
American Gateway Summer Seminar at University of Hawaii 

参加学生募集のお知らせ 

 

新潟大学国際センターでは、グローバル社会で活躍できる人材育成の一環として、アメリカのハワイ大

学と連携し、新潟大学の学生のための短期留学プログラム「American Gateway Summer Seminar at 

University of Hawaii」（2週間）を開発し、参加者を募集します。 

 

1. 目的 

グローバル競争が日々激しく変化する中、大学生の一人ひとりのグローバル競争力が強く求められて

いる。アメリカは世界の高等教育分野をリードしながら、グローバル人材育成に重要な拠点になって

いる。本短期留学プログラムは米国の有力大学であるハワイ大学と共同開発の研修により、アメリカ

そしてアメリカの大学のことを理解するゲートウェーと位置づけている。学生の将来の長期留学、国

際的なキャリアへのモチベーションを高め、グローバル競争力の能動的かつ自主的な開発につなげる

ことを目的とする。 

 

2. 募集対象者 

 応募資格：2013年 7月 1日現在、本学の正規課程に在籍している学部生・大学院生 

 対象者： 

 将来英語圏への長期留学を視野に入れている学生 

 アメリカの大学における授業を体験してみたい学生 

 TOEFLの点数向上を目指している学生 

 アメリカへの理解を深めたい学生 

 アメリカとアジア地域のつながりを知りたい学生   

※講義は全てネイティブ教員により英語で行われますので、参加に当たっては一定程度の英語力

を有する方に推奨されるプログラムです。 

 

3. 実施期間 

2013年 9月 1日（日）～2013年 9月 15日（日）帰国 ※予定 

 

4. 募集人数 

１２名 ※１２名を下回る場合は、中止や料金変更の可能性があります。料金に変更があった場合は、

募集を締め切った後に参加を申し込んだ学生にお知らせし、改めて参加の意思を確認します。 

 

5. 研修先 

ハワイ大学マノア校 (University of Hawaii at Manoa)…オアフ島ホノルル市に位置するハワイ大学

マノア校は、ハワイで最も規模の大きい大学で、約２万人の学生が学んでいます。全米はもとより、

世界各国からの留学生が集まり、第二外国語教育研究のほか、ハワイの特徴を生かしたアジア太平洋

研究、海洋学、遺伝学といった分野でよく知られています。 

 

6. 研修内容 

研修は大きく英語研修、講義聴講に分かれています。英語研修では、苦手意識を持つ学生が多いとさ 

れる「話す」という発信型のスキルに焦点を当て、英語によるプレゼンテーション能力及びディスカ 



ッション、ディベート能力を高めることを目的としています。一方、講義聴講は、 School of Pacific  

and Asian Studiesによって新潟大学の学生のために開発された特別プログラムであり、主にアメリ 

カを知るそしてアメリカの大学を知るという目的でハワイ大学の教授陣による複数のトピックで社 

会科学の分野を中心としたリベラルアーツに触れ、これからのグローバル人材に求められる教養を身 

に着けることを目的とします。また、講義の内容とペアリングし、複数回のフィールドトリップがプ 

ログラムに含まれています。 

 

7. 滞在先 

学生寮（３食付き） 

 

8. 参加費用 

本プログラムの参加費は、1人あたり 38万円程度と見込まれます。これには旅費、プログラム参加 

料、学生寮滞在費，寮滞在中の食事、ホノルル空港からキャンパス間の往復送迎費などが含まれます。 

但し、参加費は為替レートにより変動する可能性があります。この他、海外旅行傷害保険料、個人の 

小遣い、新潟空港までの往復交通費などが別途必要となり、総額 40～45万程度と見込まれます。 

 

9. 応募 

本プログラムへの参加を希望する学生は、7月 19日（金）17:00までに、下記の応募書類を新潟大学 

国際課(総合教育研究棟Ｄ棟３階)まで提出して下さい。 

 

<応募書類> 

① プログラム申込書（様式 1） 

② 成績証明書 １部（成績確認表ではありません。各自で学務係にある端末で印刷してください。

また、厳封は必要ありません。） 

③ パスポート写し（顔写真のページ） 

※申込書様式ダウンロード先：http://www.niigata-u.ac.jp/intl/kaigai/tanki.html 

 

<応募にあたって> 

応募は必ず下記事項を承諾した上で行って下さい。 

① 研修期間が開始した後の途中参加（遅れての渡航）は認められません。 

② 研修期間中の日本への帰国は認められません(親族の病気など緊急事態は除きます。) 

③ 研修期間中の授業には全て出席してください(病気・ケガの場合を除きます。） 

④ 出発及び帰国は団体行動です。航空券の手配は旅行社を通して一括で行います。 

⑤ 有効なパスポートを持たない場合は、プログラムの実施、及び参加が決まった段階でパスポート

を取得していただきます。 

⑥ 渡航期間中は新潟大学が指定する旅行保険に加入していただきます。 

⑦ 本研修は授業科目ではありませんので、単位付与はありません。 

⑧ 観光旅行ではありませんので、自由時間の行動には制限があります。 

 

9. 参加可否の決定について 

応募書類をもとに審査を行い、必要に応じて面接を行います。結果は電子メールで学務情報システム 

のアカウントへ通知します。尚、参加が決まった学生には、下記の書類を提出いただきます。 

http://www.niigata-u.ac.jp/intl/kaigai/tanki.html


① 誓約書（親権者等のサインが必要です。代筆はできません。） 

② 個人情報の使用に係る承諾書（研修終了後に提出いただく報告書などを、広報誌や大学ホームペ

ージへ掲載させていただくことがあります。） 

※誓約書・承諾書ダウンロード先：http://www.niigata-u.ac.jp/intl/kaigai/tanki.html 

 

10. オリエンテーションなど 

参加が決まった学生を対象に、渡航前オリエンテーションを行います。事前の予備授業や、旅行上の

諸注意を含め、重要な連絡を行いますので、案内があった場合には必ず出席して下さい。 

 

11. 報告書・アンケートの提出について 

研修修了後に、Ａ４で２枚程度（英文）の報告書を提出していただきます。参加者の了解を得た上で、

報告書を冊子としたり、新潟大学ホームページに掲載したりする場合がありますのでご了承ください。

また、海外留学プログラムを計画する上で参考にするため、アンケートを実施する場合がありますの

で、その際にはご協力をお願いします。 

 

12. 本プログラムについての問い合わせ先 

新潟大学国際課（総合教育研究棟 D棟 3階） 

海外留学担当  Tel：025-262-7631、Email：studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 

 

担当教員からのメッセージ 

This education program is compatible with the aim of Niigata University to foster the 21st 

century global talents with high language proficiency and global competency. U.S. higher 

education institutions remain among the best in the world and ideal places for global talents 

education. 

This program is a tailor-made jointly developed by the faculty members of Niigata Univ. and 

Univ. of Hawaii at Manoa. This program is combined with English presentation discussion skill 

training courses and topical lectures which are paring with dialogue and site-visit sessions. 

This program is to provide a gateway for Niigata Univ. students with direct, full and interactive 

exposure to the U.S. and American university. Multicultural Hawaii is an ideal gateway for the 

students to know the U.S. and explore the U.S. homeland in the future. 

Hawaii University is a prestigious State University with dynamism and excellent campus. This 

program will be helpful for the students to reduce their uneasiness and boost their confidence in 

a global context by familiarizing themselves with American university education and the U.S. at 

large. This program will be helpful to facilitate Niigata University students in their consideration 

of furthering their studies in U.S. universities for longer term or even degree-seeking in the 

future. 

 

ZHANG Yun（張 雲） 

  Associate Professor, Ph.D. 
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