ミシガン州立大学連合日本センター
Japan Center for Michigan Universities
オンライン国内留学プログラム
～ Touch the world without leaving home ～
開催要項
1.

プログラムについて
オンライン国内留学プログラムは、Cultural Connections（文化的なつながり・結びつき）をテ
ーマに、自宅に居ながら世界に触れることができる（Touch the world without leaving
home）英語プログラムです。
このプログラムは、指導経験豊富な専任教官（アメリカ人）が、アメリカの大学やランゲージセ
ンターと同様、すべて英語で行います。当センターの特色を活かした、ミシガン州の大学生等と
オンラインで行うグループワークもプログラムに含まれています。
プログラムの目指す目標は、次の５つです。
（１） connecting university students and others to the world and cultures outside of
Japan（世界の文化と大学生等を繋げる）
（２） providing students with a high-quality intensive English-language course that
suits current travel needs（ご自宅で受講できるクオリティの高い集中英語プログラム
を提供する）
（３） challenging students' preconceived ideas of culture and life in other countries
（外国の文化や生活に関する受講生の先入観に挑戦する）
（４） introducing strategies on how to communicate with people from different
backgrounds （様々なバックグラウンドを持つ人々とのコミュニケーション方法を教
える）
（５） developing students' skills of expression and argument in English through
speech and writing（スピーチやライティングを通して、英語での表現や議論の力を向
上させる）

2.

期間
2020 年 9 月 2 日(水)～2020 年 9 月 11 日(金)

3.

プログラム概要
プログラムの概要は以下のとおりです。詳しい講義内容や進め方については、別添「シラバス
（Syllabus）
」をご覧ください。
（１）クラスレッスン（20 時間）
①JCMU 教官によるクラスレッスン
・時間：合計 18 時間(1 クラス 90 分)、水および金曜日10:30-12:00, 13:00-16:10(10 分休憩含む)
・科目：My Japan/Intercultural Relations/Model United Nations
・内容：WEB 会議システム「Zoom」を用いて、大学の小規模クラス（１０～２０人）のよう

な授業形式で行い、受講生同士のディスカッションも行います。
②Cultural Connections Online レッスン
・時間：合計 2 時間(1 クラス 60 分)、水曜日 2 日 22:00-23:00、9 日 16:30-17:30
・科目：Cultural Connections Online
・内容： JCMU 教官がファシリテーターとなり、Zoom を用いて、様々なバックグラウンド
を持つアメリカ人から話を聞いたり、グループディスカッションなどを行う予定です。
（2）ミシガン州立大学生とのグループワーク （2 時間）
・時間：合計 2 時間(1 クラス 60 分)、 木曜日 22:00-23:00
・科目：Online Group Work with American University Student
・内容：JCMU 教官がファシリテーターとなり、Zoom を用いて、ミシガン州の大学生と、当
プログラムで学んでいる科目内容に関する意見交換をしたり、JCMU 教官が用意した
テーマについてグループディスカッションをしたりする予定です。
（3）クラスレッスンに付随した学習課題（約２０時間）
・時間：合計約 20 時間 ※学習時間は、当センターが目安とする時間で個人差があります。
・内容：各科目に関する課題。学習管理システム「Schoology」を用いて、事前学習（動画閲
覧やディスカッション・テーマのリサーチなど）や、科目に付随したレポートや課題
を課します。
4.

教官紹介
◎英語プログラム主任教官：クリストファー・ガース
大学ではロシア語と植物生物および遺伝学を専攻し、ミシガン州立大学大学院では、英語を母国
語としない人への教授法“TESOL”の学位を取得。台湾、アメリカ、そして日本において様々な年
代・レベルのクラスを担当した、豊かな教授経験を有する。
主に、
「My Japan」を担当します。
〇英語プログラム教官：マンディ・真島
ミシガン州立大学連合日本センターで日本語や日本文化を学ぶ留学生として来日。ミシガン州立
大学卒業後、JET プログラムで長野県の高校で 3 年間英語教師として従事。英語を教えるだけで
なく、自らも日本語学習にも勤しみ、料理、キャンプ、スノーボードも楽しむアウトドア派。TESOL
保有。
主に、
「Model United Nations」を担当します。
〇ミシガン州立大学連合日本センター所長：ベンジャミン・マクラケン
ノーザンミシガン大学在学中にミシガン州立大学連合日本センターに留学して日本文化を学ぶ。
デトロイトマーシー大学法科大学院を卒業後、弁護士として最高裁判所、法律事務所に勤務し、日
本企業に関わる国際訴訟を担当する。現在は、ミシガン州立大学連合日本センター所長として、ア
メリカから来日する大学生に日本の文化や社会を教えている。
主に、
「Intercultural Relations」を担当します。

5.

レッスンに必要な学習環境
（１） 使用オンラインシステム（ソフト）
：
① Zoom

（https://zoom.us/）

② Schoology （https://www.schoology.com/）
（２） 使用機材（必須）
：
カメラ付きパソコン、マイク付きイヤホン、ビデオカメラ（パソコンにカメラが付属して
いない場合）など、必要な機材は各自でご用意ください。
また、申込の際は、ご自身のパソコンで Zoom や Schoology が利用可能か、使用ソフト
の利用環境をご確認ください。
6.

募集対象者：英語基礎力を有する高校卒業者で年齢が 18 歳以上であり、海外留学等を目指す
方。
（日本に留学している英語を母国語としない留学生も含む。）
※TOEIC®450～700 点程度。

7.

募集人数：20 名程度
（注）TOEIC®等のスコアは無くても申込できますが、申込者は事前にアセスメントを受けていただ
き、受入可否の決定を行います。定員やアセスメントの結果等により、申込いただいてもご希望
どおり受講いただけない場合もあります。

8.

アセスメントについて
申込受付後、語学レベル等の確認のため、当センター英語教官と Zoom グループ面接を行い、受講
可能かどうか、判断します。
※１年以内に当センターの英語講座を受講した場合は Zoom グループ面接を免除。

9.

参加費用：48,４00 円(税込)

10. 申込から受講決定までの流れ
（１）申込書の提出
受講規約確認後、申込書に必要事項を記入し、証明写真添付のうえ、下記まで郵送にてご提出く
ださい。未成年者は保護者の同意が必要です。
〒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 オンライン国内留学プログラム 担当宛
TEL:0749-26-3400
（２）申込受付のお知らせ
申込書が事務局に到着後、メール（sifah@mx.bw.dream.jp）にて、申込書に記載されたメール
アドレスに、参加申込み受付のご連絡をいたします。確実に受信できるメールアドレスをご記入
ください。

（３）アセスメント（Zoom グループ面接）
申込受付後、アセスメント（Zoom グループ面接）の日程や参加方法などについて、担当教官か
らメール（英語）でご連絡いたします。
（４）受講決定通知(郵送)・・・受講開始約 3 週間前(予定)
アセスメントの結果、受講が決定しましたら、受講決定通知書、請求書や初日の参加方法等につ
いての資料をお送りします。
（５）受講料の振り込み
受講料は、請求書に記載された振込先に、期日（８月２１日(金)13:00）までにお振込みをお
願いします。
（６）受講開始
プログラム初日の 9 月 2 日（水）
、10 時からオリエンテーションを開始しますので、
10 分前に Zoom にログインし、開始まで待機をお願いします。
11. 提出書類について
① 【申込書】
・必要事項の記入をお願いいたします。
・申込書の様式はホームページからダウンロードできます。
・住所は受講決定通知書送付先（確実に通知が受け取れる住所）を記入してください。
（例）JCMU オンライン国内留学プログラム受講時に帰省する場合は、帰省先の住所を記入
してください。
②【証明写真】
・顔全体が写っている、縦 2.5cm×横 2.0cm の写真 2 枚を提出ください。１枚は申込書右上
に添付。もう１枚は同封ください。
12. 申込締切：2020 年 7 月 31 日(金) 必着
① 申込書 ②規定サイズの証明写真 2 枚を期日までにお送りください。
書類到着をもって申込受付とさせていただきます。なお定員になり次第、締切らせていただきます。
13. その他
・レッスンや教官への質問等はすべて英語です。
・レッスンや学習課題に関する質問は、随時、各プログラムの担当教官に Schoology または Email で
受け付けますが、対面による質問をご希望される場合は、9 月 3 日(木)および 10 日(木)の 13:00
～14:00 に Zoom にて行います。
・受講料およびスケジュール、シラバスは、予告なしに変更される場合があります。
・申込人数によって開講できない場合や、定員などの都合で受講いただけない場合もございます。
ご了承ください。
・授業の難易度や習熟度合については、個人差がありますので、ご了承ください。

