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2022 年度 春季短期派遣プログラム／主に学部生対象 

派遣学生募集要項 

 

2022 年 10 月 3 日 

東京農工大学 グローバル教育院 

 

1．はじめに 

新型コロナウイルス関連肺炎(以下，COVID-19)の感染拡大により，国際交流を取り巻く状況は大きく

変化しています。本学でも 2020 年度 2 月以降全ての海外派遣プログラムを制限していましたが，日本国

内・海外の状況を鑑みて海外派遣に係る調整を段階的に進めています。その中で，適切な状況判断を重

ね，十分に準備した上で，国際交流に関心のある皆さんを安全に海外に送り出せるよう，充実したサポ

ートをしていきたいと考えております。 

海外派遣に興味があり，準備されてきた皆さんには通常時の海外派遣とは異なる点が多いため，ご不

便・ご負担をおかけしてしまうかもしれませんが，皆さんの安全を最優先した上で様々な判断をして行

きたいと考えています。本要項の記載情報は 2022 年 10 月上旬時点の内容ですが，今後の COVID-19 の

感染状況によっては，派遣期間，派遣内容，選考スケジュール及び派遣実施の可否などの変更が生じる

可能性があります。これらの点を十分に理解いただいた上で，海外派遣に興味があり可能性に挑戦して

みたいという方に応募してほしいと思います。 本学としても必要な情報は随時皆さんと共有しつつ進め

ていく予定ですので，派遣を希望される皆さん，また保護者の皆様におかれましては，状況に応じて適

切な情報に基づき判断していただくとともに，大学としての危機対応方針および対策にご理解・ご協力

いただけますよう，よろしくお願いいたします。 

なお，本派遣プログラムの渡航については，学生の皆さんの健康及び安全を第一に考え，下記 URL 掲

載の「海外渡航・留学再開についての本学ガイドライン(2022 年 3 月 1 日版)」に則り実施します。 

https://www.tuat.ac.jp/documents/tuat/NEWS/important/20220301_saikai.pdf 

海外渡航・留学再開についてのガイドラインの関連項目／一部抜粋 

1-2)渡航先国・地域について，以下の全てを満たすこと。  

・感染症危険情報がレベル 2 または 3 であるが，その事由が COVID-19 の影響

である。 

・海外安全情報の危険情報がレベル 1 以下である。 

1-3)原則，COVID-19 のワクチン接種が渡航日の 15 日前までに 2 回以上完了し

ており(※)，かつ，接種を証明できる証明書等を提出できる者  

※派遣学生の安全を確保する観点から，ワクチン接種を原則としますが，接種を行えない事情が

ある場合は，接種を強制するものではありません。個別の事情については，確認書を提出する

際に申し出て下さい。 なお，渡航先国においてワクチン接種を必須としている場合もあります

ので，渡航先国の大使館サイト等でよく確認してください。 

※2022 年 9 月 7 日以降，日本政府の要件を満たすワクチン接種 3 回目完了者は，渡航先国

の医療機関における「出国前検査陰性証明書」証明書の取得が不要となりました。 

 

2．プログラムの目的 

本学は，世界に向けて日本を牽引する研究大学としての地位を確立するとともに，国際社会で指導

的な役割を担う高度なプロフェッショナルの育成を目指します。世界と競える研究力を一層強化する

ためには，国際社会とのコミュニケーション力を持った人材を育成する教育の充実が必要です。 
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本プログラムでは，学部レベルからの語学力(英語力)とそれを駆使したコミュニケーション力の強

化，専門科目への導入及び国際社会との実践的関りを目的として，以下 5 つの研修を実施します。本

プログラムで得た経験を，今後の学業・進学・就職に活かし，さらにより長期の留学等につなげてほ

しいと考えます。 

 

3．プログラムの内容 

(1) 派遣先，派遣期間，費用概算，派遣人数 

No. 研修名 派遣先 期間 
参加費用

概算 

奨学金 

支給額* 
人数 

1 
UC デービス理系 

語学研修 

アメリカ・ 

カリフォルニア 
2023/2/7～3/12 90 万円 16 万円 20 

2 
NZ 語学＆ 

ファームステイ研修 

ニュージーラン

ド・クライスト

チャーチ 

2023/2/18～3/6 52 万円 7 万円 20 

3 
タイ熱帯農業＆ 

環境研修 

タイ・バンコク

＆チェンマイ 
2023/2/19～3/23 43 万円 14 万円 16 

4 ハワイ大学語学研修 
アメリカ・ 

ハワイ 
2023/3/5～3/26 65 万円 8 万円 20 

5 MJIIT 理系語学研修 
マレーシア・ク

アラルンプール 
2023/3/12-3/25 35 万円 7 万円 20 

 

・事前学習(渡航ガイダンス等)を 2022 年 12 月上旬から順次実施 

・期間，費用等は現在調整中のため変更する場合もあり 

・各プログラムとも最少催行人数に満たない場合は実施を見送る可能性あり 

・プログ ラム の最 新情報は 農工 大留 学ポータ ルサ イト 

(https://web.tuat.ac.jp/~studyabroad/)を参照 

*奨学金は支給基準あり→「(5) JASSO 海外留学支援制度(協定派遣)奨

学金」を参照 

 

(2) 派遣内容 

No. 研修名 分類 研修概要 単位 

1 
UC デービス理系

語学研修 
語学，専門 

カリフォルニア大学デービス校が行う短期語学研修プ

ログラムに参加し，英語によるディスカッションや特

別講義の聴講を通して英語能力を向上させる。 

1 

2 
NZ 語学＆ファー

ムステイ研修 

語学，地域

研究，フィ

ールド実習 

リンカーン大学における語学コースにて英語力を鍛え

るとともに，農場におけるフィールド活動を通してコ

ミュニケーションの実地体験及び異文化体験を行う。 

1 

3 
タイ熱帯農業＆

環境研修 

語学，地域

研究，フィ

ールド実習 

チェンマイ大学にて語学研修，カセサート大学にて専

門科目の聴講と現地大学生との意見交換・交流，実際

のフィールド実習などを通して，熱帯農業と環境問題

の実態を学ぶ。 

1 
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4 
ハワイ大学語学

研修 
語学研修 

ハワイ大学マノア校が開講する短期語学研修プログラ

ムに参加し，多様な学習者とともに英語学習を経験す

ることで，語学力の底上げとコミュニケーション力の

向上を行う。 

1 

5 
MJIIT 理系語学

研修 

専門，語

学，文化 

マレーシア工科大学マレーシア日本国際工科院におい

て，専門科目への参加，語学・文化研修，バディ学生

との交流を通して，総合的なコミュニケーション力を

培う。 

1 

 

(3) 単位付与 

以下の全てを満たした場合，「農学部／工学部特別講義(科目名は調整中)」として「(2)派遣内容」記載の

単位が付与されます。 

1． 事前学習に参加すること 

2． 派遣先大学等での研修に参加し，修了すること 

3． 報告書を提出すること 

4． 研修報告会で発表すること 

(単位認定を希望する者は，原則帰国後から 1 ヶ月以内に手続きを行うこと＊) 

＊手続き方法については，別途連絡の予定 

 

(4) 参加費用等 

参加費用等の内訳は以下の通りです。 

 プログラム参加費用に含まれる費目は 

航空運賃，派遣先大学等での研修(講義・実習等)費，現地宿泊費です。ただし，為替レートや燃

料サーチャージ等の変動により現在の費用より増減の可能性があります。 

 研修によってその参加費用に含まれる場合がある費目 

食費，空港～宿舎間移動費，宿舎～研修先間移動費は研修によっては，それぞれのすべてまた

は一部が参加費用に含まれている場合があります。含まれていない場合は，各自別途に用意す

る必要があります。 

 プログラム参加費用に含まれない費目 

パスポート申請費用，ビザ等取得費用(派遣先・国籍による)，海外旅行保険料，日本国内の交通

費，現地での課外活動等に係る費用(交通費，入場料等)，日本国内または現地での COVID-19 関

連費用(証明書，検査等)，その他の飲食費や小遣い等です。 

 航空チケット・現地宿泊施設の手配は原則大学が行います。 

 申込時に提出いただく「海外渡航誓約書」にも記載の通り，留学中止などに伴うキャンセル料

や旅行変更の費用(途中帰国の場合等)や隔離措置等が必要な場合に係る費用，海外派遣に係る

費用は全て学生本人が負担することになっています。その為，本プログラムでの派遣が中止と

なるケースも想定した上で申し込みや手続きを行うよう，十分に注意してください。 

 

(5) JASSO 海外留学支援制度(協定派遣)奨学金 

 受給者の要件：本プログラムの目的を理解し，今後，グローバル人材として活躍するための素

養を身につける努力を惜しまない学生に対して，以下のような条件で JASSO(日本学生支援機

構)から渡航地に応じた奨学金が支給されます。また，本奨学金については本募集とは別途調整
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の上，支給の可否が決定されます。手続き等詳細は研修参加が決定してから指示をします。 

1) 前年度の成績(要件外科目を除く)をもとに計算した JASSO 成績評価係数が原則として 3.00

満点で 2.30 以上であること 

2) 日本国籍を有すること又は日本への永住が許可されていること(特別永住者を含む) 

3) プログラム参加の意思を確認する面接選考等を受けること 

4) 奨学金人数枠に限りがあるため，要件を満たしても全員が奨学金を受給できるとは限らない。 

5) 派遣先大学等での研修に参加しなかった者，または参加しても修了できなかった者には本奨

学金が支給されない。 

 重複受給の禁止：同一年度内に既に本奨学金を受け取っている場合は，本奨学金を受け取るこ

とはできません。ただし，奨学金がなくとも本プログラムに参加することは可能です。 

 成績評価係数：以下の算出方法をもとに JASSO「成績評価ポイント」を換算し，小数点第 3 位

を四捨五入して算出するものです。2 年次以上は 2021 年度前・後期の成績，1 年次及び今年度

入学の 3 年次編入生は 2022 年度前期の成績から算出します。 

【JASSO 成績評価指数の算出方法】“S”と“A” を同じ評価ポイント 3 で計算します。 

 成績評価 

5 段階評価(パターン 5) S A B C D 

成績評価ポイント 3 3 2 1 0 

(計算式)      

(「S と A の総単位数」×3)＋(B の総単位数」×2)＋ 

(C の総単位数」×1)＋(D の総単位数」×0) 

―――――――――――――――――――――――― 

総登録単位数 

 JASSO 給付型奨学金：JASSO 給付型奨学金と本奨学金を併給することはできません。受給して

いる場合は，給付型奨学金の休止手続きが必要となります。 

 その他の奨学金：併給を認めていない奨学金を受給している場合は，本奨学金を受給すること

はできません。 

 優先採用：同奨学金の受給に当たり，JASSO「第二種奨学金」の在学採用の家計基準に合致する

者については優先的に採用を行います。優先採用を希望する者は， 「家計状況自己申告シート

(農工大留学ポータル：本要項 3(1)参照 からダウンロード可能) 」及び収入・所得を証明する

書類(※)を提出してください。優先採用を希望しない場合は提出不要です。 

以下に該当する学生は「第二種奨学金」(在学採用)の家計基準を満たす可

能性があります。 

・現在，第一種，第二種奨学金を受給している者。 

・JASSO ホームページ「家計基準」に掲載の収入・所得の目安を超えな

い者。 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/kakei/zaigaku/index.html 

上記 URL から「大学での奨学金」を選び，「2．家計基準」を確認してください。 

(※)「収入・所得を証明する書類」は，学部生の場合，家計支持者(両親等)の“源泉徴収票，

確定申告書，非課税証明書” 等の写しです。手配に時間を要する書類なので，書類の準備

は余裕をもって行ってください。 
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4. 説明会開催日程 (いずれも事前予約の必要はありません) 

全学海外派遣プログラム説明会(Zoom オンライン開催) 

10 月 12 日(水) 12:10～12:50 

https://tuat-jp.zoom.us/j/84754981076?pwd=eDRGUG5zb0RIZW4zb3lWZGJ5V2tFdz09 

    小金井キャンパス説明会 

10 月 18 日(火) 12:10～12:50(後半は質疑応答) 

13 号館 L1341 講義室 

    府中キャンパス説明会 

  10 月 19 日(水) 12:10～12:50(後半は質疑応答) 

第 1 講義棟 24 教室 

 

5．応募・選考 

(1) 応募資格 

①本学に在籍する学部 1～4年次生 

☆外国人学生：応募可。ただし JASSO の規定により奨学金が支給できないこともある。 

☆大学院生：No. 3「タイ熱帯農業＆環境研修」のみ応募可。応募の際には申請書の当該箇所，

例えば学部→学府，学科→専攻などと加筆修正のうえ記入すること。 

②以下のいずれかと同程度以上の英語力を有することが望ましい 

語学レベル TOEFL-iBT TOEIC* IELTS 英検 研修名 

CEFR B2 以上 72～ 1560～ 5.5～ 準 1 級以上 UC デービス理系語学 

CEFR B1 以上 42～ 1150～ 4.0～ 2 級以上 

MJIIT 理系語学 

NZ 語学＆ファームステイ 

ハワイ大学語学 

CEFR A2 以上 ― 625～ ― 準 2 級以上 タイ・熱帯農業＆環境 

*TOEIC L&R/TOEIC S&W 

他の英語スコアとの対照表は以下のサイトもしくは QR コー

ドからアクセス 

http://web.tuat.ac.jp/~studyabroad/1402610_1.pdf  

③本プログラムで得た経験を，今後の大学院進学や就職に活かそう

とする意思があること。 

④今後，本学受入れの留学生とともに学びながら，日本で生活など

を助け合う活動に協力すること。 

⑤海外渡航誓約書((2)応募書類➁ 参照)の記載内容を理解し，記載事項を承諾・遵守するこ

と。特に派遣中の自分の行動が本学学生の典型的な行動とみなされることを自覚し、責任

ある言動を行うことができること。 

 

(2) 応募書類 

①申請書(別添様式)，志望動機も忘れずに 

➁海外渡航誓約書 

(https://www.tuat.ac.jp/documents/tuat/NEWS/important/20210708_seiyakusyo.pdf) 

③英語力を証明できるもの(コピー可。ない場合は不要。) 

http://web.tuat.ac.jp/~studyabroad/1402610_1.pdf
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④成績証明書 

⑤パスポートコピー(写真が鮮明に見えるコピー。有効なパスポートがない場合は不要) 

 

(3) 応募・選考スケジュール 

公募期間：  2022 年 10 月 5 日(水)～11 月 2 日(水) 

申請書類提出期限： 2022 年 11 月 2 日(水) 16:00 厳守 

申請書提出先： 府中地区または小金井地区学生支援室教務係    

 ※応募する学生は，自身が所属している学科の教育委員または研究室指導教員に，事前にプログラム

申請書コピーを提出してください。 

 

第一次選考(書面審査)合格発表：    2022 年 11 月 9 日(水)(予定) 

第二次選考(面接審査)：  2022 年 11 月 14 日(月)～18 日(金) 昼休み(予定) 

最終選考結果通知：  2022 年 12 月 1 日(木) 内定発表(予定) 

 

(4) 選考基準 

①第一次選考：書面審査 

＊語学力，成績，申請書記載内容から総合的に評価。 

②第二次選考：面接審査 

＊以下の内容に関する日本語および英語による質疑応答により，本プログラムへの理解と意欲等

について総合的に評価。 

(1) 志望動機 

(2) プログラムを通しての学習目標 

(3) 将来の進路希望 

(4) 国際交流活動への意欲や経験 

(5) コミュニケーション力 

 

6．問い合わせ先 

No. 研修名 担当コーディネーター 連絡先 

1 UC デービス理系語学研修 堀切友紀子 准教授* horikiri@go.tuat.ac.jp 

2 NZ 語学＆ファームステイ研修 横森佳世 准教授* yokomorikayo@go.tuat.ac.jp 

3 タイ熱帯農業＆環境研修 横森佳世 准教授* yokomorikayo@go.tuat.ac.jp 

4 ハワイ大学語学研修 堀切友紀子 准教授* horikiri@go.tuat.ac.jp 

5 MJIIT 理系語学研修 野間竜男 教授* noma@cc.tuat.ac.jp 

*グローバル教育院 

春季短期派遣プログラム全体に関する問い合わせ 

◆グローバル教育院：野間 竜男 教授 noma@cc.tuat.ac.jp 

◆府中地区学生支援室教務係： akyomu1@cc.tuat.ac.jp 042-367-5659 

◆小金井地区学生支援室教務係： tkyomu1@cc.tuat.ac.jp 042-388-7010 

mailto:yokomorikayo@go.tuat.ac.jp
mailto:yokomorikayo@go.tuat.ac.jp
mailto:noma@cc.tuat.ac.jp
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2022 年度 春季短期派遣プログラム   参加申請書-1/2 

フリガナ (セイ) (メイ) 性別 

 

氏 名 

 

( 姓 ) (名) 男・女 

氏名 

(ローマ字) 

(※パスポートの表記又はパスポート申請予定の表記と同様) 

所 属 学部 学科 年 学籍番号 

 

連絡先 

 

携帯電話： 

E-mail ： 

語学力(複数あ

る場合は CEFR

の高い方) 

TOEFL(iBT・PBT・ITP)・TOEIC・IELTS・英検                   点・級 

※いずれかに○をしてください。     (20    年    月    日時点) 

留学経験 

(農工大入学以

降，ある場合) 

①時期：20  年 月～20  年 月 国名＿＿＿＿＿＿＿ JASSO 奨学金 有・無 

②時期：20  年 月～20  年 月 国名＿＿＿＿＿＿＿ JASSO 奨学金 有・無 

③時期：20  年 月～20  年 月 国名＿＿＿＿＿＿＿ JASSO 奨学金 有・無 

参加希望研修 

(参加意思のあ

る研修のみ) 

第 1 希望： No.    (プログラムの番号(右記)を記入) 1: UC デービス 

2: ニュージーランド 

3: タイ 

4: ハワイ 

5: マレーシア 

第 2 希望： No.    (同上) ない場合は空欄 

第 3 希望： No.    (同上) ない場合は空欄 

国籍 (外国籍の場合，永住許可；有・無) 

新型コロナワク

チン接種状況 
□ 0 回， □ 1 回， □ 2 回， □ 3 回以上 

JASSO 

奨学金 
□ 申請する， □ 申請しない 

他の奨学金 

受給状況 

現在受給している奨学金：  有・無 

 (有を選択した場合) 奨学金名称：                    

      併給： 可・否          月額：              円 

 

保証人同意 

 

上記申請者が，東京農工大学海外短期派遣プログラムに参加することに同意します。 

保証人氏名：                           (自署) 

(申請者から見た続柄：   )(連絡先電話番号：               ) 

家計基準によ

る奨学金の優

先採用希望 

□有  □無  (1)優先採用を希望する者は，別紙「家計状況自己申告シート」を所得証明書類

とともに提出してください。 (2) 優先採用の希望は任意です。家計基準を満たすと思われる場合で

も，優先採用を希望しない場合は「無」としてください。  

◆締 切：2022 年 11 月 2 日(水)16:00 厳守 ◆提出先：府中地区または小金井地区学生支援室教務係 

※ 応募する学生は，自身が所属する学科の教育委員または研究室指導教員に事前に本申請書コピーを

提出して下さい。 
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参加志望動機 

 

[   学部       学科   年 学籍番号       名前            

応募に至った動機，プログラムを通しての学習目標，将来の進路希望，国際交流活動への経験や意欲等を簡潔に 1 枚以

内にまとめて記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆締 切：2022 年 11 月 2 日(水)16:00 厳守 ◆提出先：府中地区または小金井地区学生支援室教務係 

※ 応募する学生は，自身が所属する学科の教育委員または研究室指導教員に事前に本申請書コピーを

提出して下さい。 


