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2022 年 10 月 

 

第 16 回シンガポール・スプリングセミナー・オンライン 

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）「シンガポール・スプリングセミナー・オンライン」

（開講番号 220G3970）として，9 日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，今年度実施を予定していた，渡航型プログラムの「第 16 回シンガポール・スプリングセミナー」

について，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により実施の中止が決定したため，オンラインによる

代替プログラムとして実施するものです。 

 

1．本プログラムの目的 

 本プログラムは，発展するアジアの先端に立ち，東洋と西洋の融合点にあるシンガポールに焦点を当

て，オンライン英語研修を通して英語力を磨きながら，日系グローバル企業等で活躍されている実務家，

シンガポール国立大学学生とのオンライン交流を通じて，国際人材としての教養を身につけることを目

的としています。 

 

＜担当教員からのメッセージ＞ 

今年は、新型コロナウイルス感染の影響により、現地実施はできないものの、ほぼ同じ内容によるオ

ンライン実施で特別な意味もある。今日の世界は相互依存関係（interdependence）がますます深まって

いる。同時に、感染症、国際犯罪、自然災害、環境問題、経済危機などの負の事象もグローバル化の波

に乗り、世界に急速に拡散することができるようになる。つまり、グローバル化による相互依存は巨大

な利便性を提供してくれると同時に、今回の新型コロナウイルス流行のような相互脆弱性（vulnerability）

を露呈した典型的な事例である。世界の将来は如何にグローバル化のメリットを最大限に引き出し、不

確実性（uncertainties）を減らすにかかっていると思われる。したがって、政府、企業、組織、個人様々

なアクターも不確実性に迅速に、柔軟に、かつ効率的に対応できる決断力、調整力、コミュニケーショ

ン力が求められる。今回は、オンライン実施の利点を生かし、シンガポールにある各方面の方々と生の

交流ができ、将来のグローバル人材としては、不確実性に対応できる能力についての考えを深める貴重

な機会でもある。 

 

2．募集対象者 

（1）原則として，2022 年 10 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 や Teams を使用して行います。講義では，ファイルの送受信等も行いますので，スマート

フォンではなくパソコンを使用します。） 

※2023年 3月に卒業予定の学生及び，春期休業中の 2020年度に実施した「シンガポール・スプリン

グセミナー・オンライン」（開講番号 200G3961 ）及び 2021 年度に実施した「シンガポール・ス

プリングセミナー・オンライン」（開講番号 210G3959）に参加した学生も応募可能ですが，G コ

ード科目の履修対象とはなりません（単位付与なし）。また，応募者多数の場合は初めての参加と

なる方を優先します。 

  ※過去に，「シンガポール・スプリングセミナー」（現地渡航型）に参加したことのある学生も応募

可能です（履修対象・単位付与あり） 

 

3．募集人数 20 名程度 ※応募人数が 10 名に達しない場合はプログラムが中止となります。 

 

4．日程 2023 年 2 月 27 日（月）～2023 年 3 月 9 日（木）（土，日は除く）（9 日間）※予定 
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5．研修先・研修内容 

5-1. オンライン英語研修  

〇研修先： 

東南アジア教育大臣機構（Southeast Asian Ministers of Education Organization, SEAMEO）とシンガ

ポール政府が合同で設立している，地域言語教育センター（Regional Language Centre, RELC），通

称 SEAMEO RELC は，地域の言語教育，とりわけ英語教育において豊富な経験と実績で知られて

おり，多民族国家での豊かな教育経験を持つ講師陣が，留学生から社会人までを指導しています。 

〇研修内容： 

「An Online English Communication Skills Course」は，日本人が不得意とするオーラルコミュニケ

ーションに力を入れた新潟大学生向けのプログラムです。英語指導の経験を積んだ講師が英語の

みで指導し，主に英語によるプレゼンテーションの方法について学びます。（1 レッスン 2 時間・

計 18 時間） 

 

5-2. 日系グローバル企業等で活躍されている実務家によるオンライン講義・現地の大学生とのオン

ライン交流 

〇日系グローバル企業・研究所及び大学： 

・日系グローバル企業（オムロン，京セラ，三井物産などを予定） 

・東南アジア研究所（Institute of Southeast Asian Studies（ISEAS）） 

・シンガポール国立大学（National University of Singapore（NUS）） 

※参加企業等については，今後予告なく変更となる場合があります。 

〇研修内容： 

日系グローバル企業等の第一線で活躍されている実務家たちの講義を受け，留学や海外勤務に

関する考えを深めます。また，シンガポール国立大学で日本語の授業を履修している現地学生と，

オンラインで交流します。 

 

6．スケジュール 

※以下はすべて日本時間です。午後の企業及び研究所セッション，シンガポール国立大学学生との

交流セッションは，現在調整中です。詳細が決まり次第，募集要項を改定し，お知らせします。 

 

 午前（英語研修） 午後（企業等セッション） 

2/27（月） 10:00－12:00 英語研修 各セッションは，13 時～17 時までの時間帯で，1 セッ

ションあたり 2 時間程度，1 日 1 セッション実施予定で

す。 

 

（企業）京セラ，オムロン，三井物産 

（研究所）ISEAS（ユソフ・イサーク研究所） 

（大学）シンガポール国立大学 

 

※参加企業等は予定のため，変更となる可能性がありま

す。 

 

 

2/28（火） 10:00－12:00 英語研修 

3/1（水） 10:00－12:00 英語研修 

3/2（木） 10:00－12:00 英語研修 

3/3（金） 10:00－12:00 英語研修 

3/6（月） 10:00－12:00 英語研修 

3/7（火） 10:00－12:00 英語研修 

3/8（水） 10:00－12:00 英語研修 

3/9（木） 10:00－12:00 

英語研修 

Final 

presentation 

 

7．参加費用 

  上限 46,095 円（1 シンガポールドル＝105 円の場合） 

  ※参加人数及び為替レートにより参加費用が変動します。詳細は，参加決定後に案内します。 

  ※参加費用から，「8. 参加費支援金」所定の金額（2 万円または 3 万円）を差し引いた金額を大学
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の指定口座への口座振込によりお支払いいただきます。（振込手数料：学生負担）。振込方法等詳細は，

参加決定後に案内します。支払期限は 2023 年 2 月下旬を予定しています。 

  

 

8．参加費支援金 

本プログラムは，「2022年度新潟大学国際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２万円を支援金として支給します。本プログラム参

加者には，該当支援金額を，「7．参加費用」から予め差し引いた金額を大学の指定口座に振り込んで

いただきます。  

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 

本プログラムの募集説明会を下記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，説明会前日までに学務情報システム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。 

＜日時＞： 2022 年 10 月 27 日（木）12:00～12:45 ※昨年度プログラム参加者による体験発表あり。 

 

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）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。ただし，2023 年 3 月に卒業予定の学生及び，春期休業中の

2020年度に実施した「シンガポール・スプリングセミナー・オンライン」（開講番号 200G3961 ）

及び 2021 年度に実施した「シンガポール・スプリングセミナー・オンライン」（開講番号 210G3959）

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）。 

 

（2）特別講義・事前講義・オリエンテーション・事後研修等 

参加決定者を対象に，12 月～3 月の間に，特別講義・事前講義・オリエンテーション・事後研修

等をオンラインにより複数回行いますので，必ず参加してください。実施日時は，参加決定後に調

整します。 

 

 （3）成績評価 

成績評価は研修での参加貢献度，英語研修の成績，研修修了後のレポート等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，2023年 3月に卒業予定の学生及び，

春期休業中の 2020年度に実施した「シンガポール・スプリングセミナー・オンライン」（開講番号

200G3961 ）及び 2021 年度に実施した「シンガポール・スプリングセミナー・オンライン」（開講

番号 210G3959）に参加した学生は，G コード科目の履修対象とならないため，成績評価はされま

せん。（単位付与なし）。 

 

（4）その他 

・英語研修及び企業等セッション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，以下の応募書類を， 

2022 年 11 月 7 日（月）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。 

 

＜応募書類＞ 

第 16 回シンガポール・スプリングセミナー・オンライン参加申込書（様式 1）…WORD 

 

 メール宛先： studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 

 様式ダウンロード先：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が，留学や海外で働くことなどに高い関心を持ち，学業成績の優

秀な学生を優先して採用します。 

選考結果については，申込期限からおよそ 10 日以内に，電子メールにて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，各自負担になります。 

 

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国際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：教育基盤機構国際センター 准教授 張雲 

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 025-262-6797     以上 


