
 

文部科学省研究交流センターと（公財）つくば科学万博記念財団共催の 2019 年度

ウィンター英語研修の受講生を、下記のように募集いたします。 

（申込締切日：2019 年 12 月 1 日（日）） 

１． 募集クラス：  

（1）週 2 回授業_通常クラス（1.5 時間/回×13 日） 授業時間：18:15～19:45 

クラス名 開始日 最終日 講師 

初級 月/水    

Basic Mon./Wed. -English conversation 
2020/01/15 2020/03/02 Mr. Samuel Nfor 

初中級 月/水  

Upper Basic Mon./Wed. 
2020/01/15 2020/03/02 Ms. Claire Summers 

中級 月/水  

Intermediate Mon./Wed. 
2020/01/15 2020/03/02 Mr. Joseph Drakos 

プロフェッショナル コミュニケーション火/木

Professional Communication Tue./Thur.         
※要テキスト購入 

2020/01/21 2020/03/05 Dr. Frank Berberich 

（2）週 2 回授業クラス（1.5 時間/回×12 日） 授業時間：18:15～19:45 

クラス名 開始日 最終日 講師 

プレゼンテーション 月/水 

Scientific Presentation Mon./Wed.  
2020/01/20 2020/03/04 Mr. Clive Langham 

（3）週 1 回授業クラス（1.75 時間/回×6 日） 授業時間：18:30～20:15 

クラス名 開始日 最終日 講師 

New 中上級 木 

Upper Intermediate Thur. 

-Learning register through conversation 

2020/02/06 2020/03/12 Ms. Melissa Noguchi 

（4）週 1 回授業クラス（2 時間/回×9 日） 授業時間：18:15～20:15 

クラス名 開始日 最終日 講師 

New 上級 火 
Advanced Tue.  
-Discussion & Debate  

2020/01/14 2020/03/17 Ms. Cheryl Okubo 

＊各クラスの英語レベルは、別紙１を参照してください。 

 

なお、プロフェッショナルコミュニケーション火/木 はテキスト「Company to Company」の購入が必要

です。一括購入をご希望の方は、お申込書にチェックを入れてご提出ください。 

 

その他のクラスにつきましては、参考レベル： 初級 月/水 English Firsthand1、初中級月/水 

Firsthand2、中級月/水 Let’s talk about it です。テキストは使わずに、講師が教材を用意します。 

 

２．クラス概要： 講師による各クラスの概要説明は、下記 15 項のホームページよりダウンロードで

きます。 

 



(1) 週 2 回授業_通常クラス 

日常生活で気軽に会話ができる程度の語彙・聴く・話すなどの技能を、バランス良く習得するク
ラスです。初級、初中級、中級クラスの英語レベルと内容は、テキストに対応します。短期集中
の週 2 日クラスです。 

 

・Professional Communication Tue./Thur.クラス 

 よりナチュラルで明確な英語表現の上達を目指すクラスです。受講者自身の言葉でコミュニケ

ーションする技術を学びながら、受講者の経験や関心のあるトピックスを題材に授業を進めま

す。 

 

(2) 週 2 回授業クラス 

・Scientific Presentation Mon./Wed.クラス 

国際会議等におけるプレゼンテーション技能の更なる向上と、外国人研究者等と討論ができる

程度の聴く (Listening)、話す (Speaking)技能の向上を目指します。短期集中の週 2 日クラスで

す。定員は 18 名程度とし、定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

(3) 週 1 回授業クラス 6 日 

・中上級木 Upper Intermediate Thur. -Learning register through conversation クラス 

それぞれのシチュエーションに沿った、正しい言葉の選び方を学びます。 

短期集中の週 1 日、105 分のクラスです。 

 

(4) 週 1 回授業クラス 9 日 

   ・上級火 Advanced Tue. -Discussion & Debate クラス 

   ディスカッションとディベートの違いを紹介します。また、最近のニュースなどの話題を用い、説

得力のある会話や簡単なディベートの方法と技術を学びます。 

短期集中の週 1 日、120 分のクラスです。 

 

３．定員 

各クラス 11～24 名程度 

  申込人数が定員に満たない場合には、取り止める場合がありますので、あらかじめご了承くださ

い。 

４．受講料 

(1) 週 2 回 13 日授業クラス(総研修時間：19.5 時間)： 18,525 円（税込） 

(2)(4) 週 1 回 9 日、週 2 回 12 日授業クラス(総研修時間：18 時間)： 17,100 円(税込) 

(3) 週 1 回 6 日授業クラス(総研修時間：10.5 時間)： 9,975 円(税込) 

 

受講料は、公費（所属機関）負担、個人負担を問わず、原則として一括払いにて、お願いいたし

ます。また、途中で退会しても、原則として返却できないことをご了解ください。 

 

テキスト代は、定価の 10％値引＋消費税の購入価格で英語研修事務局が一括購入する実費

になります。 

 

５．キャンセルについて 

   途中で退会しても、原則として受講料は返却致しませんので、ご了解の上、お申込みください。 



６．受講者資格 

筑波研究学園都市に所在する研究機関・大学・公的機関で研究開発または教育に携わっている

人、及び その遂行を補助・支援する人（学生を除く）。 

所定の開催期間において、受講可能な方。 

 

７．受講申込方法ほか 

a. 受講申込は、公費負担、個人負担とも、原則として各機関の英語研修担当者を通しての一括

申し込み（所定の様式 下記 13 項の①による）をお願い致します。 

(PC 入力後、PDF データにしてお送りください)  

 

 【各機関の担当者による一括申し込み 提出書類について】 

 ・下記 13 項の①によりお申し込みください。 

 ・各機関のご担当者様は、①②③＊を合わせてご提出下さい。 

 ＊ただし、職場の了解があれば③の推薦状は省略することが出来ます。 

③推薦状をご提出の場合は、後日、原本を英語研修事務局宛にご郵送ください。 

 

【個人応募による申し込み 提出書類について】 

なお、やむをえず個人応募をされる方は、下記 13 項の①と職場または上司のご了解を得た③

の推薦状を原則ご添付ください。②の、担当者等調査書はご提出不要です。 

 

b. 受講クラス確定後に、受講者宛に開講案内メールを送付します。各機関の英語研修担当者に

は、機関所属の受講者名と受講クラス名をメールでお知らせします。 

c. 受講を申し込んだ方で、2020 年 1 月 10 日頃までに事務局より何の連絡も受け取らない方は、

英語研修事務局まで必ずご連絡ください。申込者リストから漏れている可能性があります。 

d. 受講料の請求書等は、原則として各機関の英語研修担当者を通して送付します。 

８．クラス決定 

クラスの決定は 原則として申込書に記載された受講希望クラスの優先順位に沿って決定し 

ます。クラス編成の都合上、ご希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。その際は、 

受講クラス確定前に、その旨をメールにてご連絡します。 

９．修了証書/皆勤賞 

   ウィンタークラスでの発行はございません。ただし、公費でご受講の方には自動的に受講証を

発行いたします。 

１０．業務欠席届 

ウィンタークラスでの設定はございません。 

１１．研修場所： 文部科学省 研究交流センター会議室 （つくば市竹園 2-20-5）  

１２．申込締切日 2019 年 12 月 1 日（日）必着 

１３．申込様式 

①Winter 英語研修申込書 

②Winter 英語研修担当者等調査書 （各機関担当者 記入書類） 

③推薦状 (例)  

 

 

 



１４．お申込み・問い合わせ先 

   公益財団法人つくば科学万博記念財団 

英語研修事務局 

西島宛 （月 9:30-18:30、火～木 16:00～18:30） 

〒305-0032 つくば市竹園 2-20-5 文部科学省 研究交流センター内 

   E-mail:  e-kokusai@expocenter.or.jp  Tel: 029-852-8401 

 

１５．ホームページ： （http://www.tsukuba-banpaku.jp/?page_id=3363） 

募集要領は、つくば科学万博記念財団の「語学研修」ホームページに掲載しておりますので、

ご覧ください。ホームページからは、申込様式、講師による各クラスの概要説明、各クラスの開

講日カレンダー、各クラスに必要な英語レベルの目安がダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 １  

各クラスに必要な英語レベルの目安 

この表は、各クラスで授業の理解に必要とするリスニング、語彙及び文法力のレベルを示してい

ます。 

初めての方は、この表を目安にご応募ください。 

なお、すでに研修を受けた経験がある方やスコアが低くても会話力がある方は、希望するクラス

にご応募ください。希望すれば基本的にどのクラスでも受講できます。 

しかし、レベルがあまりに違う場合、適応するには相当な努力が必要と思われます。 

 

 


