平成 29 年度 新渡戸スクール上級プログラム 応募フォーム
Application form for Nitobe Program for Graduate Students “Advanced Program”, AY 2017
フリガナ
(Printing your name in Katakana)

氏名／FAMILY NAME, Given name
学生番号／Student ID
研究科等名

専攻名

Affiliation (Graduate School)

Division

学年(平成 29 年 4 月現在）

博士（後期）・４年制博士課程

Academic year
連絡先

Doctoral

所属(Affiliation)：

year

携帯電話番号／Mobile phone number

Contact address
指導教員記入欄

年

E-mail
※本プログラムに応募する許可を得て，署名か押印をいただいてください。
職名(Title)：

署名もしくは押印(Signature or Seal)：

※ 以降の設問に対する解答は、専門分野に対する深い知識が無い人にも理解できるようにわかりやすく記述すること。
設問の枠の大きさを代えないこと、字体は、10.5 以上を使うこと。

Answers should be written in an easy-to-understand manner, so that those who do not have deep knowledge in
your fields can understand them. Do not change sizes of each box. Font size should be larger than 10.5.
１．あなたの修士論文の内容を説明してください。(300 字程度)
Please explain your master’s thesis. (About 150 words)

（

字／words）

２．博士課程における自身の研究に対する抱負を記述してください。(200 字程度)
Please express specific tasks and ambitions through your doctoral course. (About 100 words)

（

字／words）

３．自身の研究の社会還元に対する抱負を記述してください。(200 字程度)
How will your research give back and benefit the society? (About 100 words)

（

字／words）

４．自身の現状における「3+1 の力」(能力更新力,組織形成力,社会還元力,専門職倫理)に対する自己評価を記載してください。
(各項目 100 字程度)
How will you evaluate yourself based on the Nitobe School’s “3+1Competencies”(Competency in Continuous Personal
Development, Competency in Team Organization and Management, Competency in Giving Back to Society and Professional
Ethics)? (About 100 words each)
※ 基礎プログラムを受講していない者は，新渡戸スクール HP より「3+1 の力」について確認し，自身の「3+1 の力」につい
て記述してください。
Students who have not attended the Nitobe School basic program can check about "3 + 1 competencies” from Nitobe School
home page.
能力更新力(Competency in Continuous Personal Development)：

（

字／words）

（

字／words）

（

字／words）

（

字／words）

組織形成力(Competency in Team Organization and Management)：

社会還元力(Giving Back to Society)：

専門職倫理(Professional Ethics)：

５．上級プログラムでは，専門知識を活かし自らがリーダーとなってプロジェクトを実施します。どのような計画を持って
いるか記述してください。(600 字程度) 図を用いても良い。
The advanced program focuses on utilizing one’s expertise and act as a leader to implement the project. Please describe your
plan. (About 300 words)
※なお，自身の専攻分野の枠を外れないこと。 Don’t write outside the framework of your major field of study.

（

字／words）

・アンケート(※以下の回答は選考結果には影響しません。)
Questionnaire (※The following answers do not affect the selection results.)
１．新渡戸スクール基礎プログラムを受講しましたか。 Have you attended the Nitobe School Basic Program?
※ 受講していない場合は，5 月に開講される基礎プログラム集中講義(1～2 日間)に参加する必要があります。
日程は受講者と相談の上，決定します。
If you’ve not taken the Basic program, you must participate an intensive lecture (1-2 days) of the Basic Program to be held in
May. The schedule will be decided after consultation with students.
□受講した／attended(

年修了／Completion year)

□受講していない／not attended

２．あなたが目指す将来像を選択してください。Please select the future image you are aiming for.
□研究者／Researcher

□起業家／Entrepreneur

□国際協力専門家／Global Expert

□その他／Others(

)

３．上級プログラムをどのように知りましたか。該当するものを選択してください。
How did you know about the advanced program? Please select the appropriate one.
□所属研究科等の事務担当からのメール
E-mail from department etc.

□指導教員から

□友人

□ポスター

Supervisor

Friends

Poster

□募集説明会
Recruiting Seminar

□その他(

)

Others

４．上級プログラムでは，講義とセミナーが月 1，2 回程度実施されます。都合のいい曜日と時間帯を記載してください。
In advanced programs, lectures and seminars will be held once or twice a month. Please indicate the convenient day and time.
曜日／Day：
時間帯／Time：
(週末に研究室のゼミ等予定がある場合は記述してください。

(Please describe if there are seminars etc. in the laboratory at the weekend.)
i)

５．プレイスメントテスト(TOEIC-IP または TOEFL-ITP とスチューデント EQ (SEQ) を無料で受験することができます。
希望するテストの種類を選択してください。
i
You can take the Placement Test (TOEIC-IP or TOEFL-ITP and Student EQ (SEQ) ) for free.
Please select the type of test you want.
□TOEIC-IP

□TOEFL-ITP

□SEQ

□受験を希望しない／Do not want to take any test

６．その他，質問，ご意見等があれば記載してください。
In addition, please write if you’ve any question or opinion.

i)

SEQ については、大学生協 HP（http://seq.univcoop.or.jp/）（日本語のみ/Japanese only）を参照してください。

