
2021年度 海外語学研修募集要項

ニューカッスル大学派遣
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外国で生きた英語の修得をめざす皆さんを対象に、会話

力、文法、語彙等、総合的な語学力の向上を図るとともに、見学研修を通
じて伝統、文化、歴史を学び、多角的視点から異文化を理解し得る国際感
覚を養成することを目的としています。

2021年8月7日（土）～8月29日（日）【23日間】

全学部学生（1～4年次）※英語能力は問いません。

25人（最少催行人数10人）定員になり次第締切ります。

60万円程度

※申請期間や申請方法については25ページで確認してください。

INTO Newcastle Summer School

目 的

研修期間

応募資格

募集人員

研修費用
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The Four Countries of

THE UNITED KINGDOM

SCOTLAND

ENGLAND

WALES

NORTHERN IRELAND
NEWCASTLE UPON TYNE

1. 研修概要について

LONDON

ロンドンから飛行機で北へ約1時間。
イギリス北部の中心都市として栄えてきた港町です。
周辺は美しい自然に恵まれ、古城などの歴史的遺産
も多く残されています。
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Newcastle University

1834年 創立

人文学、芸術学、社会科学

医学、科学、農学、工学

などの学部を有する総合大学

1985年 福岡大学と交流協定締結

1. 研修概要について
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INTO Newcastle University（学内語学研修機関）

現代的な教室や最新のIT設備に加えて、多目的ラボラトリー、言語リソースセンター、大
規模な図書館が設置されています。毎年多くの留学生がここで学んでおり、ニューカッス
ル大学での時間を最大限に活用できるように、専任の教師とスタッフがサポートします。

1. 研修概要について
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1. 研修概要について

INTO Newcastle Summer School

（特徴1）

 INTO Newcastle Universityで開講されているサマースクールに3週間参加します。

 サマースクールは、毎年、日本人学生の参加率が高い傾向にありますが、キャンパス
には様々な国籍の学生がいますので、自由に交流することができます。

6



INTO Newcastle Summer School

（特徴2）

 施設内にはカフェがあります。中心部にある明るく親しみやすい空間で、温かい料
理や冷たい料理、様々なドリンクを楽しむことができます。

 ほとんどの食事に対応しており、幅広い種類の多国籍料理が楽しめます。

 サマースクール期間中、このカフェで朝食をとります。

1. 研修概要について
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INTO Newcastle Summer School

（特徴3）

 週末は、ニューカッスル市内、イギリス北部、

スコットランド地方の歴史的名勝、景勝地を見学します。

見学地としては、エジンバラ、ヨーク、湖水地方、ダラム、

ホーリー島などがあります。

 その他、劇場、美術館訪問、スポーツ観戦など、

イギリス文化・歴史に接するプログラムが組まれています。

1. 研修概要について

エジンバラ

ヨーク湖水地方

ホーリー島
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1. 研修概要について

INTO Newcastle Summer School

（特徴4）

 スポーツ、ゲーム、カラオケ、ピクニック、BBQ

ZUMBAダンスなどのソーシャル・プログラムも

充実しています。
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INTO Newcastle Summer School

（特徴5）

 学生寮（true Student Newcastle）に宿泊します。

（通学時間目安：片道徒歩20～25分）

1. 研修概要について

ゲームルーム
シネマ

各種イベント
BBQ

ベッドルーム
トイレ・シャワールーム

収納棚・学習机
Free Wi-Fi

キッチン
オーブンレンジ

冷蔵庫
コインランドリー（共有）
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INTO Newcastle University

true Student Newcastle Accommodation

1. 研修概要について

11



INTO Newcastle Summer School

研修費に含まれるもの

 往復渡航旅費

 ニューカッスル空港とニューカッスル
大学間の往復交通費

 授業料

（講師料、テキスト料、教材費など）

 宿泊費

 食費（平日の朝・昼食）

 現地の見学研修費

 派遣留学生危機管理サービス会費

 海外旅行保険料

 海外送金など各種銀行振込手数料

研修費に含まれないもの

 パスポート申請費用

（未取得者、更新者のみ）

 食費

（平日の夕食、土・日の朝・昼・夕食）

 学生寮とニューカッスル大学間の往復
交通費

 個人的な必要経費（小遣いなど）

1. 研修概要について

12



2019年度参加者内訳

1. 研修概要について

人文
13%

法
18%

経済
39%

商
22%

工
4%

スポーツ科
4%

学部比

人文 法 経済

商 工 スポーツ科

1年次
35%

2年次
48%

3年次
17%

学年比

1年次 2年次 3年次

男子
57%

女子
43%

男女比

男子 女子
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出発から帰国までの行動は、すべて個人の

責任において行ってください。

研修生として相応しくない行動があった場合

には、その資格を取り消すことがあります。

その際にかかる一切の費用は本人が負担する

ものとします。

2. 参加上の留意事項①
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引率者は同行しません。

現地スタッフが対応します。

研修中は現地スタッフ、研修生リーダーの

指示に従って行動し、決められた規則や

時間を厳守してください。

2. 参加上の留意事項②
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オリエンテーションは、出入国時の手続き

など海外渡航にかかわる重要な情報のみ

ならず、参加者全員が共通認識として知って

おくべき現地でのプログラム内容や生活面、

勉学面での情報を得るための事前研修です。

予定されている３回のオリエンテーション

には、必ず出席してください。

１回でも欠席すると研修に参加できません。

2. 参加上の留意事項③
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研修の参加については、保証人（ご父母等）

同意が必要です。必ず「誓約書・同意書」を

提出していただきます。

2. 参加上の留意事項④
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心身の健康に心配のある方、または現在治療

中で医師から海外渡航を止められている方は

研修に参加することができません。

2. 参加上の留意事項⑤
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海外旅行保険に加入することが研修参加の

必須条件となっています。

日本とは環境が違う海外での予期せぬ病気、

怪我、事故等に備え、国際センターより提示

される補償内容に沿った海外旅行保険に必ず

加入してください。

また、派遣留学生危機管理サービスにも加入

していただきます。

2. 参加上の留意事項⑥
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自動車やバイクの運転、深夜の飲酒は禁止

します。また団体行動の中にもプライバシー

の尊重に十分留意してください。

2. 参加上の留意事項⑦

20



個人の都合による日程の変更は一切認められ

ません。

福岡離発着の全日程に参加していただきます。

2. 参加上の留意事項⑧
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研修日程において、天候不良、天災地変、

戦乱、暴動等により運航機関が不通・遅延

となった場合の研修日程の変更で生じた

一切の費用は自己負担となります。

2. 参加上の留意事項⑨
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派遣先の国情、大学の事情等により、

研修内容の変更や研修の中止をする場合が

あります。

2. 参加上の留意事項⑩
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サマースクールは、日本人学生の参加率が

高く、そのため一部のクラスや学生寮に

おいて日本人しかいないという場合が

あります。

2. 参加上の留意事項⑪
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2021年5月17日（月）～5月24日（月）

WEB申請による申込となります。

下記の要領で申請をしてください。

①FUポータルにログインしてください。

②トップページから「学生生活」メニューを選択し、「交換留学・海外研修」

の『申請』ボタンをクリックしてください。

③「海外語学研修」の項目にある『ニューカッスル大学』を選択し、「申

請受付（新規入力）」の〔○〕をクリックしてください。

④申請に必要な情報を入力し、最後に『登録』ボタンをクリックしてください。

⑤入力結果を確認し「時間割表」をプリントアウトしたら、授業があるところに

○をつけてください。

★ ★ ★ ★ ★ WEB申請だけではまだ申請完了とはなりません！ ★ ★ ★ ★ ★
⑥証明書自動発行機（※）で「海外語学研修（イギリス・ニューカッスル大学派

遣）申込金」5万円を納入してください。先着25人まで納入できます。
⑦⑤で記入した「時間割表」と⑥で納入後に出力される「領収証」を申込期間内

に国際センターへ持参してください。

⇒参加決定者対象の書類（6月11日（金）提出）をお渡しします。

3. 申請方法について

申請期間
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（※）証明書自動発行機設置場所

次の場所に設置しています。

・文系センター棟1階－高層棟「プラザ50」

・2号館1階－商学部事務室前エントランス

・9号館1階－理学部事務室内

・11号館1階－工学部事務室前ロビー

・医学部研究棟本館1階－医学部事務課内

・16号館1階－薬学部事務室前ロビー

・第二記念会堂3階－スポーツ科学部事務室内

・学生部事務室棟1階－学生課ロビー

証明書自動発行機の利用j間は、設置する課（室）の窓口事務時間内となります。
ただし、文系センター棟1階「プラザ50」については、午後10時まで、2号館1
階商学部事務室前エントランスは、午後9時20分まで利用できます。（授業日で
ない休日・祝日は証明書自動発行機は利用できませんのでご注意ください。

3. 申請方法について
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・申請期間中であっても、定員25人に達した時点で証明書自動

発行機で申込金が納入できなくなり、募集受付は終了となります。

なお、募集受付終了後でもFUポータル画面の「申請受付（新規入

力）」はシステム稼働している場合があるため①～⑤まで入力でき

ても、申請は無効となりますのでご了承ください。

・申請期間内であれば、申請受付画面から変更は可能ですが、⑦の手

続きを完了した後に変更する場合は国際センターに直接お申し出く

ださい。

4. 申請時の注意
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６月11日（金）までに以下の5点を

提出してください。

 『研修生カード』（所定用紙）

＊もれなく記入のうえ、写真を添付してください｡

 帰国時まで有効なパスポートの写し

＊パスポートの新規・更新申請が必要な方は、5月中に各パスポートセンターで手続

を済ませておくとスムーズです。

 『誓約書・同意書』（所定用紙）

＊かならず保証人に署名・捺印してもらってください｡なお、本人と保証人の

捺印に使う印鑑は別印（形状の違う印鑑）でなければいけません。

 『自己紹介カード』（所定用紙）

 『INTO Newcastle University Application form』（所定用紙）

＊別紙の記入例に従って黄色マーカーの項目をもれなく記入してください。

提出先：国際センター事務室（１号館１階）

受付時間 : 8：50～16：30（月～金曜日）

5. 参加が決定したら
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研修費残金の納入について

6月14日（月）～17日（木）に銀行振込（予定）

振込口座情報と振込金額は第1回オリエンテーションでお知ら
せします。

なお、募集要項に記載していたように、研修参加を取り消した

場合には、キャンセル料が科せられます。

5. 参加が決定したら
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第１回
オリエンテーション

 旅行会社による渡航
情報

 派遣留学生危機管理
サービス

 海外旅行保険
 研修費残金納付案内
 グループリーダー選

出

第3回
オリエンテーション

 旅行会社による最終
渡航情報

 海外安全意識啓発
 緊急時の連絡
 入国審査情報
 リーダーの役割分担
 研修終了後の提出物

第2回
オリエンテーション

 海外安全意識啓発
 過年度参加者による

体験談・アドバイス
と質疑応答

 サマースクール情報
 統括リーダー選出

６. オリエンテーションについて

出発までに３回実施し、研修内容、生活上の
留意点、危機管理、渡航手続きなどについて
説明を行います。
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法学部法律学科 １年次生
私は、今回の研修が生まれて初めての海外で

した。イギリスの街並みや時差の経験など全て
のものが新鮮でした。現地では、スタッフが土
日だけでなく平日にもたくさんイベントを用意
してくれていました。その中で特に印象的な出
来事は、異文化交流とウィンダーミア湖散策で
した。交流では、中国とサウジアラビアの学生
と話す機会があり、国ごとに授業の受け方や価
値観が全く違っていて、驚きとともに楽しくも
ありました。そして、観光地で有名なウィンダ
ーミア湖では、日本とは異なる植物や昆虫、山
の風景に心が躍りました。慣れない環境が続い
ていたため、のんびり過ごすことができたこの
場所はとても忘れられない思い出の地となりま
した。この研修を通して学んだことは数えきれ
ないほどあり、短期間ではありましたが、往来
の私の考えを変えさせた一生記憶に残る充実し
たものでした。この研修に参加できたことをう
れしく思います。

人文学部英語学科 １年次生
元々イギリスについては全くと言っていいほど知

識がありませんでしたが、オリエンテーションやグ
ループでの話し合いを重ねる中で、どんどん詳しく
なっていきました。正直、渡航前は参加した仲間全
員と仲良くなることはできませんでしたが、いざ行
くと全員と仲良くなり、イギリスでの生活はすべて
が楽しかったです。平日は朝９時から12時まで大学
、午後は大学の隣のモールでお昼ご飯を食べたり買
い物したり、皆で電車に乗って海まで出かけたり、
水族館に行ったりと本当に充実していました。土日
には遠出もしました。この研修を通して、自分で考
えて行動することなどたくさん学ぶことができたと
思います。参加させてくれた母にとても感謝してい
ます。この経験を今後に活かしたいと思います。

7. 過年度参加者の体験談
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7. 過年度参加者の体験談

工学部電気工学科 ２年次生
ただ街を歩くだけで新たな発見があり、感動を覚える日々。日本ではなか

なか見ることのできないレンガ造りの街並み、街中にいくつもある美術館。
毎日歩いても飽きることはありませんでした。今回の最大の目的である「英
語学習」に関しては、大学の授業だけでなくその他の時間でも充実したもの
になりました。授業では2人の先生が交互に授業を行い会話中心の内容でし
たが、ダンスやゲームも取り入れた楽しい授業でした。そのような環境の中
で自分が常に意識したことは、英語をうまく話そうとせず伝えようとする姿
勢でした。自分からまず話しかけに行く勇気を持つことが英語を上達させる
一番の近道だと改めて思いました。今回の研修を通して、海外の魅力、英語
を話す楽しさに気づくこともでき、何よりも自分自身のモチベーションが高
まりました。このモチベーションを活かしてまた次の英語学習に取り組みた
いと思います。

経済学部経済学科 ２年次生
海外に行ったことのない私が今回参加した理由

は、実際に英会話をすることでもっと英語への興
味を持ちたいと考えたからです。また、これから
社会に出る上で確実に英語が必要だと考えたから
です。私は今まで部活中心の生活で外国人に接触
したことがなく、最初はとても不安でしたが、授
業では、先生は時間がかかっても待ってくれて、
間違えても迷惑をかけても問題ないと言ってくれ
たので徐々に自分のペースで慣れることができま
した。そして、最初は間違えることが嫌だったの
に、先生やクラスメイトのおかげで積極的に自分
から学ぶことができるようになりました。日常生
活の中でも、店員さんにうまく伝えたいことが伝
わらなかった時、寮に戻って調べたり周りの人に
聞いたりして日々少しずつ成長できたと思います
。また、一緒に参加した仲間とは最初はだれも知
らない所からスタートしましたが、生活の中で助
け合い、仲良くなれたので良かったです。いろい
ろとハプニングも起きましたが全員で解決できた
ので、協調性の大切さにも改めて気づくことがで
きました。この研修に参加する前は将来のために
という気持ちでしたが、今はもっと外国人と話し
たい、自分がしてもらったように助けたいという
気持ちが強くなり、そのためにはこれからもっと
海外を体験するべきだと考えました。だからこれ
からこの研修で学んだ英会話をもっとレベルアッ
プさせるために自分から積極的に話しかけていこ
うと思います。
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福岡大学国際センター事務室
092-871-6631（代表）
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