
 

 

2023 年度 国際学⽣交流・夏季プログラム応募申込書 

 
中⾕国際学⽣交流プログラム・夏季プログラム(Nakatani RIES プログラム)への参加を検討
いただき有難うございます。 
下記に必要事項を記⼊後、本 Word ファイルを PDF に変換してアップロードしてください。
回答は全て英語での記⼊をお願いします。 

Personal & Academic Information 
 

Name (First, Family) ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
Gender Male ☐  Female ☐ 
University ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
Faculty(学部) ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
Primary field/Major (学科) ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
Academic Status(申し込み時の学年) B1 ☐ B2 ☐ B3 ☐ 
Nationality ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
If you are not Japanese, legal permanent resident of Japan?  Yes ☐  No  ☐ 

 

Prior Experience 
Prior Research Experience:  Have you previously participated in any science & engineering research 

in a university or other lab?   Yes ☐ No ☐    
If yes, please describe your prior research experience including the university/institution name, 
laboratory name/academic department, host professor, duration of research experience, and type of 
research conducted. 
Maximum length: 1,000 characters  (⽂字数はブランクを含め、MSWord の⽂字カウントで) 
ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
Prior International Experience: Have you previously participated in a study abroad, volunteer abroad, 
internship abroad or work abroad program?  Yes ☐ No ☐ 
If yes, please describe your prior experience abroad including the type of program, duration/dates of 
program, and what you did as a participant. 
Maximum length: 1,000 characters  (⽂字数はブランクを含め、MSWord の⽂字カウントで) 
ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
English Language: How would you rate your current, spoken English language level/competency? 
Beginner ☐ Intermediate ☐ Advanced ☐ Fluent ☐ 
If applicable, list all English language test scores and dates taken below.  



 

 

☐IELTS: Score & Date Taken 
 ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
☐TOEFL: Paper-based Score & Date Taken 
 ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
☐TOEFL: Computer-based Score & Date Taken 
 ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
☐TOEFL: Internet-based Score & Date Taken 
 ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
☐Other: List Test Name, Score, & Date Taken 
 ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 

 

Essay  
Essay1: Why Nakatani RIES? 
Please introduce yourself and tell us why you have decided to apply for this program. 
Maximum Length: 2,500 characters (⽂字数はブランクを含め、MSWord の⽂字カウントで) 
ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
 
Desirable Research topics or your domain of interests 
Please describe top 3 topics or interests which you want to conduct your research about. 
 

注）選抜された場合、参加者の興味と極⼒、合致するジョージア⼯科⼤学 BME（Bio Medical Engineering）
の研究室を中⼼に配属先を決めます。BME は⽣物、化学、物理、数学、CS などの多くの分野が関わって
います。ジョージア⼯科⼤学 HP（https://www.bme.gatech.edu/）,中⾕財団の本プログラム終了報告
（https://www.nakatani-foundation.jp/achievements/ries_achievements_list/）等々を参考に 3 つのトピッ
ク・興味のある領域を記述してください。ただし、研究室の選定は受⼊れ⼤学・財団に⼀任して頂きます。 
1st Choice: 
ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
2nd Choice: 
 ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
3rd Choice: 
 ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
Essay 2: Why Science & Engineering Research at Georgia Institute of Technology? 
What are your specific research interests and what type of research are you most interested in doing 
while at Georgia Institute of Technology? Why have you selected the three topics / interests listed 
above? 
Maximum Length: 2,500 characters (⽂字数はブランクを含め、MSWord の⽂字カウントで) 



 

 

ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
 
 
Essay 3: Long-term Goals 
What are your long-term goals? How will participating in the Nakatani RIES further your long-term 
goals? 
Maximum Length: 2,500 characters (⽂字数はブランクを含め、MSWord の⽂字カウントで) 
ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。 
 
 

 

Others 
How did you learn about the Nakatani RIES program?  
Select all that Apply: 

1.My university Homepage ☐  2.From a flyer posted at my university  ☐ 
3.From a friend or classmate  ☐ 4.Via a Google Search  ☐ 5.Via Social Media  ☐ 
6.From the international programs/study abroad office at my university  ☐    
7.From alumni of Nakatani RIES program ☐  8.From a professor at my university ☐ 
9.Other (please describe ここをクリックまたはタップしてテキストを⼊⼒してください。) 

 


