平成 29 年度「グローバルマインド養成キャンプ in TUT」受講生の募集について
本学では，高等専門学校との連携強化のため，長岡技術科学大学，高等専門学校機構と共に「三機関が連携・
協働した教育改革」を推進してきました。この事業でアメリカニューヨーク市立大学クイーンズ校にて6ヶ月のグローバ
ルFDを受講した高専教員は，本学の高専連携推進センター所属の教員として，FD研修の経験を基に学生の英語
力強化やグローバルな視点を身につける教育について取り組んでいます。
今回，高専連携教員の企画・発案により，高等専門学校生を対象としたグローバルマインドを養成する短期講座
を開催します。受入期間，申込方法等を以下に示しますので，ご確認の上，申し込んでください。詳細は本学高専
連携推進センターＨＰ（以下）を参照ください。
１．開催日時
平成 29 年 9 月 11 日（月）〜13 日（水） （2 泊 3 日）
２．開催場所
豊橋技術科学大学

３．対象および募集人数
高等専門学校の１年生から５年生（学年不問）
英語を用いたコミュニケーションに興味がある学生
英語力レベル，留学経験等は不問（初級者歓迎）
※宿泊施設の都合上，男子学生20名，女子学生10名が受入上限です。
最少開催人数：16名以上

４．申し込み方法
希望者は，「申込書」様式に必要事項を入力の上，各高等専門学校の担当窓口を通じて申し込みを行って
ください。具体的手順は，以下に示すとおりです。

① 「申込書」様式（エクセルファイル）を，本学ＨＰからダウンロードしてください。
（http://www.kousen.tut.ac.jp/learning/index.html）
②

「申込書」様式に必要事項を入力し，申込書を作成してください。
その際ファイル名は「高専名氏名（例：○○高専○○○○）」としてください。

③ 「申込書」電子データを，各高等専門学校の体験実習担当窓口(要確認)に提出してください。
申込締切日については，所属の高専担当窓口の指示に従ってください。
（※ 高専から本学への申込締切は＜６月３０日(金)１７：００必着＞です。）

５．受入の可否について
申込者多数の場合は，参加者の調整を行います。
７月１４日（金）頃までに，各高専担当者を通じて，「参加可否および宿泊施設」についてメールで先行連
絡し，後日，文章で正式通知します。正式通知の際，詳細な連絡事項もあわせて文章で送付します。

６．必要経費
以下の経費は参加者の自己負担となります。
１． 本学までの交通費
２． 滞在費(学内宿泊施設への宿泊者は，シーツ代400円程度を含みます。)
３． 食事代
４．

保険料等（災害傷害保険及び賠償責任保険への加入が必須）

７．宿泊施設等
体験実習中の宿泊施設として，本学構内の施設を予定しています。
全て相部屋（２人～８人程度／各室の収容能力により異なります）となります。
長期滞在用の居室ではありませんので，必ずしも満足いただけないかもしれません（個人差あり）。より快適な
環境を希望する場合は，市内ホテル等をご利用ください。
また宿泊施設として利用する学生宿舎には，テレビやＷｉ-Ｆｉ等のインターネット環境はありません。
・実習期間は，本学の夏期休業期間中となるため，食堂，売店等施設が短縮営業となっておりますので，ご承
知おき願います。（大学の近くにコンビニエンスストアがあります。）
・寝間着，洗面用具等生活用品は各自持参願います。洗濯設備を使用される場合は，洗濯用洗剤もご準備く
ださい。
・実習期間中も本学宿舎生が生活をしています。そのため宿舎の施設は宿舎生との共用になります。
＜宿泊施設概要＞
※ 学生宿舎には，テレビ，Ｗｉ-Ｆｉ等のインターネット環境はありません。
学生宿舎談話室（男子）
宿泊費：光熱水料実費（２００円程度／１泊）
学生宿舎Ａ～Ｄ棟（５階建て）の
シーツ代（４００円程度／週）
２～４階の談話室を使用予定。
定員：２～３名程度／１室
※エレベータなし
フローリング又はカーペット，エアコン有り，冷蔵庫無し（電力容量の制
約により設置不可）
建物内にトイレ・シャワー・洗面・洗濯設備有り（宿舎生と共用）
※浴室は，学生宿舎共用棟の大浴場を利用

非常勤講師等宿泊施設和室(女子)

宿泊費：５００円程度／１泊
シーツ代（４００円程度／週）
定員：６名程度／１室
和室，エアコン・冷蔵庫有り
建物内にトイレ・浴室（シャワーのみ）・洗面・洗濯設備有り（他の宿泊者
と共用）
建物内には，他の宿泊者も滞在する可能性あり
※ 定員超過の場合，以下の学内宿泊施設となります。
非常勤講師等宿泊施設洋室
宿泊費：2,500 円／１泊
洋室，エアコン・冷蔵庫・ユニットバス・洗面設備有り
建物内にトイレ・洗濯設備有り（他の宿泊者と共用）
建物内には，他の宿泊者も滞在する可能性あり

＜豊橋市内での宿泊について＞
希望者には，市内のホテル等（１泊・宿泊のみ：5,000円程度）の情報を大学から紹介します。予約は各自で
行ってください。
８． その他
（１）災害傷害保険及び賠償責任保険に加入していることが，受入れの条件となります。
（２）移動手段は，公共交通機関を利用してください。自動車，バイク，自転車の使用は認められません。実習
開始後に自動車・バイク，自転車の使用が判明した場合は，直ちに実習を中止していただきます。
（３）実習初日において，事前連絡なしに，集合時刻を過ぎても所定の場所に集合しない場合は，実習辞退と
みなします。

９．本件担当
豊橋技術科学大学 教務課キャリア教育支援係
〒４４１－８５８０ 愛知県豊橋市天伯町雲雀ケ丘１－１
ＴＥＬ：０５３２－４４－６５９５
ＦＡＸ：０５３２－４４－６５４７
E-mail： kousen@office.tut.ac.jp

「グローバルマインド養成キャンプ in TUT」実施概要

グローバル養成キャンプの目的
「自分を知る，世界を知る。」をテーマに，自分自身や自国文化ヘの理解と共に，自分や自国の考え方とは異な
る考え方が常に存在するという意識を持ち，考え，行動できるメンタリティを鍛えます。また，留学経験者とのコミュ
ニケーションを通じてグローバル人材に必要な素養について考え，理解を深めていきます。
具体的には次の能力の育成を目指します。
コミュニケーションツールとして英語を運用する力
自分の考えを他者と共有し，違いを発見，考えを深め，新しいアイディアを生み出す力
多様性を許容し，多角的視野で物事を捉えられる力

グローバル養成キャンプの到達目標
事業全体を通じての到達目標は次の通りです。
1.

与えられた課題に対し，自分の考えを持つことができる。

2.

他学生に自分の考えを英語で伝えることができる。

3.

他学生の視点から，自分の考えとの違いを発見できる。

4.

英語によるコミュニケーションを通じ，新しいアイディアを生み出すことができる。

5.

多角的視野で，積極的にチームに関わることができる。

実施スケジュール

Session A, C, D, and G
Session B, E, F, and H

: Know Yourself
: Know the World

プログラム
1. Opening
12:50〜12:55 開講挨拶
12:55〜13:00 スケジュール説明
13:00〜13:05 宿泊施設説明
13:05〜13:10 その他
2. Orientation (65 min.)
13:15-13:25 Directions: 10 min.
13:25-13:35 Plan: 10min.
13:35-13:45 Build: 10min.
13:45-13:50 Measure: 5min.
13:50-14:00 Review & discussion: 10 min.
14:00-14:10 Build: 10min.
14:10-14:15 Measure: 5min.
14:15-14:20 Summary 5 min.

Title: Team building with paper tower building
Objectives: Illustrate the importance of collaboration and
communication
Goal: Building the tallest free standing tower with 40 pieces of
paper.
Group: 5 students per group
+ 1 TUT international student in each group
Abstract: Groups are given 10 min. to plan their tower and 10 min.
build it. When finished, towers are measured by their height(A).
Next, groups are given 10 min. to review and discuss their
methods to make their tower taller and 10 min. rebuild their tower
again. The towers are measured again (B). The winner of this game
will be judged by the sum of (A) and (B).

3. Session A (90 min.)
14:30-14:40 Directions: 10 min.
14:40-15:20
15:20-15:35
(Writing)
15;35-15:55
student)
15:55-16:00

Title: Know yourself and find out your future goal
Objectives: Students know their own dream and wish, and find out
Making vision map 40 min.
the future goal.
Goal: Create vision map and talk about the dream
Interpret the vision map 15 min. Group: 5 students per group
+ 1 TUT international student in each group
Talk about the stories (3 min. / Abstract: Students make a vision map on a piece of A3 paper.
Images and sentences are cut from magazines, flyers, news paper,
illustrations etc., and put and attached on the paper with glue.
Summary 5min.
After making the vision map, students interpret the meaning of the
vision map, and talk about their stories to the group.

4. Session B (120 min.) (日本語)
16:30-17:00 Talk session 1
17:00-17:30 Talk session 2
17:30-18:00 Break with Game
18:00-18:30 Talk session 3

Title: Study from International Experiences
Objectives: listen to students’ stories, figure out the importance
of understanding other cultures, and widen a perspective.
Goal: Based on the students’ stories, student have their own
opinion.
Group: 10 students per group (3 groups)
Abstract: Students who have experienced abroad and other
students talk together and casually exchange information.
題名：海外経験から学ぼう
目的：海外経験のある学生の話を聞き，視野を広げる。
ゴール：海外経験のある学生の話に基づき自分の意見を持つ
概要：海外経験のある学生とのカジュアルな会話を通じた情報交
換。（日本語による会話）

5. Session C (90 min.)

8:50-9:20 Instructor1
9:20-9:50 Instructor2
9:50-10:20 Instructor3

Title: Effective English Studying -- How did you learn English?
Objectives: To get to know how to effectively study English
Goal: Students can use tools and methods, and they can
continuously study English by using those methods.
Group: 5 students per group
+ 1 TUT international student in each group
Abstract: Instructor introduces effective methods and tools to
study English by students themselves. Students try to use these
methods and find out the ways that is suited to them.

6. Session D (90 min.)
10:30-10:50 Directions and lecture
10:50-11:50 Writing CV and CL

Title: Let’s write CV and Cover Letter!
Objectives: To write CV and a Cover Letter under the assumption
that students would get job abroad.

(During the session, lecturers give advise to Goal: Write effective CV and CL
students.)
Group: (Lecture style & individual work with groups)
11:50-12:00 Summary 10min.

Abstract: Students study how to write CV and CL by looking
through samples. Under the assumption that students would get
job at a multinational corporation or worldwide enterprise, they
write CL to appeal their strength to recruiters of the company.

7. Session E (90 min.) (English teachers)
Title: How to make reactions and express your opinions
Objectives: To know the basic vocabulary and behavior when
reacting in a conversation. To learn simple formats to express own
opinions.
Goal: Students can react in English conversation and express their
own opinion.
Group: 5 students per group
+ 1 TUT international student in each group
Abstract:

8. Session F (120 min.)
Title: TUT Campus Tour
Objectives: Students walk around on the campus with international
students
Group: 2-4 students per one group
Abstract: International students are going to guide TUT to
KOSEN students! KOSEN students can know the campus life in
TUT.

9. Session G (90 min.)
8:50
3 min. each student
10:20

Title: Your own speech
Objectives: Students make a short speech about what they leaned
and studied through this camp.
Goal: Each student can make original 3 min. speech.
Abstract: Each student makes speech about their own
achievement through this camp.

10. Session H
Farewell Party & Closing

主催：
豊橋技術科学大学
企画運営：
高専連携推進センター(高専連携教員(グローバル FD 受講高専教員)，高専連携推進センター教員)

