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第8回 ケンブリッジ大学ペンブルック・カレッジ

サマースクール
PGコース募集

主催：日本大学学務部国際交流課

● 個人情報の取り扱いについて
 参加申込書に記入いただいた氏名・住所・電話番号・Eメールアドレス・生年月日等の個人情報は、サマースクールの運営、これに付随する業務（通
知、連絡、各種書類送付及び参加手続）及び学務部国際交流課主催のプログラムにおいて利用します。それ以外の目的では使用いたしません。
個人情報について、あらかじめ本人の同意を得ない限り、第三者には開示いたしません。ただし、法令に基づく場合や、人の生命、身体または財産
の保護のために必要であると判断できる場合で、本人の承諾を得ることが困難な場合には、例外的に個人情報を開示することがあります。

● プログラムの中止について
 参加者が最少催行人数に満たなかった場合、研修は実施されないことがあります。 写真：ケンブリッジ大学ペンブルック・カレッジ

Programme for Postgraduates

2017年8月7日（月）～8月28日（月）期間
（予定）

Academic Writing, Presentation, Discussion 等Contents

研修実施時において本学の正規課程に在籍する大学院学生、
最終学年に在籍する学部学生又は大学院進学（国内・海外）を希望する学部学生で
IELTS 5.0（TOEFL-PBT 460）と同等以上の英語力を有する者。

応 募 資 格

国際交流課HPより事前Webエントリーをした上で、申請書類を提出してください。
　　 ：日本大学ホームページ ▶「留学・国際交流」▶「海外留学情報」▶「短期海外研修」

申 込 方 法

2016年11月10日（木）・18時～20時／日本大学会館（市ヶ谷駅徒歩3分）募集説明会

2016年12月17日（土）選 考 試 験

書類審査及び面接試験（日本語及び英語）選 考 方 法

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館4階
日本大学学務部国際交流課サマースクール係　

申 込 先

TEL：03-5275-8116   E-mail: int@nihon-u.ac.jp連 絡 先

グローバル社会に発信するための英語のスキルを身につけます

10名10名
［ SL1コースとの併願申込可 ］［ SL1コースとの併願申込可 ］
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個人情報の取り扱いについて
参加申込書に記入いただいた氏名・住所・電話番号・Eメールアドレス・生年月日等の個人
情報は、本プログラムの運営、これに付随する業務（通知、連絡、各種書類送付及び参加
手続き）及び学務部国際交流課主催のプログラムにおいて利用します。それ以外の目的で
は使用いたしません。個人情報について、あらかじめ本人の同意を得ない限り、第三者に
は開示いたしません。ただし、法令に基づく場合や、人の生命、身体または財産の保護のた
めに必要であると判断できる場合で、本人の承諾を得ることが困難な場合には、例外的に
個人情報を開示することがあります。
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EAP: English for Academic Purposes
Formal Hall: 正式な聖餐会は期間中３回程度開催されます。

日程（予定）

8月7日 東京（羽田）発 ロンドン到着後、
ケンブリッジへ

8月8日
  ～26日

ケンブリッジ大学ペンブルック・
カレッジでの研修
週末は各自自由行動
修了式／Farewell Dinner

ペンブルック・
カレッジ寮に滞在

空路、帰国の途へ8月27日 ケンブリッジからロンドンへ

8月28日 東京（羽田）着

ケンブリッジ大学ペンブルック・カレッジ
第8回サマースクールPGコース募集要項

PROGRAMME FOR POSTGRADUATES

グローバル社会に発信するための英語のスキルを身につけます SL1コースとの
併願申込可

　学部学生のみなさんは、現在「知識を蓄える立場」に身を置いていますが、
卒業後には、社会の一員となり、積極的に社会に参画することが求められま
す。特に、今後急速に進んでいくグローバル社会では、他国との異文化理解
を深める一方で、自己の経験や知識をもとに他者とのコミュニケーションによ
って、協同して問題解決に当たる場面がますます増えていくことが見込まれ
ます。また、大学院学生にとっても、今後専門分野における研究・調査を遂行
する上で、またその成果を学会あるいは企業等で発表する機会などを通し
て、活動の場が国内外を問わず幅広く展開されていくことが予想されます。
　こうした中で必要となってくるのが、英語によるコミュニケーション能力で
す。本プログラムでは、学生が「知識を蓄える立場」から「知識を他者に与え
る立場」に段階を上げ、発信力に焦点を当てた英語力を身につけます。

Ⅰ Postgraduate Summer Programme Ⅲ Outlines

Ⅱ Advantages

　日本大学はケンブリッジ大学ペンブルック・カレッジで25年以上の長期
にわたりサマースクールを実施しています。カレッジ内には，日本大学と共
同出資で建設した学寮（Foundress Court）があり、研修期間中は、この
寮に滞在しながら、名門ケンブリッジ大学でのカレッジ生活を体験します。

1． 場所 ： 英国 ケンブリッジ大学

平成29年8月7日（月）～8月28日（月）（予定）

1． 場所 ： 英国 ケンブリッジ大学

＊参加者が最少催行人数に満たなかった場合、研修は実施されないことがあります。

2． 募集人数　10名

（航空運賃、授業料、宿舎費・食費を含む）
＊費用は、燃油サーチャージ及び為替レートにより変動する場合があります。また、参加人数
が確定した後で、辞退を申し出た場合には、キャンセル料が発生します。

3． 参加費用　約40～45万円

次の要件を満たす者
①研修実施時において本学の正規課程に在籍する大学院学生、最終学年
に在籍する学部学生又は大学院進学（国内・海外）を希望する学部学生。
② IELTS5.0（TOEFL-PBT460）と同等以上の英語力を有する者。

4． 応募資格（大学院生だけでなく学部生も応募可能）

応募にあたっては国際交流課HPより事前にWebエントリーをした上で、
申請書類を提出してください。
申込みコースはPGまたはPG・SL1併願から選択してください。詳細はHP
で確認してください。

5． 申込方法

①申込書　②事前Webエントリー完了通知メール（写し）
③課題レポート　④指導教員の推薦書
⑤IELTSまたはTOEFLのスコアレポート（写し＊）　⑥学生証（写し）
＊上記のスコアレポート（写し）を提出できない場合は、その他英語能力を示す各種証明書
又は指導教員による推薦書において応募者の英語力を示してください。

6． 提出書類

平成28年12月7日（水） 午後5時必着

7． 申込締切日時

日本大学学務部国際交流課サマースクール係（持参または郵送）
〒102-8275  東京都千代田区九段南４-８-24 日本大学会館4階

8． 書類提出先

平成28年12月17日（土）　日本大学会館（市ヶ谷）
＊集合時間は申込終了後、HP上でお知らせします。

9． 選考試験日時・場所

選考試験に合格した方には、2回の事前研修（平成29年6月・7月の土曜日
開催予定）に参加する義務があります。

10． 事前研修

　夏季休暇期間を利用した3週間（1日約5時間の授業）の集中プログラム
です。また、ケンブリッジ大学の学生が専属プログラムアシスタント（PA）
としてサポートします。

2． 期間 ： 3週間集中プログラム

　英語によるレポートの作成、プレゼンテーションやディスカッション方法
など、アウトプットを主眼とした英語スキルを徹底的に学びます。

〈1週間のスケジュール（例）〉

3． 内容 ： アウトプットに特化した英語のスキルを
　　　　 徹底的に学びます

研修費用のうち、授業料の一部を日本大学が補助します。

4． 費用 ： 日本大学からの奨学金


