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To be honest, my favorite 
part of Kokunai is seeing how 
quickly students make lasting 
friendships here, whether 
with international students 
or with students from other 
universities from around 
Japan. The Wednesday Night 
activities that I plan are an 
excellent place to do that! 

ミシガン州立大学連合日本センター 
Japan Center for Michigan Universities 

国内留学 

≪申込先・問い合わせ先≫ 
〒522-0002 
滋賀県彦根市松原町1435-86 

ミシガン州立大学連合日本センター 
国内留学担当 

TEL ： 0749-26-3400 
FAX ： 0749-24-9356 
Email ： sifah@mx.bw.dream.jp 
URL ： http://www.jcmu.net 

Mandy Klein 
マンディ・クライン 

I usually teach the Model 
United Nations and 
Presentations and Public 
Speaking classes. I really like 
helping students gain 
confidence in their ability to 
speak in front of 
 others. 

Samuel Sorenson 
サミュエル・ソレンソン 

I really like movies. In the 
past I have offered a two-
hour class where students 
write, direct, and star in their 
own short movie. The results 
are always really interesting 
and funny to watch! 

David Wybenga 
デイビッド・ワイベンガ 

Hello future JCMU students.  I 
like to use art in my classes to 
help facilitate creative and 
interesting communication.  I 
look forward to meeting you. 
 

Thoughts from the teachers 

2017年 9月 4日 (月) ～ 9月 15日 (金) 11泊12日 
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英語漬けの環境で基礎的・総合的な英語力の育成 

日本にいながら 
留学体験!! 

1989年にミシガン州内にある15大学の連合体の日本校として設立された
ミシガン州立大学連合日本センター(JCMU)では、日本語や日本文化を
学ぶミシガンの州立大学生などが来日し、平均3ヶ月間滞在しています。
その 「日本の中のアメリカ」 としての環境を生かし、米国からの学生との
共同生活を体験しながら、集中的な英語学習を行う“JCMU国内留学”を
開催します。 

参加申込書※1の提出 
必要書類添付※2のうえ、郵送にてまたは直接窓口までご提出ください。FAXまた
はメールによる提出の場合は仮申込とし、原本受領を以てお申込み完了とします。 

STEP 
1 

参加申込受付のお知らせ 
メールにて参加を受け付けた旨を連絡いたしますので、確実に受信できるアドレ
スをご記入ください。 

STEP 
2 

受講決定の通知(郵送)・・・受講開始約2週間前(予定) 

コース参加手続き(費用のお支払等)の詳細をお知らせいたします。 
STEP 
4 

アセスメント※3(筆記・面接)の日程調整・受験 (対象者のみ) 
STEP 
3 

受講開始・・・初日は午前10時からオリエンテーションをします。 STEP 
5 

申し込みから受講開始までの流れ 

参加申込締切 
※定員になり次第締め切らせていただきます。 

その他 
※授業はネイティブ教官によりすべて英語で行われます。 
※受講の際には、積極的な授業への参加、宿題(課題)などの取り組みをお願いします。 
※土・日曜日は休みとなります。 
※申込人数によって開講できない場合や、定員等の都合でご受講いただけない場合もございます。ご了承ください。 
※受講料、スケジュールなどは予告なしに変更される場合があります。 

募集対象者 
基準の英語基礎力※を有する18歳以上の日本の大学生(短大・大学院・高等専門学校4・5年生、専門学校
生含む)、もしくは高校を卒業し今後海外留学を目指している者で、当センター規則を順守できる者。 
（日本に留学している英語を母国語としない留学生も含みます。） 
※TOEIC ® 450～700点程度  

募集人数 
① 付属寮に宿泊する国内留学方式 20名程度 
② 宿泊はせずに通学するデイタイム通学方式  5名程度 
 計25名程度 
（注）申込者は当センターのアセスメント(レベルチェックテスト 筆記および英語での面接、
受験料各千円別途必要）を事前に受けていただき、その結果により受入決定します。なお、
受講者定員やアセスメントの結果等により、参加申込いただいても必ずしもご希望どおり受
講いただけない場合や開催できない場合があります。 

コース参加費用 (全コース共通) 

① 国内留学方式 ※受講料・宿泊費（自炊設備あり） 121,000円(税込) 
② デイタイム通学方式 ※受講料 93,000円(税込) 
 ※①、②とも食費は含まれません。 

◎下記対象者については、参加費用の割引制度があります。 
(1)当該講座の提携大学の学生については、提携事業割引が適用されます。 
(2)当センターと単位互換協定を結んでいる滋賀大学・滋賀県立大学の学生で、大学より 
推薦を受けた学生は、協定制度の対象になります。（アセスメント受験料、宿泊費は対象外） 

(3)所属学校（大学国際センター等）から推薦を受けた者については、受講料より5,000円を割引します。 
詳しくは、当センターへお問い合わせください。 

2017年 8月 4日(金) 
次回の国内留学は、2018年2、3月を予定しています。 

TOEIC®やTOEFL®、IELTS™などのスコアの継続的な向上や留学準備に必要な、聞く力・
話す力・書く力・読む力など、基礎的・総合的な英語力の向上を図るため、模擬国連
や、プレゼンテーションにも挑戦していただきます。 

当センター付属寮でアメリカからの留学生とルームメイトとして生活を共にすることや、
開講期間中に開催されるWednesday Nightsを通じ、言語だけではなく、文化的な交流体
験が可能です。 

米国からの学生との共同生活による国際交流体験 

英語原書、各種英語教材（CD含む）を有する図書室、 
コンピュータールームなどの利用 

授業以外の時間帯に、図書室やコンピュータールームなどの施設が利用できます。 

Day X Day Y

Sample Schedule

The Art of

Listening

Presentation

and Public

Speaking

Tutorials

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Model United

Nations

Break

Study

Overseas

“先生は本当に私たちのことをいつも考えてくれていたので、安心して授業を受けられた
し、とても楽しく英語を学べました。” 

“授業はもちろん、アメリカ人学生との共同宿泊もとても有意義でした。共同宿泊は、
アメリカの学生、日本の学生の両方にとって有意義だと感じました。” 

“留学生と同じ寮で生活することはとても貴重な体験になりました。また留学生と授業を
受けられて良かったです。” 

参加者の声 

※3アセスメント(レベルチェック) 
筆記・面接それぞれの日時を相談のうえ決定いたします。なお、面接に
ついては、Skype™等にて対応いたします。 
※以下の場合は、アセスメント(レベルチェック)を免除します。 
①１年以内に当センターの英語講座を受講し、教官からの推薦がある場合 
→筆記・面接ともにアセスメントを免除 
②基準のTOEIC ® の得点程度以上の英語力を有する場合 
 証明書類(コピー可)を提出いただいた場合 
→筆記テストのみ免除 

※1参加申込書および推薦書(任意)は当センターホームページからダウンロードすることができます。 
 

※2顔写真について いずれかの提出方法をお選びください。 
A) 縦2.5cm×横2.0cmの写真2枚を1枚は申込用紙に貼付、もう1枚を裏面に記名して提出 
B) メールに添付してsifah@mx.bw.dream.jpまで送信 

写真基準 
1. 3ヶ月以内に携帯電話やデジタルカメラで撮影されたもの(免許証やパスポート写真の撮影は不可) 
2. 一般的な証明写真と同様、正面を向き顔がはっきりと確認できるもの 
3. 背景は無地またはなるべく無地にちかいこと 
4. カラー写真であること 
5. 本人のみ、無帽、サングラスなし、マスクなし、マフラーなし (エリの高いコート等も不可) 
6. ピースサインなど、手で顔がかくれていないもの 
7. プリントシール機で撮影したもの、画像加工(アプリ・ソフトを使用)は使用不可 
8. 画像は最大5MB(メガバイト)まで、JPG・JPEGのファイル形式であること 
9. 適度な明るさのもの 
10. 頭全体が写っているもの 
 

※撮影時メガネを装着されている方は、フレームで目が隠れたり、レンズが反射しないようご注意ください。 
※色つきのPCメガネは、サングラスの扱いと同様にはずして撮影くださいますようお願いいたします。 

http://www.jcmu.net/english-course/4870/ 


