ディズニー・バレンシア国際カレッジプログラム
2021 年秋季（第 19 期） 募集要項
１.趣旨

米国フロリダ州オーランド市にあるバレンシアカレ
ッジ講師によるビジネスマネジメント、ホスピタリ
ティ関連科目を履修しながら、同市のディズニーワ
ールド（テーマパーク内及びテーマパーク周辺のホ
テル等）で就業体験を行う約５か月の留学プログラ
ムです（別途日本国内での事前研修もあります）
。世
界中から集まる学生と共に学び、暮らし、働くこと
を通じ、グローバル人材に必要とされる知識、スキ
ル及びマインドを身に付けます。

２.留学先

ウォルトディズニーワールド及びバレンシアカレッジ（米国）

３.プログラム

（１）プログラムの魅力

の魅力及び内容

最先端のビジネスが学べる
…全米トップ企業での就業体験をしながらマネジメント授業を受講できます。
世界中に人脈ができる…ディズニーの学生寮で多国籍の仲間と共同生活を送ります。
英語力が磨ける…実習も、寮生活も全て英語。英語力が伸びます。
留学費用負担が軽い…有給の就業体験が含まれるため、滞在費の負担を軽減できます。
（２）プログラムの内容
プログラム参加者は本学学則で定める「留学」の身分で派遣され（休学にならない）
、J１ビザを取得の
うえ、
「留学生」としてバレンシアカレッジに在籍します。プログラムは、
（1）ビジネスマネジメント、
（2）アカデミックトレーニング（オンライン）、
（3）リーダーシップ開発（オンライン）、
（4）アカデ
ミックトレーニングプラクティカム（就業体験）の４コースから構成されています。
＜プログラムの構成＞
ディズニー寮内施設での授業

※
４.説明会

ディズニーワールドでの実習

(1)ビジネスマネジメント（バレンシアカレッジ講師）
(2)アカデミックトレーニング（オンライン）
（3）リーダーシップ開発（オンライン）

（4）アカデミックトレーニングプラクティカム

週２日、毎週約８時間
＋
課題・宿題に要する時間 毎週約４時間

週30～37.5時間
（繁忙期には37.5時間以上となる場合あり）

授業の受講スケジュールは参加者により異なります。

今回の募集については、事前説明会を実施しませんが、応募予定の学生は必ずグローバル推進室
（outbnd02@yokohama-cu.ac.jp）に事前にメールでご相談ください。

５.応募資格

本学国際総合科学部（理学系を除く）
、国際教養学部、国際商学部に在籍し出発時に２年生以上の学生
で、渡航先での教育を受けるとともに就業体験を行うために十分な能力と適性のあるもの、かつ、申込
時点で下記４点すべての条件に当てはまること。
・共通教養科目「経営学入門Ⅰ」を取得済であること、又は 2020 年前期までに取得見込みであること
・PE 合格以上
・TOEIC600 点以上（原則、TOEIC600 点以上が必要になりますが、TOEIC 以外の語学試験のスコアでも
認められる場合があります。TOEIC のスコアがなく、TOEFL や IELTS などその他のテストスコアを持っ
ている場合は、テストスコアを持参のうえ、事前にグローバル推進室へ相談してください。
）
・成績が以下の計算式による GPA3.0 以上であること（大学からの成績通知書の GPA ではありません。
）

成績要件（GPA）は以下のとおり計算します。
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※注意：「合格」など、単位数のついていない科目はカウントから除外してください。
【応募に関する注意事項】
※医学部及びデータサイエンス学部、国際総合科学部（理学系）の学生は応募できません。
※米国移民局の判断により、国籍により参加できない場合があります。日本国籍以外の方は、事前に相
談してください。
※上記条件を満たしたうえで、学内選考、バレンシアカレッジによる英語力測定、ディズニー担当者に
よる面接を経て参加の合否が決定します。
６.期間

2021 年８月～2022 年１月（予定。約５か月）
※渡航スケジュールは決められた日程となり、希望が出せるわけではありません。
※この間、本学は休学扱いとならず、学則に定める留学の扱いとなります。

７.学生数

若干名

８.必要経費

（１）実質負担について

【目安】

約 106 万円程度
※（２）の内訳から、補助金、助成金（９．補助金等）を減額した金額から目安を算出
（２）プログラム費用内訳（概算）
内容
試験受験料（交通含まず）
Disney Program Assessment Fee（$150）
Housing Administration Fee（$200）
※クレジットカード払い
国内プログラム費用
VISA申請料金・代行手数料
バレンシア国際カレッジプログラム渡航パック申込金
渡航パック費用
（バレンシアカレッジ授業料、バレンシアカレッジ保険料、航空
券代（日本⇔オーランド）、オーランド空港ホテル宿泊代、国
内・現地サポート費など）

支払時期
学内選考後

金額
¥20,000

面接合格後

約¥42,000

第１回ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ時前
出発約３か月前
出発約３か月前

CO-OP海外あんしんサポート24

その他（初期生活費、一部教材費など）
合計

¥44,000
¥54,000
¥10,000

出発約１か月前

約¥838,000

出発約１か月前
現地到着後

約¥123,500
¥100,000
約¥1,231,500

※第 15 期：2019 年８月派遣時の実績による費用の目安です。
※現地での生活費、寮費は上記費用に含まれていません。別途経費が必要です。
（３）給与・生活費など

収入
支出
差額

給与
寮費、交通費、食費等
（小遣い費）

$300/週（時給$10×30時間）
$200/週
$100/週

※実習時間や給与、金額は変更になることがあります。
※面接及びガイダンス等にかかる国内交通費は含みません。
※選考費用等以外のプログラム・渡航にかかる費用は出発１～２か月前頃に確定します。
※為替レート変動等の影響を受けますので、上記費用はあくまでも目安です。
※留学中の本学の学費免除はありません。従って、上記支出とは別に令和元年度後期分の学費を本学
へ納入する必要があります。
９.補助金等

選考により、予算の範囲内で補助金及び助成金が支給される可能性があります。

（１）横浜市立大学…最大９万円の補助金の支給
（２）横浜市立大学後援会…最大９万円の助成金の支給
（但し、保護者が後援会に加入している場合のみ）
※（１）、
（２）とも事前支給となりますが、要件を満たさない場合、返還を求めることがあります。
【要件】学内オリエンテーション等に出席し、出国前、帰国後にそれぞれ指定された提出物を期限まで
に提出すること
10.応募書類

書類はすべて A4 にそろえ、ホチキスどめすること。
（１）提出物チェックシート
（２）誓約書（YCU 海外留学・研修プログラム）
※保護者の署名と捺印が必要です。なお、学内選考通過後に提出していただく「バレンシア国際カ
レッジプログラム・受験申込書」にも保護者の署名が必要です。予め用意しておくことをお勧め
します。
（３）バレンシア国際カレッジプログラムエントリーシート（和文）
※英文での所属、専攻などは各自 YCU ホームページ（英語版）などを確認して記載してください。
※PC 不可
（４）International College Program アプリケーションフォーム（英文）
□Part１「DS-2019 Request Form」
□Part２「Verification of Academic Standing Form」
□Part３「Essay Question」
□Part４「Declaration of Finances/Affidavit of Financial Support」
□Part５「J Exchange Visitor Responsibility Form」
※PC 入力、手書きいずれも可
※すべてのフォームはパスポート表記と同じスペルで記入してください。
※「Part2」は指導教員へプログラム参加趣旨を説明のうえ、記入を依頼し、必ず記載していただく
ようにしてください。本項目が未記入の場合、指導教員からの推薦が得られないということから、
本プログラム参加への十分な能力と適正がないと判断される場合があります。
重要：新型コロナウィルス感染拡大の影響により、指導教員と面会できず直接記入を依頼できない
場合は、郵送で書類をやり取りするか、pdf への電子署名を依頼するなどしてください。電子署名
は、smallpdf（https://smallpdf.com/jp/sign-pdf）などの Web サービスを利用して行えます。
（５）保護者または本人の$3,700 以上の残高を証明する残高証明書（英文・$表記があるもの）
※金融機関によっては、発行に 1 週間ほど必要な場合があります。早めに手続きを進めるようにし
てください。
（６）パスポートコピー（A４にて印刷。文字と顔がはっきりと見えるもの・カラー/白黒可）
【応募書類作成時の注意事項】
◆応募書類の提出をもって、約款を事前に確認したこととします。
◆必ず『アプリケーションフォーム記入例』
、『提出書類・Application Form ご記入についての注意』
を事前に一読のうえ記載してください。
◆様式及び約款は、ホームページからダウンロードしてください。
◆すべての提出物において、プログラム期間の記載が必要な部分については空欄で提出してください。

11.応募方法

10 月 16 日（金）消印有効にて 12.書類提出先 に提出 （郵送のみ。）

12.書類提出先

公立大学法人横浜市立大学 金沢八景キャンパス グローバル棟
〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2

グローバル推進室

※『グローバル推進室宛』と明記し、『ディズニー・バレンシア国際カレッジプログラム応募書類在中』
と朱書きしてください。
13.選考

提出書類の内容により総合的に審査されます。

14.選考後

（１）選考結果発表

の流れ

日時：10 月 26 日（月）10 時頃
※メールにてご連絡差し上げます。
（２）試験受験料支払い
日時：10 月 29 日（木）・10 月 30 日（金）
・11 月 2 日（月）
※土・日は受け付けておりません。
場所：横浜市立大学生協八景購買書籍（シーガルセンター２F）旅行受付カウンター
提出物：バレンシア国際カレッジプログラム・受験申込書
一次試験受験料２万円
※上記指定期限内に手続きが完了しない場合は、以後の選考に進めません。
（３）学内オリエンテーション（対象：学内選考を通過し、
（２）の手続きを行った学生）
日時：11 月４日（水）12 時頃
※メールにて対象者に通知する予定です。
（４）バレンシアカレッジによる英語力測定（一次試験）
日時：11 月末～12 月上旬
場所：金沢八景キャンパス（会場は別途通知します）
（５）一次試験結果通知【12 月下旬】
（６）Disney オンラインアプリケーション開始
（７）スカイプ面談（２次面接対策。選考に含まれません。
）
日時：１月末～２月上旬
（８）二次試験（ディズニー担当者による英語での面接）
日時：３月上旬
場所：未定
※日時、会場は一次試験通過者に正式に案内されます。なお、これまで関西や名古屋にて実施
されたケースがあります。その場合の交通費等は自己負担です。
（８）二次試験後のスケジュール
・二次試験結果通知【３月】
・第１回ガイダンス（場所：金沢八景キャンパス）
【４月下旬】
・国内プログラム（直前準備講座）スタート
・第２回ガイダンス／J1Visa 取得面接
日程：６月下旬
場所：大阪（交通費等は自己負担）
※上記日程は予定です。詳細は、二次面接通過者に正式に案内されます。
・渡航パック料金支払い
・第３回ガイダンス／出発

15．単位認定

最大４単位履修可能（既修科目を除く）ですが、バレンシアカレッジでの単位認定証明書や月次報告書
等報告書に基づき、成果を評価のうえ、下記単位が認定されます。
■国際総合科学部（理学部を除く）■
キャリア形成実習（インターンシップ）

１単位（共通教養）

アクティブプランニング実習

１単位（共通教養）

海外研修Ｂもしくは長期外研修（前期・後期）

２単位（共通教養）

■国際教養学部・国際商学部■
インターンシップ実習（国際商）
長期外研修（後期）
16.帰国後
の活動
17.その他
注意事項

２単位（国際教養学部全学開放科目/国際商学部専門科目）
２単位（共通教養）

帰国後は、報告書の提出、次期応募学生向けの説明会、オリエンテーション等へ参加するとともに大学
プログラム経験者として広報活動に協力してください。
‧新型コロナウィルスの感染拡大に伴って海外渡航が制限される可能性があるとともに、渡航後におい
ても何らかの情勢の変化により大学もしくはプログラム事務局等より帰国指示が出される場合があり
ます。
・現在、本プログラムの 16 期, 17 期については中止・延期となっており、また、米国で深刻な感染拡
大が続く中、2021 年 2 月開始の 18 期が予定通り実施される確証もありません。19 期についても、同様
に中止・延期といった措置や、あるいは合格枠やスケジュールに影響が出る可能性が考えられます。
・一次試験実施前に選考が中止となる場合は、申込み費用(２万円)は返金されますが、一次試験実施後
は、受験料の返金はありません。また、渡航後、プログラムが中止となった場合、それまでにかかった
旅費・滞在費・授業料などの諸費用の返金はないものとご承知おきください。
・米国及びディズニー社が本プログラムの受入を開始しても、外務省海外安全情報で米国にレベル２以
上が発令されている場合、本プログラムは実施されません。また、レベル１であっても実施の可否は現
地の情勢により判断されることをご留意ください。
‧留学期間は修業年限に参入されますが、これは留学をしても自動的に４年で卒業できるということで
はありません。留学時の学年、単位取得状況によっては、４年で卒業できない場合もあります。ご不明
な点は早めにグローバル推進室まで相談してください。
‧申込者は、事前に指導教員へ参加の旨を説明し、アプリケーション（Part ２）への記入を依頼してく
ださい。
‧学内選考通過者は「バレンシア国際カレッジプログラム・受験申込書」に記載されているキャンセル
ポリシー及び約款をよく読み、理解したうえで、受験料等をお支払いください。
‧参加決定者は、事前書類提出、オリエンテーション等への参加、報告書提出、広報活動への協力など
が必要になります。詳細は全て YCU メールに連絡しますのでメールをこまめに確認し、内容確認後は必
ず返信をしてください。
‧申込手続きはグローバル推進室、プログラム費の支払受付は大学生協が担当します。その他書類手続
きは、
（1）大学、
（2）大学生協、
（3）ディズニー社（現地）へそれぞれ提出する場合があります。提出
書類と提出先、提出期限を確認のうえ、手続きを進めてください。
‧現時点で他の YCU 海外留学・研修プログラムの合格者で本プログラムと参加時期が重なっている者は、
今回の申込はできません（不明な方は事前に相談してください。）
。
・本プログラムでは、選考過程や参加決定後においても、各自でオンライン手続きや各種連絡など自分
で責任をもって対応する必要があります。手続き等に遅延、不備があると選考過程では次のステップに
進めない、参加決定後でもプログラム実施団体の判断により参加取消となる場合があります。

18.問い合わせ

グローバル推進室

ディズニー・バレンシア国際カレッジプログラム担当

メール：outbnd02@yokohama-cu.ac.jp
応募書類等はこちらからダウンロードしてください。

／ 電話：045－787－2027

