
 みくに国際学園 2021年秋学期募集要項 

 諸事情により、記載内容に変更が生じた場合は申し込み時のメールアドレスにお知らせします。受講を申し込まれた方はメー 

 ルの確認を忘れないようにお願いいたします。 

 【主宰】 

 特定非営利活動法人 国際教育研究会（IERS） 

 “みくに国際学園”は、IERSが管理運営する無認可校です。 

 【目的】 

 みくに国際学園は上記のミッションに則り、米国留学、特に 

 ブリガム･ヤング大学およびその系列校への留学を目指す 

 若人の皆さんに、 

 1.  英語脳を作る実証済みの言語学習プログラム 

 2.  実績ある一流講師陣らが「言語」と「内容」の習得 

 を目的とした英語によるコンテントベースのエマー 

 ジョン授業 

 3.  英検 および BYU Idaho Pathway Programの学習 

 支援 

 を提供しています。 

 コンテントベース  とは、英語を単に語学として学ぶのでは 

 なく、学びたい「内容」を「英語」で聞き、読み、書き、話すこ 

 とで知識と語学４技能の総合的な理解と定着を加速させる 

 実践的学習法。授業内容は単位認定に優位な科目で、ほ 

 とんどアメリカの大学のクラス、ないしは それをなるべく簡 

 単にしたものです。 

 エマージョン授業  とは、授業の時間だけでなく日常のコ 

 ミュニケーションまでも英語で行うことにより、五感からの入力 

 に対して習得したい言語（英語）で反応を求められる環境、 

 つまり英語を英語で考える力を身につけて、英語に浸りな 

 がら経験によって学習の定着を図る授業。 

 みくに国際学園では、受講生の皆さんに国内にいる内にこ 

 のような環境で学んでいただくことにより、留学本番に向け 

 て知的にも精神的にも準備していただくことができます。 

 主体的に進める準備は学生生活をさらに豊かなものにして 

 くれます。みくに国際学園は、そのようなあなたを全力応援 

 しています。 

 【実施期間】 

 2021年（令和3年）の秋学期は以下の日程で行われます。 

 ●  9月6日（月）～12月3日（金） 

 ※土日および米国の休日にあたる日は休講。 

 ●  E塾は上記期間内に、基本的に週２回のクラスが 

 開かれます。 

 【場所（受講方法）】 

 講義は双方向オンラインで実施され、どこで受講されても 

 同じです（録画の配信ではありません）。 

 ①教室受講（E塾受講者は対象外） 

 新潟県湯沢町にある学園が定めた宿泊施設にて滞在生活 

 を送りながら、学園の教室に通ってオンラインで授業を受け 

 ます。受講費とは別に滞在に伴う生活費が発生します。 

 宿泊施設の内容はホームページをご覧ください。 

 ②自宅受講 

 インターネットに接続された各自の端末（PC、スマホ、タブ 

 レットで視聴できますが、PCのご利用を強く推奨します）を 

 使って受講者任意の環境で受講できます。 

 ●  “Zoom”というオンラインミーティングアプリを使いま 

 す。スマホ／タブレットで受講される場合は、事前 

 に“Zoom Cloud Meetings”を検索してアプリをダウ 

 ンロードしておいてください(Android / iOSいずれ 

 も無料）。 

 ●  Zoomアクセス情報は、学期前にご案内します。 

 【2021年秋学期特記事項】 

 教室受講の実施については今後の新型コロナウイルス感染拡 

 大状況を確認しながら判断しますので、申し込まれる際には次 

 の選択肢から選んでください。 

 ①教室で受講（滞在できない場合は自宅で受講） 

 ②教室で受講（滞在できない場合はキャンセル） 

 ③自宅で受講 

 【対象者･定員】 

 対象者：  現時点での英語力は問いません（但し、英語の基 

 礎力を補う必要性があると判断された場合は、並行してE塾 

 でも学ばれることを強くお薦めしています。この場合のE塾 

 受講料は免除されます。）。 

 学園が定める規則を遵守し、英語４技能の向上に積極的に 

 取り組み、米国留学もしくは国内の大学で行われる英語の 

 授業についていく基礎力を身につけたい高校既卒者の方 

 が主な対象となります。 



 定員：  秋学期前の新型コロナ感染拡大状況によって宿泊 

 施設利用者数上限が決まりますので、湯沢滞在型受講者 

 の定員は概ね10名前後と想定されます。オンライン受講者 

 総数の上限は湯沢滞在型受講者を含む50名です。 

 【参加費】  ※  すべて税込み記載 

 ●  入会金：不要です。 

 ●  全科受講料：231,000円／全期間 

 教室受講も自宅受講も同額。 

 ●  生活費：教室受講のみ発生します。 

 全期間に参加する場合、食費･光熱費を含む 

 132,000円が授業料に加算されます。なお、秋学 

 期期間前に隔離期間を設けた場合の生活費は一 

 日あたり概ね2,000円前後を想定しています。 

 ●  単科選択：実施される科目の中から、学びたい科 

 目を選んで学ぶこともできます。単科受講費は 

 ホームページをご覧ください。 

 ●  現地までの交通費は自己負担となります。 

 病気などの止むを得ない理由を除いては、学期期間途中 

 での返金はできませんので予めご了承ください。 

 分割払いに関してのご相談がある場合は経理担当者が直 

 接承りますので、ご連絡ください。 

 【参加費のお振込み】 

 受講初日前日までに、下記の口座にお振込みを済ませてく 

 ださい。参加費お振込みの際に手数料が生じた場合は、 

 お申し込み者様のご負担となります。 

 なお、クレジットカードでのお支払いはできません。 

 名義： 特定非営利活動法人 国際教育研究会／トクヒ） 

 コクサイキョウイクケンキュウカイ 

 〔ゆうちょ銀行からのお振込〕 

 ゆうちょ銀行 記号 10260 番号 23051271 

 〔他金融機関からのお振込〕 

 〇二八（ぜろにはち）店（028） 普通預金 2305127 

 ご注意： お振込の際、ゆうちょ銀行からと他金融機関からとで 

 は口座番号下一桁の数字が異なります。 

 【申し込み期間の厳守】 

 各学期への申し込みには期間があります。期間外のお申し 

 込みはご遠慮ください。 

 受付開始： 募集要項の公開日をもって開始 

 受付締切： 2021年8月31日（火）まで 

 【受講必需品】 

 受講されるにあたり、次のものが必要となります。 

 ●  ブロードバンド下にあるパソコン 

 ※各科とも出される課題に対応するには、スマホ 

 ／タブレットは推奨しません。受講時に使われる 

 回線によっては遅延が生じる場合があります。 

 ●  パソコンの基本操作スキル 

 パソコンを利用して課題提出を行うため、文字入 

 力・データの保存・インターネットへの接続・ 

 E-mailの送受信など、自身の力で対応できるレベ 

 ルであることが求められます。 

 ●  受講者自身のメールアドレス 

 Gmail、Yahooメールなどのフリーメールも可。 

 【奨学制度】 

 以下の条件を満たす受講生全員に返還不要の奨学生特 

 典として、次学期以降から受講料が100,000円免除されま 

 す。 

 ●  出席率95%以上 

 ●  学期修了時の成績B判定以上 

 ※成績B判定以上の評価には宿題提出は必須です。 

 認定された場合、受給を希望される受講生は申請書の提 

 出をしていただきます。 

 【学則】 

 ブリガム・ヤング大学およびその系列校には、そこに通う学 

 生たちが遵守している倫理規定（Honor Code）があります。 

 みくに国際学園がこれらの大学への留学を積極支援する 

 以上、学園の受講生として学ばれるときから「学則」として 

 受け入れ、遵守していただくようにご提案しています。 

 これは、倫理規定（Honor Code）の遵守が学力のみならず 

 受講生お一人お一人の人格の向上にも益し、今後の人生 

 全体に大きな益をもたらすからです。 

 これらの学則を遵守せず、遅刻や欠席などが多い場合は、 

 学園長の判断により受講の継続が難しくなる場合がありま 

 す。 

 ➢  正直である。 

 ➢  純潔の律法を守り、高潔な生活をおくる。 

 ➢  法律およびすべての校則に従う。 

 ➢  きれいな言葉を使う。 

 ➢  他の人を尊重する。 

 ➢  アルコール飲料、タバコ、お茶、コーヒー、および 

 マリファナや違法薬物を摂取しない。 

 ➢  教会の集会に定期的に参加する。 

 ➢  服装と身だしなみの標準を守る。 

 ➢  他の学生が倫理規定（Honor Code）を守るように 

 励ます。 

 学則について不明な点はお尋ねください。 



 【外国語検定資格】 

 特に何らかの資格を持っておくように求めてはいませんが、 

 持っている場合は必ず申し込みフォームに記載してくださ 

 い。 

 【撮影・録画の許可】 

 みくに国際学園では受講やイベントにおける受講生の様子 

 を撮影させていただく場合がございます（対面もオンライン 

 の場合も同様）。これらはより多くの方々に学園の主旨を正 

 しく理解していただくための広報素材として印刷ならびに 

 ウェブサイト等の媒体を通じて適宜使用させていただくこと 

 になります。 

 こうした宣伝媒体用の素材は、どうしても個人が特定できる 

 画像サイズや映像の鮮明さが伴いますことをご理解くださ 

 い。同時に、学園では使用された画像や映像に対しては 

 受講者ご本人の「使用を拒絶する権利」があることも理解し 

 ております。もし、掲載した画像および写真の使用に対し、 

 ご意見があられる場合は、みくに国際学園の広報担当者が 

 直接承ります。 

 【受講申し込み方法】 

 受講のお申し込みは、募集内容 

 について最新の情報を掲載した 

 みくに国際学園の公式ウェブサイ 

 トにある「受講申し込み」ページを 

 よくお読みになった上で専用 

 フォームからお申し込みください 

 https://www.mikunijapan.org 

 1.  ホームページにある申込フォームを使って申し込 

 んでください。 

 2.  事務局にて申し込みが確認されましたら、宿題や 

 面接について説明したメールを返信しますので熟 

 読してください。 

 3.  メールに記載されたリンクから二次フォームにアク 

 セスし、必要事項を入力して送信してください。 

 4.  速やかに受講希望者ご本人で面接の予約をとって 

 ください。  面接は簡単な英語で行われ、質問にも 

 お答えします。 

 5.  面接が済まれましたら、金融機関指定口座に受講 

 費をお振込みください。なお、お振込みの際に手 

 数料が発生する場合は、お申込者様にご負担い 

 ただきます。 

 【お問合せ】 

 よくいただく質問はホームページ内のQ&Aページにまとめ 

 ています。もし、Q&Aページで解決できない場合は問い合 

 わせフォームをお使いいただくか、平日9時～18時（土･日･ 

 祝日休み）の時間帯に025-775-7771までお電話でお尋 

 ねください。 

 【その他】 

 BYU（ブリガム・ヤング大学）系列 

 校、ならびにPathway Connectプロ 

 グラムに関する最新情報は、必要 

 に応じてそれぞれのWebサイトをご 

 自身で確認してください。 

 https://www.byupathway.org/ 

 E塾受講希望者の皆様へ 

 E塾は学期期間内の夜間にオンラインのみで提供している 

 クラスですが、先に記載した学期受講生の募集要項とほぼ 

 同じです。異なる項目のみ以下に記載します。 

 【目的】 

 E塾は通常の学期授業スケジュール内で行われるオンライ 

 ンのみのご提供となりますが、日本語による解説と英語によ 

 る実践の授業を交互に受講しながら英語の土台作りから学 

 んでいただくことができます。なお、E塾は年齢の上限を設 

 けていません。 

 【場所（受講方法）】 

 オンライン受講のみとなります。 

 【対象者･定員】 

 オンラインのみで行われるE塾受講は中学1年生以上の 

 方々すべてが対象となり、年齢の上限はありません。受講 

 定員上限は30人で、1クラス6～7名程度で学びます。 

 【参加費】 

 E塾受講料：24,750円（税込）／3ヶ月間 

 基本的に、E塾は週２回の受講が必要です。 

 【学則】 

 学期受講生のみ。 

 但し、受講生としての常識的なマナーは守っていただくよう 

 お願いいたします。 

 以上 

 初版作成年月日：  2020年（令和2年）4月30日 

 更新年月日：  2021年（令和3年）7月23日 

 特定非営利活動法人 国際教育研究会（IERS） 

 「みくに国際学園」 


