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申込先：自然科学研究科学務係申込先：自然科学研究科学務係申込先：自然科学研究科学務係申込先：自然科学研究科学務係    ０２５－２６２－６３３２０２５－２６２－６３３２０２５－２６２－６３３２０２５－２６２－６３３２    

申込期間：申込期間：申込期間：申込期間：５５５５月月月月１１１１３３３３日（日（日（日（水水水水）～）～）～）～５５５５月月月月２５２５２５２５日（日（日（日（月月月月））））    

※※※※参加者には「海外英語研修参加者には「海外英語研修参加者には「海外英語研修参加者には「海外英語研修（農学部は海外語学研修）（農学部は海外語学研修）（農学部は海外語学研修）（農学部は海外語学研修）」の単位」の単位」の単位」の単位（４単位）（４単位）（４単位）（４単位）が付が付が付が付

与されます。与されます。与されます。与されます。    

※※※※奨学金の受給条件は奨学金の受給条件は奨学金の受給条件は奨学金の受給条件は５ページ目参照。５ページ目参照。５ページ目参照。５ページ目参照。説明会時に説明会時に説明会時に説明会時に詳細をお知らせします詳細をお知らせします詳細をお知らせします詳細をお知らせします。。。。    

※ただし，※ただし，※ただし，※ただし，学部１年生は奨学金支給対象外学部１年生は奨学金支給対象外学部１年生は奨学金支給対象外学部１年生は奨学金支給対象外    
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イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校夏夏夏夏期海外英語研修について期海外英語研修について期海外英語研修について期海外英語研修について    

 

 

１．はじめに 

 

大学院自然科学研究科が主催している本英語研修は，長期休暇を利用し，世界有

数の研究機関であるイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校大学にて約一ヶ月の間

集中英語研修を受講するものです。英語学習のみならず，現地学生との交流等，様々

な機会を設けている点も魅力の一つです。 

大学院自然科学研究科では、イリノイ大学海外英語研修を過去に計５回行ってお

り，合計で７２名の学生が参加しております。 

 ２０１２年２月～３月 １２名 

２０１２年９月 ２５名 

２０１３年２月～３月 １１名 

２０１３年８月～９月 １０名 

２０１５年２月～３月 １４名 

今年度の派遣期間は、平成２７年８月２６日（水）に出発し，２７日（木）より

プログラムを開始します。帰国日は９月２２日（日）となります。 

募集人数は２０名です。なお、プログラムの最少催行人数は１０名となります。 

プログラム参加学生には，終了後レポート等により，各学部・研究科科目である

「海外英語研修」の単位が付与されます。また，要件を満たす学生には奨学金８万

円が支給されます。 

※※※※永住者以外の永住者以外の永住者以外の永住者以外の外国人留学生外国人留学生外国人留学生外国人留学生および学部１年生および学部１年生および学部１年生および学部１年生についてはについてはについてはについては，，，，奨学金の受給は不可。奨学金の受給は不可。奨学金の受給は不可。奨学金の受給は不可。    

 

 

２．プログラム内容について 

  

アカデミックな内容のプレゼンテーションができるようになることを最終課題

（修了試験として実施します）に，発音・アクセント・リダクション，プレゼンテ

ーション技法，アメリカ文化コミュニケーション，英語環境下での大学での学習・

研究に必要な英語能力やコミュニケーション能力，アカデミックな内容に関する作

文能力技法・能力の強化を目標としたカリキュラムを組みます。また，授業の他に

アメリカ人学生によるコンバセーション・パートナーが付きます。その他に，シカ

ゴへの Excursion 等の他，イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で日本語を学習

している上級クラスに参加し，優秀なイリノイ大学学生との交流機会も予定してお

ります。  
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【現地スケジュール例】※ご参考：2015 春 Ver. 

  Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  

8:30 

-10:30 
  Pronunciation                         Pronunciation                         

10:30  

- 12:00 

Academic 

Listening/ 

Speaking        

Academic  

Listening/ 

Speaking        

Academic  

Listening/ 

Speaking        

Academic  

Listening/ 

Speaking        

Academic 

Listening/ 

Speaking        

1:00 

-2:00 

Culture and 

Communication 

Culture and 

Communication 

Culture and 

Communication 

Culture and 

Communication 

Culture and 

Communication 

2:00 

-4:00 

Academic 

Reading/Writing       
  

Academic 

Reading/Writing       
  

Academic 

Reading/Writing       

 

 

 

３．渡航期間：平成 27 年 8 月 26 日(水)～9 月 23 日(水) 

 

 

４．日程表（予定） 

月日月日月日月日    予定予定予定予定    滞在滞在滞在滞在 

1 8/26(水) 

成田空港集合後、出発のご案内 

寮

ま

た

は

ホ

ー

ム

ス

テ

イ 

18:30(予定) 成田空港よりテキサス・ダラス空港へ向けて出発(AA060) 

16:40(予定) テキサス・ダラス空港到着後、乗継 

20:20(予定) テキサス・ダラス空港よりシャンペーン空港へ向けて出発（AA3718） 

22:29(予定) シャンペーン空港到着後、研修校へ移動 

2 8/27(木)   

| | イリノイ大学にて研修 

27 9/21(月)   

28 9/22(火) 

シャンペーン空港へ移動 

機

中

泊 

10:14(予定) シャンペーン空港よりシカゴ・オヘア空港へ向けて出発（AA3279） 

11:20(予定) シカゴ・オヘア空港到着後、乗継 

12:45(予定) シカゴ・オヘア空港より成田空港へ向けて出発(AA153) 

29 9/23(水) 16:00(予定) 成田空港到着後、解散 － 

※利用予定航空会社：AA（アメリカン航空） 
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５．参加費用について：約約約約 53535353----57575757 万円万円万円万円 

参加費用に 

含まれるもの 

・授業料等（Program Fee $1,400） 

・滞在（寮）およびバスパス&空港送迎費（$1,250）またはホームステイ

費およびバスパス&レクリエーションパス（$990） 

・ビザ申請代行手数料（22,680 円） 

・往復航空券代金 

・成田空港税 

・現地空港税類 

・燃油特別付加運賃（2015 年 5 月末まで¥21,000） 

・CIEE 研修手続・サポート費用 

上記参加費用に 

含まれないもの 

・SEVIS 費用（F-1） $200 

・ビザ申請料金$160（ビザ代はアメリカ大使館指定のレートにより 

 予告なく変更される可能性があります。） 

・海外旅行保険（東京海上日動保険期間 29 まで A2 タイプ¥17,290） 

・ご自宅から成田空港までの往復交通費 

・自由行動時の諸費用 

・個人的な小遣い、電話代等 

注意：上記参加費用は、5 月現在の費用です。参加費用には、外貨建てのものが含まれる

ため、為替レートの変動により、総額が変更になる可能性があります。申込金 7 万円は、

6 月上旬までに、残金は 7 月上-中旬頃のお支払を予定しています。実際の請求書のレート

は、7 月を基準に算出します。 

 

 

６．派遣までの流れについて（予定） 

 

５月１３日（水） 募集開始 募集説明会開催 

５月２５日（月） 申込締切 

５月２７日（水）頃 参加者および奨学金受給者決定 

６月４日（木） 第１回オリエンテーション 

７月中旬 第２回オリエンテーション 

７月下旬～８月上旬 東京のアメリカ大使館でビザ取得のための面接 

８月中旬 第３回オリエンテーション 

 

※※※※５５５５月月月月１３１３１３１３日（日（日（日（水水水水）に募集説明会を行いますので）に募集説明会を行いますので）に募集説明会を行いますので）に募集説明会を行いますので，，，，応募希望者は是非参加して応募希望者は是非参加して応募希望者は是非参加して応募希望者は是非参加して

ください。（日程は１ページ目参照）ください。（日程は１ページ目参照）ください。（日程は１ページ目参照）ください。（日程は１ページ目参照）    
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７．奨学金受給要件 

 下記要件を満たす者には日本学生支援機構(JASSO)の海外留学支援制度により，

8 万円の奨学金が支給されます（永住者以外の外国人留学生および学部 1 年生を

除く）。要件を満たしていても，奨学金希望者が支給可能人数を超えた場合は受

給出来ない場合もあります。 

 

【要件】 

 ①日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者。 

 ②新潟大学における前年度の学業成績から算出する成績評価係数が２．３０以上 

  の者（成績評価係数は JASSO 指定計算式に基づき学務係が算出します）。 

 ③経済的理由により，自費のみでのプログラム参加が困難な者。 

  原則として、下記の家計基準を満たす者。 

区分 年収の上限額 

給与所得世帯 給与所得以外の世帯 

学部生 主たる家計維持者（父母等）

の年収が９０７万円以下 

主たる家計維持者（父母等）

の年収が４２１万円以下 

大学院生（博士前期課程） 本人および配偶者の年収が４８６万円以下 

大学院生（博士後期課程） 本人および配偶者の年収が５５３万円以下 

※上記家計基準を満たさない場合でも，家庭状況等により奨学金受給要件を満たすと判

断される場合もあります。その場合は個別にご相談ください。 

④プログラム参加にあたり，JASSO 以外の他団体からの補助（奨学金，旅費支

給等）が月額 8 万円を超えない者。 

⑤以下の語学水準を満たす者。 

TOEIC４７０点以上，またはそれと同等の TOEFL のスコアを取得している

こと。 

※派遣学生選考のため，奨学金の受給を希望しない場合でも，TOEIC または

TOEFL のスコアシートの提出が必要です。 

 

 

８．申込方法および派遣学生の選考について 

 【申込締切】 平成２７年５月２５日（月）１７：００ 厳守 

 【申込書類提出先】 大学院自然科学研究科学務係（管理・共通棟１Ｆ） 

 【申込時に提出する書類】 

① 申込書 

② 家計基準を確認できる書類 

学部生：主たる家計維持者（父母等）の平成２６年分の源泉徴収票または

所得証明書（写し可） 
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大学院生：本人（および配偶者）の平成２６年分の源泉徴収票または所得

証明書（写し可） 

③ 直近の TOEIC または TOEFL スコアシート（写し可） 

 

【派遣決定後，第一回オリエンテーションまでに提出する書類】 

① パスポートの写し 

② 英文残高証明書（本人名義の口座に US ドル 3,350 相当（約 41 万円程度） 

以上の残高があるもので、銀行が発行したもの。本人以外の口座の場合、 

本人との関係を証明する書類も併せて提出してください。） 

③ Application（派遣学生へ後日配布します。） 

※上記①および②については※上記①および②については※上記①および②については※上記①および②については、、、、発行に時間がかかる場合がありますので発行に時間がかかる場合がありますので発行に時間がかかる場合がありますので発行に時間がかかる場合がありますので、、、、    

申込希望の方は早めに準備を始めてください。申込希望の方は早めに準備を始めてください。申込希望の方は早めに準備を始めてください。申込希望の方は早めに準備を始めてください。    

 

【その他の提出書類】 

 上記以外に提出が必要な書類については，派遣学生決定後に追ってお知らせ

します。ただし，下記については発行に時間がかかる場合がありますので，

申込希望の方は早めに準備を始めてください。 

① 過去３年分の英文成績証明書 

※学年によっては，高等学校在学時ものや，他大学在学時のものを取り寄

せる必要がありますので，早めに準備をお願いします。 

 

 

 【選考方法】 

申込者が定員を超えた場合，学業成績または TOEIC スコア等による選考を

行う場合があります。 

 

【担当・問い合わせ先】 

自然科学研究科学務係 田村 

管理・共通棟 1F（窓口 8:30～17:15） 

Tel：025-262-6332 

E-mail：n_tamura@adm.niigata-u.ac.jp 

 



2012012012015555年年年年度度度度    新潟大学新潟大学新潟大学新潟大学大学院大学院大学院大学院自然科学研究科主催自然科学研究科主催自然科学研究科主催自然科学研究科主催    

アメリカ・アメリカ・アメリカ・アメリカ・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校夏期夏期夏期夏期海外海外海外海外英英英英語語語語研修研修研修研修プログラムプログラムプログラムプログラム    

プログラム申込書プログラム申込書プログラム申込書プログラム申込書    

    

ご記入いただいた個人情報は、主に研修参加希望者との連絡のために用いられるほか、派遣決定後、プログラム派遣先当該

校及び、研修実施・旅行等手配に必要な範囲内での運送・宿泊機関等及び研修手配代行者へ提供することがあります。 

所属所属所属所属    

    研究科               専攻 

    学部                学科 

                       

               年 

在籍在籍在籍在籍番号番号番号番号    

 

指導教員名指導教員名指導教員名指導教員名    

（学部生は不要）（学部生は不要）（学部生は不要）（学部生は不要）    

 

氏名氏名氏名氏名    

フリガナ 

男 

・ 

女 

氏名氏名氏名氏名    

ローマ字ローマ字ローマ字ローマ字    

表記表記表記表記    

（姓）              （名） 

 

 

 

パスポート表記に従って、正確・丁寧な活字体で記入のこと。 

 

 

生年月日生年月日生年月日生年月日    西暦     年    月    日 年齢年齢年齢年齢        才 国籍国籍国籍国籍     

現住所現住所現住所現住所    

〒    －       

 

 

電話番号電話番号電話番号電話番号    
 携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話     

PCPCPCPCメールメールメールメール・・・・

アドレスアドレスアドレスアドレス    

学内メールを優先してください。研修に関する連絡は原

則，本アドレスに連絡します。 

 

 

携帯メ携帯メ携帯メ携帯メーーーー

ルルルル・・・・アドレスアドレスアドレスアドレス    

変更を頻繁にしない確実に届くアドレスを記入してくだ

さい。 

 

渡航中の連渡航中の連渡航中の連渡航中の連

絡先絡先絡先絡先    

氏名 本人 

との関係 

 

住所 〒      -         

 

                            電話番号 

パスポートパスポートパスポートパスポート

の有無の有無の有無の有無    

有り   ：有効期限      年    月    日 無し 

TOEIC, TOEFL,IELTSTOEIC, TOEFL,IELTSTOEIC, TOEFL,IELTSTOEIC, TOEFL,IELTSを過去に受験したことがある場合は、その得点、実用英検及び国連英検に合格している場合、そを過去に受験したことがある場合は、その得点、実用英検及び国連英検に合格している場合、そを過去に受験したことがある場合は、その得点、実用英検及び国連英検に合格している場合、そを過去に受験したことがある場合は、その得点、実用英検及び国連英検に合格している場合、そ

の等級を参考までに教えてください。の等級を参考までに教えてください。の等級を参考までに教えてください。の等級を参考までに教えてください。（注）これらのスコアだけが、派遣可否決定要素になるわけではありません。    

（例： TOEIC  2013年7月受験、470点、TOEFL   2014年10月受験 500点（ITP版）、実用英検2級2010年合格） 

 

 

TOEIC, TOEFL, IELTS受験経験がある場合はスコア・レポートのコピー、実用及び国連英検合格者は、合格通知書のコピーを提出してください。提出できない

場合は、簡潔に理由を本欄に記入しておいてください。 

奨学金が受給出来ない場合の参加の有無奨学金が受給出来ない場合の参加の有無奨学金が受給出来ない場合の参加の有無奨学金が受給出来ない場合の参加の有無    

（どちらかに○） 

奨学金がなくとも自費で 

参加を希望する 

奨学金がない場合 

参加を希望しない 

※パスポートをまだ持っていない学生は，至急パスポートの申請を行ってください。 

※ビザ申請のため，十分な費用があることが必要となります。本人，または，保護者の方の英文残高証明書が必要となりますので，準

備を進めるようお願いいたします。（おおよそ，41 万円以上の残高がある書類を提出していただきます。）また，過去３年分の英文成

績証明書も今後必要となります。場合によっては，高校から取り寄せる必要が生じる場合がございますので，ご準備をお願いします。 

・申込書の提出にあたり，以下の点について遵守願います。 

・パスポートの取得、学生査証の取得、研修プログラム参加費用（渡航費、授業料、滞在宿舎費用等）、上記、海外旅

行（留学）保険、海外レンタル携帯電話にかかる諸手続及び加入手続、費用支払などについて自らの責任おいて遺漏

なく行います。 

・自己都合でプログラムをキャンセルする場合、授業料、宿泊施設使用料については支払義務を免除されない場合が

ある事、渡航費等などについては、航空会社などの旅行業務代行業者との間に定める約款に従うことを認めます。 

・その他，プログラムの参加にあたっては，新潟大学および研修手配代行者の指示に従います。 

 

上記の点について，承諾します。 

年   月   日  署名：                                  


