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西シドニー大学国際交流プログラム 

参加学生募集のお知らせ 

 

 

 新潟大学では，新潟大学個性化科目（自由主題）「西シドニー大学国際交流プログラム A」（開講番号：

210G3961）として 2 週間のオンラインプログラムを下記のとおり実施します。本プログラムは，「西シド

ニー大学国際交流プログラム A」（オンライン研修）と「西シドニー大学国際交流プログラム B」（現地研

修）を組み合わせたハイブリッド・ブレンディッドプログラムです。   

夏期休業中にオンライン研修（「西シドニー大学国際交流プログラム A」）を実施し，現地研修（「西シ

ドニー大学国際交流プログラム B」）については，第 2 学期に延期し，実施可否について検討してきまし

たが，新型コロナウイルス感染拡大の影響による渡航制限等の状況を踏まえ，現地研修は実施中止とな

りました。それに伴い，2021 年 9 月に実施したオンライン「（西シドニー大学国際交流プログラム A）」

を春期休業中に再度実施します。 

 

1．本プログラムの目的 

オンラインによる研修を通し，英語・キャリア・異文化・デジタルについて学ぶ。 

 

2．募集対象者 

(1) 原則として，2021 年 11 月現在からプログラムの実施期間を通して，本学の学部又は大学院の正規

課程に在学していること。 

(2) オンラインにより参加できる環境（PC,ウェブカメラ，マイク等）が整っていること。（プログラム

は Zoomを使用して行います。研修及び事前に実施するオリエンテーションでは，ファイルの送受信等

も行いますので，タブレットやスマートフォンではなくパソコンを使用します。）  

 

※以下に該当する学生も応募は可能ですが，Gコード科目の履修対象となるか否かについては， 

「10．応募にあたっての注意事項（3）履修登録」で確認をしてください。 

・2022年 3月に卒業予定の学生 

・2021年度夏期休業中に実施した「西シドニー大学国際交流プログラム」に参加した学生 

・2020 年度春期休業中に本プログラムのトライアルとして実施した「西シドニー大学オンライン

国際交流学習」に参加した学生 

 

※応募者多数の場合は，初めての参加となる方及び学部 1，2 年生を優先します。また，以下の G コ

ード科目を履修中，または以前に履修したことがある方を優先します。 

・「国際共修：留学生との協働学習を通した異文化理解 A」 

・「国際共修：留学生との協働学習を通した異文化理解 B」 

・「国際共修：グローバル社会におけるビジネス・コミュニケーション A」 

・「国際共修：グローバル社会におけるビジネス・コミュニケーション B」 

 

3．募集人数 

25 名程度 

 

4．スケジュール 

2022 年 2 月 28 日（月）～2022 年 3 月 11 日（金） 
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 日本時間 9:00～13:30（4 時間/日）（途中 30 分間の休憩あり） 

 ※プレイスメントテストの結果で振り分けられるクラスにより，実施時間帯が変更となる可能性があります。

各自の実施時間帯は，開始時期が近くなってから確定します。 

 

5．研修先 

 西シドニー大学付属語学学校（オーストラリア） The College, Western Sydney University 

 

6．研修内容 

 (1) 参加人数が 10 名～25 名の場合 

   第 1 週：英語研修（他国の学生と一緒に学ぶオープンクラス） 

   第 2 週：SDGs（持続可能な開発目標）についての授業，オーストラリア文化体験クラス，キャリア

に関するワークショップ 

 

(2) 参加人数が 10 名未満の場合 

    第 1 週，第 2 週ともに，英語研修（他国の学生と一緒に学ぶオープンクラス）   

 

その他，WESTERNLife により西シドニー大学で学ぶ国内外の学生との様々なオンラインアクティ

ビティーや，西シドニー大学のオンライン課外活動に参加したり，オンライン交流を行ったりします。

また，研修中，西シドニー大学ならではの SDGs データベース（Sustainability Bootcamp），デジタル図

書館と e-learning システム（EPOSAC，LinkedIn Learning）などを利用することができます。 

 

7．参加費用 

AUD840（約 71,400 円）（1 オーストラリアドル＝85 円の場合）※為替レートにより変動します。 

参加費用については，参加学生が西シドニー大学のワンストップシステムを利用し、クレジットカー

ドによりオンラインで支払うこととなります。（支払期限：2022 年 1 月 31 日（月）支払方法：詳細は

後日案内） 

※西シドニー大学が実施する Speaking Test（任意）を受検する場合は，別途費用がかかります。 

    Speaking Test受検費用 ※希望者のみ 

受検者数：20名未満の場合：AUD50 

受検者数：20名以上の場合：AUD25 

 

8．参加費支援金 

本プログラムは，「2021年度新潟大学留学センターオンライン特別ショートプログラム参加費支

援金」の申請対象となります。この支援金は，参加学生の費用負担を軽減するため，希望者から

の申請に基づき，返済不要の一時金を支給するものです。プログラム参加時点において授業料免

除の対象となっている学生には 3万円，それ以外の学生には 1万円２万円（※１万円から増額に

なりました）を，プログラム開始後に口座振込により支給します。 

  詳細については，募集説明会で確認してください。 

 

9．オンライン募集説明会及びプログラム紹介イベント 

本プログラムの募集説明会及びプログラム紹介イベントを以下の日程でオンライン（Zoom）により

行います。Zoom のミーティング ID 等は，学務情報システム連絡通知により案内します。本プログラ

ムへの応募を検討する学生は参加してください。当日参加できない方は，別途対応しますので，「15．

本プログラム問い合わせ先」までご連絡ください。 

 

【オンライン募集説明会】 

  プログラム概要や応募に関すること等について説明します。質疑応答の時間もあります。 

＜日時＞： 2021 年 11 月 5 日（金）12:00～12:45 

 

【プログラム紹介イベント】 
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    西シドニー大学職員が，オンラインで同大学及び本プログラムについて説明します。本プログラム

に関心がある方はもちろんのこと，英語のプレゼンテーションを聴いてみたいという方もご参加くだ

さい。 

＜日時＞： 2021 年 11 月 12 日（金）12:00～12:45（予定） 

   ※プログラム紹介イベントの時間については現在調整中のため，変更の可能性があります。時間

や Zoom 情報等の詳細については，決まり次第，学務情報システム連絡通知により案内します。 

 

10．応募にあたっての注意事項 

 応募は，下記事項について必ず承諾の上で行ってください。 

 (1) プレイスメントテスト 

参加決定者を対象に，Listening，Writing，Speaking（Speaking は希望者のみ）のプレイスメントテ

ストをオンライン（Zoom）により実施します。Listening と Writing のテスト所要時間は合計 75 分を

予定しています。Speaking テストは，Listening と Writing テストとは別日で実施する予定です。実施

日程及び時間は，参加決定者のスケジュールにより後日案内します。 

本プレイスメントテストの結果により，自分の英語レベルに合ったクラス（English for Academic  

Purposes 1～5）に振り分けられます。 

通常のプレイスメントテスト（クラス分けテスト）は，”Wringing” 及び ”Listening” で英語力を測

りますが，今回，Speaking Test をオプションとして設けました。”Wringing” と ”Listening” に加え

て ”Speaking” 技能を測ることで，より自分のレベルに合ったクラスに振り分けられ，効果的に英語

研修を受講することができます。Speaking Test 受検には，別途費用がかかります。「７．参加費用」

で確認してください。 

 

(2) オリエンテーション・事後研修 

参加決定者を対象に，12 月～3 月の間に複数回のオリエンテーションや，研修終了後に事後研修

等をオンラインにより行いますので，必ず参加してください。実施日時等は，参加決定後に調整し

ます。 

 

 (3) 履修登録 

参加決定後に学務情報システムで履修登録を行います。通常の履修登録期間とは異なりますので，

参加決定後の指示に従ってください。 

 ＜注意＞ 

・2022年 3月に卒業予定の学生→Gコード科目の履修対象とはなりません。（単位付与なし） 

・2021年度夏期休業中に実施した「西シドニー大学国際交流プログラム」に参加した学生 

 →Gコード科目の履修対象とはなりません。（単位付与なし） 

・2020 年度春期休業中に本プログラムのトライアルとして実施した「西シドニー大学オンライン国

際交流学習」に参加した学生 

 →Gコード科目の履修対象となります。（単位付与あり） 

 

 (4) 成績評価 

成績評価は，研修中及び研修前後の取り組み状況と提出された課題により総合的に行われ，所定

の成績を収めた者には 2 単位が付与されます。ただし，2022年 3月に卒業予定の学生，2021年度夏

期休業中に実施した「西シドニー大学国際交流プログラム」に参加した学生は，Gコード科目の履修

対象となりません。（単位付与なし）。 

なお，研修の全日程の８割以上に出席した者には，西シドニー大学付属語学学校より修了証明書

が発行されます。 

 

(5) その他 

研修には全て出席してください（病気・ケガの場合を除きます）。 
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11．応募方法 

本プログラムへの参加を希望する学生は，オンライン募集説明会に参加の上，以下（1），（2）の応

募書類を，2022 年 1 月 5 日（水）正午までに留学交流推進課へ E メールにて提出してください。※申

込期限を再延長しました。 

 

＜応募書類＞ 

(1) 西シドニー大学国際交流プログラム・参加申込書…WORD 

 (2) 英語資格試験の結果（スコアレポート等の写し） 

 提出先メールアドレス： studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 

 参加申込書のダウンロード先： 

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/short-term/ 

 

12．参加者の決定 

応募書類により参加者を決定します。応募者多数の場合は，初めての参加となる方及び学部 1，2年

生を優先します。また，「2．募集対象者」に記載の科目を履修中または以前に履修したことのある方

を優先します。 

参加決定通知は，申込期限から 10日以内を目途に、学務情報システムアカウントにメール通知しま

す。なお、参加が決まった学生には、参加に必要な提出書類について別途連絡します。 

 

13．参加決定後の辞退について 

参加決定後の辞退は，原則として認められません。万一，参加を辞退した場合に発生するキャンセ

ル料については，各自負担となります。 

 

14．アンケート等について 

  本プログラムの改善及び今後の留学センターが実施する海外留学ショートプログラム等の企画・運

営に役立てるため，研修の前後にアンケートを実施する場合がありますので，ご協力をお願いします。 

また，オンライン研修の様子を撮影した写真・ビデオ等を広報目的で活用させていただくことがあ

ります。個人情報を使用する場合は，「個人情報使用に係る承諾書」を提出いただき，ご本人の承諾を

得た上で，新潟大学の広報に関することのみに使用します。詳細については，参加が決まった方に別

途ご説明します。 

 

15．本プログラムについての問い合わせ先 

プログラム担当教員：教育・学生支援機構留学センター 准教授 蒙 韫（モウ ユン，Yun Meng） 

学務部留学交流推進課派遣留学係 メール：studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 電話：025-262-7631 

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/short-term/
mailto:studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp

