その他の費用は, PDFを最終ページまでスクロールダウンしてください。 
 

最終申込締切日は 5 月 26 日(金) 
 

         
 
 
  

 

 

 

             

  

 

 

  

 
PSU エリアにはフード屋台が沢山！ 

  

課外活動は街の散策も盛り沢山！ 

 

ISP オフィスの入っている PSU Karl Miller Center 

 



 

 

 
 
 
Intensive English Communication 

 期間 2023年 8月 7 日(月) 開講 ～ 8月 31日(木) 修了    費用 US$ 4,015.-   宿泊 学生寮滞在   

プログラムの特徴  今夏、文化もアウトドアもショッピングもすべて満喫しながら英語力をしっかり強化！ 

スピーキングを中心に、コミュニケーション力と自信を高めます。アメリカの文化をベースとして生徒中心の授業を展開。少人数のグ

ループセッションが週 4時間あり、気軽に英語で話すことを強化できます。またキャンパス外での課外活動やフィールドトリップによ

り実生活の中で英語を練習します。しっかりと英語を習得しながら、アメリカ文化にも多く触れることができるコースです。 

英語の発話に自信がないけれど、自信を持って英語を話せるようにしたい方： 

アメリカのポップなカルチャーを通して英語をしっかりじっくり発話し、学べるコースです。 

英語力が中級以上の方： さらに英語で問題解決していくスキル、ディスカッション・プレゼンテーション力を社会問題やジェンダー

問題などを通して、より深く力をつけていくコース。本コースは、週 4 時間の少人数会話の時間、課外活動があります。しっかり英語

の発話を伸ばしたい方にお勧めです。 

アクティビティ  
⚫ PSU の学生と話せる各週のインターナショナルコーヒータイムへ参加 
⚫ 景色を楽しめるマルトモナ滝とオレゴンコーストへ 

⚫ ‘Oregon Historical Society’訪問 

⚫ ポートランドダウンタウンウォーキングツアーに参加 

⚫ アウトレットモールでの免税でお買い物 

⚫ ポートランドの食文化を体験(Blue Star, Voodoo Donuts,  
Salt & Straw ice-cream、Stumptown Coffee, etc.)  

⚫ 土曜日のマーケット、ファーマーズマーケット、Powell‘s Bookstore 等散策 

⚫ ミュージックフェスティバル、公園で開催の映画会などのアメリカ文化体験  

サンプルスケジュール  ＊スケジュール調整上多少の変更は生じます   

  

 

  

門限は２２：００です 



 
 
 
 
 

English Through Sustainability 
& Service Learning 

 期間 2023年 8月 7 日(月) 開講 ～ 8月 24日(木) 修了   費用 US＄3,245.-   宿泊 学生寮滞在  

プログラムの特徴  英語力が中級以上の方にお勧め！ 
コースの特徴は SDGsに関連したトピックベースの英語クラスとボランティアワークを通して英語の聞く、話す、読む、書くとボキャブラリー

を伸ばしていきます。PSUが連携している様々なポートランドのコミュニティを通じて学習します。 教室以外での活動も濃密なコースです。 

また、週に 1回 1時間、小グループで、パートナーと会話をする時間があります。 SDGsの学習内容としては、SDG11、SDG1、SDG4、

SDG2をテーマに以下の見学・訪問や活動を含み、ゴールを目指します。 ※Service Learning とはボランティア学習の意味です。 

・環境性能評価システム（LEED）評価を取得した 14の建物  ・5つの屋上ガーデン  ・PSU学生、教員、スタッフのための１０の駐輪場 

・学生の教育目的で作られただけではなく、学生のための無料の食糧貯蔵庫としての野菜畑や果樹園 

・雨水の排水路とその利用システム  ・自転車のパーツを購入し、修理できる拠点   

・冬は雨水をろ過し、夏はキャンパスを涼しくするその土地の植物や木々の植樹 

アクティビティ  
⚫ PSUの学生と話せる各週のインターナショナルコーヒータイム参加 
⚫ 景色を楽しめるマルトモナ滝やオレゴンコーストへ遠足 
⚫ アウトレットモールでの免税でのお買い物 
⚫ ポートランドダウンタウンウォーキングツアーに参加 
⚫ ポートランドの食文化を体験(Blue Star, Voodoo Donuts,  

Salt &Straw ice-cream、Stumptown Coffee, etc.) 
⚫ ‘Oregon Historical Society’訪問 
⚫ 土曜日のマーケット、ファーマーズマーケット、Powell‘s Bookstore 散策 
⚫ ミュージックフェスティバル、公園で開催の映画会などのアメリカ文化体験 

サンプルスケジュール S＆SL クラス： Sustainability & Service Learning  Class  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

門限は２２：００です 

日  ※スケジュールの調整上多少の変更は生じます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Field Study America Plus 

 期 間 2023年 8月 10日（木） 開講 ～ 9 月 1日(金) 修了  費用 US＄3，520.-   宿泊 学生寮滞在   

 プログラムの特徴   2つの選択科目より選んで学ぶ  

午前中は発話を中心に、英語でのコミュニケーション力をしっかり強化し、午後の選択科目では、トピックを中心としたフィールドスタ

ディを取り入れ、教室内から課外へ活動の場が広がります。選択科目は 3つから選びます。 

英語の発話に自信がなくても楽しく、英語を伸ばしてアメリカの文化に触れたい方：  

ポートランドポップカルチャーまたはツーリズムとホスピタリティ  の科目の選択をお勧めします。  

英語力が中級以上でアメリカのビジネスや起業に興味のある方：選択科目にアメリカンビジネスがあります。『ポートランドポップカ

ルチャー』、の科目より語彙や内容はチャレンジになる選択科目です。フィールドワークは、有名企業への訪問やヒアリングだけではな

く、ポートランド独自の企業の見学、SWOT分析法などから起業

家精神を学びます。  

アクティビティ 
⚫ オレゴンコーストへ 
⚫ ポートランドの食文化を体験 
⚫ アウトレットモールで免税でお買い物 
⚫ 景色の良いマルトモナ滝やコロンビア・リバーゴージへ 
⚫ 土曜日のマーケット、ファーマーズマーケット、Powell’s  
⚫ Bookstore、コーヒーショップ散策 

サンプルスケジュール 
 ※PP：Portland Pop-culture   

AB：American Business  TH：Tourism & Hospitality 
 
 

  

 選択科目別トピックス例  

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、振舞い方      ●ポップカルチャーとは? 
●アメリカ式プレゼンの技術・チームでの仕事  ●“Keep Portland Weird” 
●ロゴとスローガンに関する調査        ●ポートランド式ヒップスターとは? 
●ゲストスピーカーからの講義と質疑応答   ●リサイクルとアプサイクル 
●SWOT 分析法                     ●B 級グルメ、コーヒー文化 
           ●ポートランドの庶民的なアート 
 ツーリズムとホスピタリティクラス 
●『Tourism & Hospitaly』とは？ ●プロのコミュニケーション力 
●お客様への価値あるサービス    ●ポートランド式のホスピタリティ 
●観光名所、レストラン、ホテルのマーケティング 
 

 

門限は２２：００です 

※スケジュールの調整上多少の変更は生じます。 

※選択科目の希望人数が集まらない場合、他の 

選択科目に移動になる場合もあります。 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

American Conversation & Culture 

期間 2023年 8月 14 日(月) 開講 ～ 9月 1日(金) 修了    費用 US＄2,805.-    宿泊 学生寮滞在  

プログラムの特徴   毎日午後に課外活動、訪問で、ポートランドを 200％満喫！  

海外旅行が初めて、英語を話すことに抵抗がある、など、不安な方、自信のない方、また思う存分ポートランドを楽しみたい方：  

午前中の会話クラスでは、英語の自然な発話ができるように、講師が手助けします。海外旅行や、留学、海外からの訪問者や友

人との会話をスムーズにするスキルを学びながら、ポートランド独自のスローガンや、アート、SDGs の取り組み、食文化、音楽を

午後の課外活動、訪問で楽しく学習します。最初の週は、PSUの現役学生、または卒業生がプログラムアシスタントとして、ラン

チもご一緒しますので、一人参加でも安心して初日から楽しめます。  

また、少人数での会話パートナーとのセッションが週に 4 時間あるので、リラックスしながら会話を 

楽しむことができるようになります。日々の課外アクティビティが最も豊富なコースです。 

アクティビティ  現・旧 PSU学生がプログラムアシスタントとして行動を共にしてくれます。 

⚫ 現地のショッピングモールやビンテージストアで免税のお買い物 

⚫ ポートランド食文化体験(Blue Star, Voodoo Donuts,  

Salt &Straw ice-cream、Stumptown Coffee, etc.) 

⚫ サタデーマーケット、ファーマーズマーケット、  

Powell‘s Bookstore、コーヒーショップ等 散策 

⚫ 活動的に街に繰り出して楽しむ! 
 

サンプルスケジュール    ※スケジュールの調整上多少の変更は生じます。  PA：プログラムアシスタント 
 
 

 

  

門限は２２：００です 



 

 

 

本コース共通の学生寮滞在ってどんな感じ?   
 

学生寮は、キャンパス内にいくつか建物がありますが、２人で水回りを共有するツインベッ

ドのルームとなっています。 

 

＊設備：ベッド、枕、ブランケット等の寝具類、タオル、トイレットペーパー、机、椅子、 

クローゼット、ミニキッチン、コンロ、ミニ冷蔵庫、電気    

＊ハウスキーピングは各自で。 (毎月・木に寮のフロントデスクで、各自、トイレットペーパ、 

シーツ、タオルは受け取ります) 

＊ランドリールームは、プリペイドカード式で＄１０からの購入となります。洗剤は各自で 

ご用意ください。 

＊食事代は各自負担となりますが、各自部屋で調理も可能、キャンパス内のカフェテリアの

利用も可能、近隣のスーパーや屋台等、豊富ですので、心配はいりません。  

 

 

 

 

 

 

PSU のカフェテリア『Victor‘ｓ』→ 

 

プログラム費用・宿泊代の他にかかる費用 

●パスポートをお持ちでない方：パスポート申請料・印紙代 (5年間￥11,000/10年間

￥16,000) 

●航空券代(燃油サーチャージ・空港諸税含む) ご自身手配または弊社手配 (弊社手配手数料￥16,500税込み) 

●米国入国に必要なESTA 登録 US$21 ご自身登録または弊社代行登録  (弊社代行登録手数料￥2,200 税込み) 

●海外旅行保険 ＊プログラム参加にあたり、海外旅行保険加入は必須です。  

●到着・現地出発の送迎費用(希望者は片道$75 で可能) 

●現地での飲食費 (寮滞在に食費は含まれません)、お小遣い等 

お申し込み手順と流れ            https://nurse-kenshu.com/entry2/ 

① 右横の URL または QR より、トラベル・パートナーズの参加申し込みサイトへジャンプして申し込みを送信

してください。 申込の入力項目は、漏れの無いようにお願いします。   

② 申込完了後、自動配信メールが届きます。 

③ 申込金としてプログラム費用のうち、5 万円をお振込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込金 振込み先銀行 

口 座 名：株式会社トラベルパートナーズ  口座種類：普通預金口座 

銀 行 名： ① みずほ銀行 小舟町(ｺﾌﾞﾅﾁｮｳ）支店 口座番号：1881230 

  ② りそな銀行 東京中央支店       口座番号：6176535 

PSU内のカフェテリア料金 

朝食： US$9.60   昼食：US$10.75  

夕食： US$12.80 

https://nurse-kenshu.com/entry2/


 

 

 

④ 弊社よりメール添付で残金請求書が届きましたら、残金をお振込みください。(開講

1 ヵ月前が目安です) 

※US ドルの日本円への換算は請求日の社内 TTS レートにて算出いたします。 

⑤ 必要事項等の案内は、PSU から直接、一斉メールで参加者に送信されますので、

メール受信にご留意ください。 

⑥ 最終のリマインドメールは弊社からも送信いたします。 
 

プログラム申し込み後の取消料について  

弊社にプログラム申し込み後～プログラム開始 28 日前までに取り消しの場合： ￥20,000 

プログラム開始 27 日前～プログラム開始 16 日前までに取り消しの場合： プログラム費用 50%プラス￥20,000 

プログラム開始 15 日前～プログラム開始前日までに取り消しの場合： プログラム費用 33%プラス￥20,000 

 

上記の取り消し料は、日本時間を基準とします。 

尚、取り消し日が土日祝日となる場合には、その前日が基準となります。 

また、当社の営業時間内までに取り消し連絡が着信することが条件となります。 

但し：弊社にて航空券手配を依頼されて、発券が終了している場合、航空券代と手配手数料は払い戻しがありません。 

また、別途航空会社取り消し手数料がかかることがありますので、ご留意ください。 

    弊社にて ESTA 代行登録を依頼されて、登録完了後は、US$21 とその代行手数料の払い戻しはありません。 
 

★本プログラムは、当社(株式会社トラベル・パートナーズ)の企画旅行ではありません。当社は、PSU の International 

Special Programs（ISP）部署の条件に基づいて旅行手配(希望者のみ)・サポートと研修参加費用の送金の代行をいた

します。 
 

★ご希望コースの参加者が少ない場合は、不催行となる可能性があります。その場合は、ISP 部署より他コースへの移行など、 

ご希望を確認するメールが届きますのでご対応ください。 
 

最終申込締切日は 5 月 26 日(金) 

 

 

企画・実施：ポートランド州立大学 米国オレゴン州 
International Special Programs, Portland State University  

Karl Miller Center 630A  TEL：1-503-725-2670 ispprograms@pdx.edu 

 
 
 
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） 
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 2－9－8 Daiwa日本橋堀留町ビル 4階   

TEL：03-5645-3700  FAX：03-5645-3775  nursingprograms@travelpartners.jp 

営業時間 : 月～金 １０：００～１８：００ 

mailto:ispprograms@pdx.edu
mailto:nursingprograms@travelpartners.jp

