
 

 

２０１７年度 大学受入内諾書 

Letter of Acceptance 

年  月  日 

国 籍(Nationality)(英語併記) コスタリカ（Costa Rica）       

 

氏 名(Name in full) (英語併記) メナ・アラヤ アーロン・エリ（Mena Araya Aaron Eli）             殿 

                              大 学 名(英語併記)  筑波大学                 

                              (Name of University)  University of Tsukuba          

                              所  属(英語併記)   人間総合科学研究科             

                              (Department of Affiliation)Graduate School of Comprehensive Human Sciences 

                             役  職(英語併記)  人間総合科学研究科長           

                             (Job Title) Provost of Graduate School of Comprehensive Human Sciences 

                             所属長名(英語併記)  園山 繁樹          公印(Official Seal)  

                              (Name of Department Head) Sonoyama Shigeki                

 
貴殿から提出のあった研究計画書並びに成績証明書等に基づき検討した結果、日本政府（文部科

学省）奨学金留学生（研究留学生）として採用された場合、下記のとおり、本学への研究生等とし
て受入れることを内諾します。 
After consideration of the research plan, academic transcripts and other documents you submitted, if you 
pass the secondary screening as a government of Japan (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology) Scholarship Student (Research Student), you will be tentatively accepted as a research student 
at this university in accordance with the details below. 

記(Details) 

１ 受入課程(英語併記) ： 人間総合科学 研究科 博士後期 課程  学校教育学 専攻      

Course of acceptance: Course：Doctor’s Program, Graduate school of Comprehensive Human Sciences 

  〔非正規生の区分：研究生・科目等履修生・聴講生・その他（            ）〕   

(Types of non-regular students: research student, part-time non-degree student, auditor, etc.) 

２ 指導予定教員(英語併記)：所 属  人間系     氏 名  樋口直宏           

Expected academic advisor: 

 Department of affiliation   Faculty of Human Sciences        Full name    Naohiro Higuchi         

３ 渡日時期(Proposed period of study)  ４月(April) ・ １０月(October) 

４ その他留意事項(Other items to note) (英語併記)                                            

（注１）日本の大学から受入内諾を得る際には、この書類に在外公館への提出書類一式(学歴、出
身大学の成績証明書、出身大学からの推薦状、研究計画書等)及び在外公館の第１次選考合
格証明書を添付して、８月末までに希望する日本の大学の事務局あてに送付すること。 

（注２）希望する大学から、この書類が返送されたら速やかに在外公館に提出すること。 
（注３）この内諾書は第２次選考合格後の受入大学決定のために使用します。この内諾書をもっ 

て、国費外国人留学生の採用が決定するものではありません。 
*When you obtain your letter of acceptance from a Japanese university, you must send, before the end of August, the following 

documents to the Japanese university of your choice addressed to the attention of the administrative office that will be in charge of 

your education: this Letter of Acceptance accompanied by a set of the same documents as those submitted to the Japanese 

Embassy/Consulate General (description of educational background, certified academic records of the university attended, letter of 

recommendation from the university attended, and description of the field of study and study program, etc.) as well as a certificate 

of preliminary selection issued by the Japanese Embassy/Consulate General. 
**When this letter is returned to you by your selected university, please submit it immediately to the Japanese Embassy/Consulate 

General.  
*** This Letter of Acceptance will be used solely for determining the university to which you will be accepted after passing the 

second screening. This Letter of Acceptance does not certify your acceptance as a Japanese Scholarship Student. 



 

 

【受入内諾に至った経緯】 

研究課題（    批判的思考発達に寄与する道具としての視聴覚教材                   

                                

                                                                           ） 

 研究内容（  批判的思考技能の促進を目標にした視聴覚教材の企画と制作 

 に関する研究 ） 

                                 

 アーロン氏は、コスタリカ大学在学中から、学校放送における視聴覚教材の開発を 

テーマとして研究に取り組んでいる。その後、平成20年から平成23年まで茨城大学大 

学院人文科学研究科修士課程に在学して、修士論文「コスタリカにおける学校放送シ 

ステム構築の可能性」を執筆した。この論文をもとに、平成24年には日本教育メディア 

学会で発表も行った。帰国後は、常勤講師としてコスタリカ大学に所属し、社会科学部 

等で講義や研修にあたっている。その間も、NHKが主催する日本賞コンクール教育コン 

テンツ世界制作者会議のために毎年来日しており、平成27年度には樋口とも面会した。 

 現在では特に、メディアリテラシーである批判的思考に関心を持っており、各教科 

の教材を通して体験や自分の考えを表現する等の活動を取り入れた視聴覚教材の企画・ 

制作に取り組んでいる。筑波大学で批判的思考の理論研究を進めるとともに、学校現場 

等で視聴覚教材の開発や評価に取り組むことで、その成果をコスタリカの教育へと還元 

することが可能であり、意義深い研究になると期待される。 

 前述の通り、アーロン氏はすでに日本での留学経験があり、言語や生活面ではまった 

く支障はない。日本文化への関心も高く、茨城大学在学中には留学生文学賞の受賞歴も 

ある。今後は学会誌への投稿を重ねることで、博士論文の執筆も可能と思われる。 

なお配置希望大学申請書では本学教育研究科となっているが、博士後期課程への入学 

を希望しているため、人間総合科学研究科学校教育学専攻への受け入れを内諾する。 

 
注１：研究計画の具体性、学業成績等を踏まえ、受入内諾に至った経緯について簡潔に記載願いたい。 
注２：本内諾書の発行が当該留学生の受入を意味するものではなく、文部科学省における選考の結果

等によっては、他に同様の内諾書を発行している大学に配置される場合、不合格や辞退によって
そもそも渡日をしない場合等がありうるため、あらかじめご承知おきいただきたい。 

注３：内諾書の発行を受けた留学生について、文部科学省より受入依頼があった場合は、特段の事情
が無い限り、受入を拒否することが無いよう御留意いただきたい。 

（日本での指導教員予定者） 

大学名  筑波大学           

所 属  人間系            

役 職  教授             

氏名(署名)                


