
特定非営利活動法人 国際教育研究会 

みくに国際学園 2023春学期 受講生募集要項 
 
 
 

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）が主宰します

（“みくに国際学園”は、IERS が管理運営する無認可校です）。 

 

 

【目的】 

＝＝＝＝みくに国際学園のモットーとミッション＝＝＝＝ 

【モットー】 

Be the light of the world! 
― 世の光となろう！ ― 

 

【ミッション】 

みくに国際学園はキリストの教えを礎とし、 

効率的な英語学習法と 

主体性を重んじるプログラムを提供することで、 

神のため 人のために仕え、 

いついかなるときも 

世に光を放つ“人”を育てます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

みくに国際学園は上記のモットーとミッションに則り、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、 

➢ 効果的に英語脳を構築する “スリーステップメソッド”

による授業を提供 

➢ 「言語」と「内容」の同時習得を目的にコンテントベ

ースのイマージョン授業を担当する一流講師陣を招聘 

➢ 英検 2 級取得ならびに BYU Idaho Pathway Program の

学習を積極支援 

しています。 

 

コンテントベース：英語を単に語学として学ぶのではなく、

学ぶ科目の「内容」を「英語」で聞き、読み、書き、話すこ

とで各科の知識と語学４技能の総合的な理解と定着を加速さ

せる極めて実践的な学習法です。学園の授業内容は進学後の

単位認定に優位な科目となっており、アメリカの大学の授業

をアレンジしてわかりやすく提供します。 

 

イマージョン授業：英語の「immerse（浸す）」が語源で、「そ

の言語に浸りきって習得する」授業と日常生活がみくに国際

学園の基本です。五感からの入力に対して英語で反応を求め

られる環境に身を置くことで学習の定着を図り、「英語を英

語で考える力」を自らの経験によって身につけます。 

 

みくに国際学園では、受講生の皆さんに国内にいる間にこう

した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。 

 

【実施期間】 

2023 年（令和 5 年）の春学期は以下の日程で行われます。 

➢ 4 月 24 日〔月〕～7 月 21 日〔金〕 

➢ 開講式は 4 月 24 日〔月〕9:00 から行われます。 

➢ 米国の祭日にあたる日は休講となります。また、土曜

／日曜には授業はありませんが、土曜日にはレクリエ

ーション活動、日曜日には礼拝行事が開かれます。 

 

 

【受講方法･場所】 

原則として、湯沢町にある専用施設に宿泊した上で学園校舎

に通って授業を受けますので、自宅受講はあくまでも教室受

講が難しい受講生のためのオプションとお考え下さい。 

授業はオンラインミーティングシステム“Zoom”を使った双

方向形式（録画だけの配信ではありません）で実施され、ど

こで受講されても授業内容は同じです。 

Zoom アクセス情報は申し込みいただいた後にお知らせしま

すが、受講時に安定した通信環境を維持するために後述する

【受講時に必要なもの】の項に記載した条件を満たすよう努

力してください。 

 

①教室受講 

みくに国際学園 湯沢本校 

〒949-6212 新潟県南魚沼郡湯沢町 三国 483 

➢ 専用宿泊施設での共同生活、教室での授業と交流だけ

でなく、授業後や土曜日の様々な活動、日曜日の礼拝

行事に参加することができ、相互に英語で会話する機

会が圧倒的に増えるなど、現地生活ならではのメリッ

トがあることから強くお勧めしています。 

宿泊施設の内容は学園公式サイトをご覧ください。な

お、宿泊希望者は受講費とは別に滞在に伴う生活費が

発生します。 

 

②自宅受講〔オプション〕 

➢ 受講の基本はあくまでも①の教室受講ですが、受講者

自身の諸事情で教室受講が難しい場合はオプションと

して自宅で授業のみを受けることもできます。 

 

 

【対象者･定員】 

対象者：学園が定める規則（後述）を遵守するよう努力し、

米国留学もしくは英語イマージョン教育を主体とする国内の

大学への進学を目指して英語４技能の向上に積極的に取り組

める方を対象とします。現時点での英語力は問いません。 

但し、面接もしくは授業で英語の基礎力を補う必要性がある

と判断された場合は、同じ学期期間中の夜間にオンラインで

開いている「みくにの E塾」を受講するよう強くお薦めしてい

ます。この場合の E 塾受講料は免除されます。 

 

定員：宿舎に滞在する教室受講者上限 30 名を含み、全数 45

名を上限とします。面接後にグループ分けが行われます。 



【参加費】 ※すべて税込み記載 

➢ 入会金：不要です。 

➢ 全科受講費：231,000 円／3 ヶ月全期間 

➢ 生活費：滞在受講者のみ発生します。 

全期間に参加する場合、食費･光熱費を含む 132,000 円

が生活費として加算されます。 

➢ 単科選択：実施される科目の中から希望する科目のみ

を選んで受講することもできます。 

※ 1 ヶ月の受講料は週内の授業コマ数に 4,400 円をか

けた金額。 

※ 学期期間 3 ヶ月受講は 1 ヶ月分の 3 倍。 

〔週 2 コマ授業の場合の計算例〕 

2〔回／週〕×4,400 円×3〔ヶ月〕＝26,400 円／1 学期 

➢ 病気などの止むを得ない理由を除いては期間途中での

返金はできません。なお、分割払いに関してのご相談

は経理担当者が直接承ります。 

 

 

【申し込みの予約と締め切り】 

➢ 受講予約：受講予約は随時可能（正式申込受付開始日

以前はすべて「予約」扱いとなります）。 

➢ 受講（正式）申込：学園公式サイトに「募集要項」が

掲載されてから申込開始となります。既に予約された

方には、申込の意思を確認させていただきます。 

➢ 受付締め切り：学期開講日の２週間前（2023 春学期

は、4 月 10 日〔月〕厳守） 

 

 

【学期への途中参加】 

受講希望者の諸事情により、学期開講日に間に合わない場合

でも参加は可能です。但し、後述の【受講申し込み方法】の

流れに従い、必ず所定のフォームで申し込んでください。特

に、奨学制度の利用を希望する受講者は申し込み以外の手続

きを速やかに進めてください。 

なお、途中参加の場合の参加費（＝受講費＋生活費）につい

ては、経理担当者から連絡があります。 

 

 

【参加費のお振込み】 

受講初日 3 日前までに下記の口座にお振込みを済ませてくだ

さい。この際、手数料が生じる場合はお申込者様のご負担と

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外国語検定資格】 

受講希望者に対して いかなる資格も求めませんが、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。 

 

 

【受講時に必要なもの】 

受講にあたっては、次のものが必要となります。 

➢ 〔自宅受講のみ〕高速インターネット環境下にあるパソコン 

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。また、受講時に各自が使用す

る回線によっては遅延が生じる場合があります。 

※校舎内および宿舎の通信環境は整備されています。 

➢ パソコンの基本操作スキル 

各授業における課題提出を果たすには文字入力・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スキルが求められます。 

➢ 受講者自身のメールアドレス 

Gmail、Yahoo メール等のフリーメールも構いません。 

➢ アプリ“Zoom”のインストール 

Zoom は Android / iOS いずれも無料で入手できるオン

ラインミーティングアプリです。 

※Zoom 操作について不安な方は学園に連絡してくださ

い。 

 

 

【学則＝倫理規定】 

ブリガム・ヤング大学およびその系列校には、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支援する以上、合

宿／学期の受講生の皆さんにも遵守していただくように推奨

しています。 

それは、倫理規定の遵守が学力のみならず受講生一人一人の

人格の向上にも益し、今後の人生全体に大きな祝福をもたら

すからです。これを遵守せず、遅刻や欠席などが多い場合

は、学校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。詳細は開講後のオリエンテーションで説明しますが、

不明な点は事務局までお尋ねください。 

 

➢ 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。 

 

 

【返還不要の奨学制度】 

みくに国際学園では、特定の条件を満たしている春／秋／冬

の各学期受講生に対して、多くの方々の善意あるご寄付によ

って整備された奨学制度が適用されます。別紙「みくに国際

学園の奨学制度」に詳細を記載していますのでご一読くださ

い。また、条件に該当すると思われる場合は、受講申し込み

と同時に申請するようにしてください。 

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。 



【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参加者の様子を

撮影させていただく場合がございます。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

させていただきます。 

こうした広報媒体用素材は、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。掲載した画像および写真の使用に対してのご意見がある

方は、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. 必ずウェブサイトにある申込フォームを使って、受講

生ご自身で申し込んでください。この時点で奨学制度

についても申請の意思を確認します。 

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。奨学制度の利用を申請された場合は、申請用

フォームその他についても案内されますので、速やか

に手続きしてください。 

3. メールに記載されたリンクから「プロフィールシー

ト」にアクセスし、必要事項を入力して送信してくだ

さい。 

4. 「プロフィールシート」を送信したら、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. 奨学制度を利用する場合は、すべての提出物をもとに

理事長会で内容を確認させていただきます。事務局か

らの連絡をお待ちください。 

6. 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。 

 

 

【申し込み解約について】  

申し込みの解約は事務局へのお電話のみで承ります。 

平日 9 時～18 時（土･日･祝日を除く）の時間帯に専用電話

番号 025-775-7771 までお電話ください。受付･経理担当者

が直接対応します。 

 

 

【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･祝日を除く）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）およびその系列校、ならびに

PathwayConnect プログラムに関する公式発表は度々更新さ

れます。最新の情報はそれぞれの Web サイトに記載されて

いますので必要に応じてご自身で確認してください。 

➢ BYU ⇒ https://www.byu.edu/ 

➢ BYU アイダホ校 ⇒ https://www.byui.edu/ 

➢ BYU ハワイ校 ⇒ https://www.byuh.edu/ 

➢ Pathway ⇒ https://www.byupathway.org/ 

 

 

“みくにの E塾”とは… 

“みくにの E 塾”とは、学期期間内の夜間に限定してオンライ

ンで提供している英会話クラスのことで、中学生（中学生は

最少催行人数を 3 名としています）･高校生･大学生といった

現役で英語を学ぶ世代から年齢の上限なく受講することがで

きます。 

このクラスも “スリーステップメソッド”がベースになって

いますが、英語の土台を築くことを主な目的としています。 

週２回の受講が基本となっており、週内１回目のクラスは

「Fact クラス」と呼ばれ、日本人講師から単語･熟語の用法

や文法を学びます。週内２回目のクラスは「Act クラス」と

呼ばれ、先の Fact クラスで学んだ単語や熟語を応用した実

践的コミュニケーションをネイティブ講師から学びます。ク

ラスがない日はオンラインメディアを使って自分で予習･復

習ができます。 

 

その他詳細については、みくに国際学園の公式サイトをご覧

ください。 

 

以上 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

初版作成年月日：  2020 年（令和 2 年）4 月 30 日 

更新年月日：  2023 年（令和 5 年）2 月 16 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」 


