2016 年度 ACUCA Student Camp 参加学生募集について
ACUCA Student Camp 2016 Application Information
上智大学では、下記の通り、2016 年夏期休暇中に開催される ACUCA Student Camp への参加者を募集します。
Sophia will send students to the ACUCA Student Camp , which will be held in August 2016. The details are as follows.
概要 ABOUT ACUCA STUDENT CAMP
このプログラムは、2016 年度 ACUCA Student Camp に、本学代表として参加するものです。 今年のテーマ である “Local Spiritualities
and Everydayness: Promoting Religious Conversation in Christian Higher Education” について、他の ACUCA 加盟大学（8 ヵ国・地域
60 機関）からの参加学生と共にグループディスカッションやプレゼンテーションを行い、テーマに対する理解を深めるとともに国境を越えた
対話と交流を経験することを目的としています。
In this program, students participate in the ACUCA Student Camp 2016 as representatives of Sophia University. The theme of this
year is “Local Spiritualities and Everydayness: Promoting Religious Conversation in Christian Higher Education”. Students are
expected to develop their understanding of the theme and gain international experience through group discussions and making a
presentation with other students from other ACUCA member universities.
会議の内容・スケジュール等の詳細については、”Description”、”General Information”、”Tentative Schedule”をご覧ください。但し、
Registration 等の手続きは大学を通しておこないます。
For details about the conference, see “Description”, “General Information” and “Tentative Schedule”. Please note that Registration
and other procedures shall be done through the university.
開催期間 Conference Dates
渡航期間 Travel Dates

2016 年 8 月 22 日（月）～8 月 26 日（金） August 22 (Mon) – 26 (Fri), 2016
2016 年 8 月 21 日（日）～8 月 27 日（土） August 21 (Sun) – 27 (Sat), 2016

開催大学・場所
Host university & Location

パラヒャンガン・カトリック大学（インドネシア）
Parahyangan Catholic University (Indonesia)

費用 Fees

渡航費、会期中の宿舎費・食費を含むプログラム参加費用、現地交通費は上智大学が負担。空港ま
での国内交通費、一部食事代、個人的費用は自己負担とする。
Airfare, conference fee (including meals and accommodation during the conference),
transportation fee are provided by Sophia University.
Transportation fee in Japan (to/from Narita or Haneda Airport), some meals, and personal
expenses are students' responsibility.

滞在先 Accommodation

ゲストハウス (他の参加学生と相部屋)
Guesthouse (shared room with other students)

募集受付 APPLICATION
募集人数
Number to be accepted

募集対象・応募条件
Eligibility

2名
2 students
① 本会議の趣旨を理解し、テーマに興味・関心があること。
Students who understand the concept of the ACUCA Student Camp and are interested in
the conference theme.
② 指定されたテーマについて、英語で議論およびプレゼンテーションができること。
Students who have sufficient English skills to discuss and make a presentation on the
theme.
※ 事前課題あり（テーマに関するレポート（７月１０日締切）および国ごとのプレゼン準備等）
※ Pre-Camp assignment (Written article Due :July 10th, Prepare country presentation
and one program for the Cultural Night)
③ キリスト教の精神に理解があること。
Students who understand and respect the Christian mind.
④ 上智大学の代表として会議に参加する自覚と責任感を持ち、事前準備および帰国後の参加報
告、ならびに大学の諸活動にも積極的に協力し取り組めること。
Students who behave with a strong sense of responsibility as representatives of Sophia

University and take an active role in the conference participation including preparation and
making a report after the conference.
※2016 年度春学期休学中の学生は参加不可。
Students on a leave of absence during the Spring Semester 2016 will not be eligible for this
conference.
審査方法 Screening

書類審査および面接
Applicants will be selected through screening of the application form and interview.

申込期間等 Application period

参加申込期間： 5 月 30 日（月）～6 月 1 日(水) グローバル教育センター （2 号館 1 階）で受付
Application form accepted at the Center for Global Discovery (1st floor, Bldg. No2) from
Monday, May 30 to Wednesday, June 1.
面接： 6 月 6 日（月）～8 日（水）に実施。（面接日時は申し込み後個別に連絡する）
Interview will be conducted during June 6-8. (Date and time will be announced individually)
参加可否通知： 6 月 10 日（金） までに E メールで個別に通知する。
Results of the selection will be announced by e-mail by Friday, June 10.
下記書類を申込期間内にグローバル教育センター窓口 （2 号館 1 階）に提出すること
Submit the following application documents to the Center for Global Discovery (1st floor, Bldg.
No.2) during the application period.

申込み方法 How to apply

1)参加申込書
Application Form
2)最新の成績通知表（Loyola からプリントアウトしたもの）
（プリントアウト方法：「履修成績照会」→（過去を含めた全成績を選択）「ファイルに出力」→
「ファイル出力開始」→「印刷」マークを押す）
※2016 年度春入学の 1 年次生は成績通知表提出不要。
The most recent academic transcript printed out from "Loyola"
*A freshman who entered this Spring Semester does not need to submit a transcript.
3)英語能力証明書がある場合は、そのコピー
Photocopy of English proficiency test results(optional)

注意事項 NOTICE
・このプログラム参加による単位付与はない。 No credit will be awarded for this conference participation.
・夏期休暇中にグローバル教育センターが募集している他の国際交流プログラムと本会議の両方の参加は不可とする。
Students accepted for this conference can not participate in other summer programs offered by the Office of Global Education
and Collaboration.
・申込書提出後のキャンセルは、原則として不可とする。
In principle, cancellation after submission of the application documents is not allowed.
・本プログラムは全員が出発から帰国まで同一旅程で参加するものである。渡航期間の変更、宿舎の変更はできない。
The conference will run at designated schedule. All participants of this conference must follow the same travel schedule and stay
at the same accommodation designated by the university.
・渡航にはパスポートが必要である。所有していないものは申請手続きを行うこと。（申込期間までに間に合わなくても可。）
A valid passport is required for participating in this conference. Applicants who don't possess passport must apply for it.
・外国籍の学生はビザ取得が必要な場合があるので、申込の前にグローバル教育センターに相談すること。ただし外国籍の者は、渡航国
政府の判断によりビザが発給されず、参加不可になる場合もある。
Applicants with a foreign citizenship may need to obtain a visa to travel to a third country. The international students should
consult with the Center for Global Discovery prior to submitting an application. In some cases, an international student's visa
application may be rejected by the embassy of the host country, and as a consequence, the student may not be able to
participate in the conference.
・国際情勢や開講大学の事情等により講座の開講中止や開講期間の変更が生じる場合がある。
The conference may be cancelled or changed due to unexpected changes in the international situation, etc.
問い合わせ・参加申込書提出先 INQUIRIES＆APPLICATIONS
グローバル教育センター （２号館１階） Tel: 03-3238-3521
Center for Global Discovery (1st floor, Building No. 2)

