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募集期間 実習期間 

2020/11/9(月)～2020/11/20(金) 16:30 
2020 年度秋セメスター 

(2020 年 12 月～2021 年 2 月) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立命館アジア太平洋大学 

アカデミック・オフィス 

第 1 版  

（2020 年 11 月 9 日） 

Viet Nhat Discovery（VND）プログラム 
2020 年度冬期実施プログラム 募集要項 



 
 

Viet Nhat Discovery（VND）プログラムとは 
 

VND プログラムとは、その名の通り Viet（ベトナムを意味する「越」）と Nhat（日本を意味する「日」）を Discovery（発

見）するオンラインプログラムです。本オンラインプログラムは、海外インターンシッププログラム SEND の意志を受

け継ぎ、ベトナムの日本語学習者の学びを促進し、自身の異文化理解を深め、日本と他国の架け橋となる人材育

成を目指すプログラムです。受講生はベトナムの大学生とのディスカッションを通し、異文化理解を深め、日本語学

習者のために何ができるかを考え、それらを提供することにより、グローバルな関係を構築し、自分自身の目標と

成長につなげることが求められます。プログラムが目標とする学習内容は次のとおりです。 

(1) 日本文化紹介や日本語会話練習などのオンラインワークショップを企画運営し、ベトナムの日本語学習者と友

好関係を構築する。 

(2) ベトナムの大学に通う日本語学習者やオンラインホームステイ先の文化的背景に対する学びを深め、異文化

理解と異文化コミュニケーション能力を向上させる。 

(3) ワークショップの準備や交流を通して内省的な考察を行い、他者と自己および他文化と自文化に対する理解を

深める。 

コロナ渦で海外渡航や国際交流が以前のように出来ない状況が続いている中、オンライン上で国際交流や自己成

長が出来るプログラムを模索した結果、本プログラムが生まれました。 ベトナムの日本語学習者やベトナムのホス

トファミリーとの交流を通して、自文化、多文化を見つめなす機会になったり、ワークショップの企画運営を通して自

己成長を促すプログラムです。 

 

募集概要
 

複数のプログラムへの申請について 

 申請条件を満たす場合、複数プログラムへの申請が可能です。 その場合、申請するそれぞれのプログラム

のオンライン申請をしてください。なお、実習日程および事前・事後授業が重複しないか確認の上、申請をして

ください。オンライン申請の際、「複数のプログラムに申請しますか」という問いが表示されますので、必ず「は

い」を選択し、必要事項を入力してください。 

 オンライン申請において「実習日程および事前・事後授業の日時が重複しないプログラムに複数合格した場合、

全てのプログラムへの参加を希望しますか？」に対して「はい」と選択していた場合も、申請したプログラム同

士の実習・授業等の期間が重複している場合は、申請時に選択した優先順位に基づいて、選考を行います。 

 

申請条件 

・ 日本語を母語とする者 

・ 事前授業・オンラインワークショップ・事後授業に全て出席できる者 

※他の授業等と重複する場合、特別な配慮はありません。 

・ 申請時点で第 1 セメスターから第 7 セメスターである者 

・ 2020 年度秋セメスターにおける在籍状態が「通常」である者 

・ 2020 年度秋セメスターが最終セメスターでない者 

・ 日本と APU を代表して責任を持って活動ができる者 

・ プログラムの趣旨・目的を理解し真摯に励む者 

・ 心身ともに健康で新しい環境に適応しようと努力する者 

・ 異文化を受け入れ、理解を深めながら能動的に他者と関わることができる者 

 

申請方法 

各設定期間中に、以下の申請を行ってください。  

2020/11/9(月)～2020/11/20(金) 16:30 

指定の HP(下記)からオンライン申請ページにアクセスしてください。 

オンライン申請ページは募集期間開始と同時にアカデミック･オフィス HP 上に公開します。 

 ウェブ申請のプロセスで、以下が必要になります。 予め準備の上、申請してください。 

(1) 志望理由等 

(2) 顔写真 

アカデミック・オフィス HP: http://www.apu.ac.jp/academic/page/send.html/  

 複数回申請を提出した場合、提出日が新しいものを受け付けます。 

募集ガイダンス日程    

日時: 2020 / 11 / 11 (水) (15:00-15:30) 

場所: Zoom (Zoom MTGID: 925 6243 8135)  

 



 

選考方法 

・ 書類審査、面接審査、成績、英語力審査等による総合的な選考を行います。 

 

選考期間 

以下の日程で書類、面接審査を行います。 詳細は申請締切り後にキャンパスターミナルの個人伝言にて連絡しま

す。 面接審査に進んだ方は必ず面接日の予定を空けておいてください。 面接に無断で欠席した場合、参加意思

が無いものと見なします。 

書類審査 

2020 / 11 / 23 （金）～ 11 / 25 （水）  

* 11 / 25 (水)午後 17 時までに書類審査結果をキャンパスタ

ーミナルの個人伝言よりお知らせします。 面接審査に進んだ

方には面接日時もお知らせします。 

面接審査 2020 /11 /26 (木)～ 12 / 2 （水） 

 

選考結果発表 

2020 / 12 / 4  (金） 午後 Campus Terminal にて通知 

 
 

免責事項・注意事項
 

プログラムの中止や内容の変更 

 本プログラムは、新型コロナウイルス感染症の拡大やそれに伴う政府もしくは地方自治体の指示・要請、

その他不可抗力に起因する事態が発生した場合、その他の事情等によりプログラムの中止や内容の変

更を行う場合があります。 

 受講態度や出席状況、書類や課題などの提出状況などを勘案し受講不適格と判断された場合、合格発

表後であっても、参加者のプログラム参加許可が取り消されることがあります。 

 

選考結果発表後の辞退について 

 本学は皆さんがプログラム申請をした時点で受講の意思があるものとして選考を行います。従って、選考

結果発表後の辞退は原則認められません。 

 申請する際は、事前にプログラム内容をよく確認し、辞退することのないよう準備を行ってください。 

 

履修計画について 

本プログラムによる履修科目・修得単位数が、卒業までの履修計画において問題がないか、十分に確認

してください。選考結果発表後に問題が判明した場合および「プログラムの中止や内容の変更」に記載し

ている事象が発生した場合も、特別な配慮等はしません。自己責任において、プログラムの応募を行っ

てください。 

(注意) 

・講義内容が同じプログラムに複数回参加することはできません。申請を希望するプログラムが、すでに

修得済みのプログラムの内容と同一かどうか不明な場合は、事前にアカデミック・オフィスにお問い合せく

ださい。 

 

その他
 

個人情報の取扱いについて 

申請書やその他提出書類に記載した個人情報（氏名、性別、生年月日、その他本プログラムに係り大学へ

提供した情報）は、プログラム参加手続および本学が管理・運営に関する業務の目的のために、本学内で

使用され、また、第三者(協定大学)に提供される場合があります。 

 

   受講姿勢および履修計画について 

 プログラムでの経験が有益なものになるかどうかは、受講者自身の姿勢や努力が大きく左右します。積極

的な学習姿勢を持つことが必要であり、各自でプログラムの受講目的をしっかり定めてください。 

 本プログラムの参加期間が、私用、正課の講義・補講や定期試験・追試験・履修科目登録期間、各種言語

検定などと重なる場合も特別な配慮はありません。あらかじめ、学年暦、自分のスケジュール、プログラム

のスケジュールを確認してください。また本プログラムによる履修科目・修得単位数が、卒業までの履修計

画において問題がないか、十分に確認してください。プログラム合格後に問題が判明した場合も、履修の

特別配慮等はありません。自己の責任において、プログラムへの応募を行ってください。 

 



 
プログラム参加の取り消しについて 

以下のいずれかに該当する場合、合格発表後であっても、参加者のプログラム参加が取り消されること

があります。参加を取り消された場合、成績は原則として「F」評価となります。 

A) 参加態度・出席状況などを勘案し、受講不適当と判断された場合 

B) 選考結果発表後、懲戒処分の対象となった場合 

C) 書類の提出を怠る、必要なガイダンスに参加しないなど大学の指示に従わない場合  

D) 不正行為を行った場合 

E) その他学生としての本分に反した場合 

 

参加資格について 

プログラムへの受講許可が下りていない学生がプログラムへ参加することはできません。 

 

 
 

プログラムに関わるスケジュール 
 

日程 内容 

2020 年 

11/9(月)～11/20(金) 募集期間 

11/11(水) 15:00-15:30 
募集ガイダンス 
 (Zoom MTGID: 925 6243 8135)  

11/23(月)～11/25(水) 書類審査 

11/25 (水) 
書類審査結果連絡 *Campus Terminal にて通知 
【面接審査に進んだ方】 面接日程の連絡 

11/26(木)～12/2(水) 面接審査  

12/4(金)午後 選考結果発表 *Campus Terminal にて通知 

12/9(水)～2021/2/17(水) VND 授業期間 

2021 年 

2/20(土)2/21(日) VND オンラインワークショップ 

2/22(月) VND 事後授業 

6 月 修正期間２ 成績発表  

上記以外にも各種ガイダンスが行われる場合があります。 詳しくは参加決定後にご案内します。 

 

 
 

VND プログラムに関する問い合わせ先 
 

アカデミック・オフィス B 棟 1 階 

TEL 0977-78-1101 / FAX: 0977-78-1102 

担当者: 武田、菅、井戸沼 

Email: send@apu.ac.jp  


