
 

 

 

 

 

 
 
 

2017 年度夏季短期留学プログラムにおいて、以下プログラムの二次募集を行います。 
参加を希望される方は、以下のご案内をよく確認の上お申し込みください。 

 

●申し込み方法・日程   申込みは先着順となります。 

5月 17日（水）12：30～ 

5 月 22 日（月）12：30 
二次申込期間 

MyWasedaにて申込み登録を行って下さい。登録完了後、申込み内容確認メールが 

自動送信されます。申請内容に間違いないかどうか MyWasedaにてご確認ください。 

申込み先着順にて受付をします。申込結果については、Waseda メールにて 

順次お知らせします。 

 申込金の支払い 申込結果通知を受信後、3 日以内に支払い手続きを行ってください。 

5 月 24 日（水）～ 

5 月 26 日（金） 

12:00～17:00 

申込書類提出 

各プログラムが指定する申込書類を提出してください。 

提出書類は、留学センターウェブサイトからダウンロード可能です。 

http://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/short  

書類提出場所：早稲田キャンパス 22 号館 1 階 Waseda Global Gate 

 
※ 以下のプログラムは定員に達しましたので募集を終了しました。 

・トロント大学 英語・文化研修 ２２日間 
・VIA スタンフォード プログラム ２９日間 
・マルタ大学 英語研修 ２３日間 
・シドニー工科大学 英語・文化研修 ３８日間 
・聖トマス大学 英語・文化研修 ２１日間 
・慶熙大学校 朝鮮語・文化研修 １７日間 

 

●二次募集対象プログラム 

※ 既に一次申込で留学先が決まっている方は、二次申込での申請はできません。 

国名 学校・コース名・募集要項（URL） 
最少催行 

人数 

最大募集 

人数 

カナダ ブリティッシュコロンビア大学 英語・文化研修 ２１日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/ubc_ov.pdf  
6 35 

カナダ マニトバ大学 英語・文化研修 ２１日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/manitoba_ov.pdf  
10 20 

アメリカ カリフォルニア大学デービス校エクステンション  

English for Science and Technology  ３４日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/ucdavis_ov.pdf  

6 12 

アメリカ カリフォルニア大学ロサンゼルス校エクステンション 英語研修 ２２日間 

Intensive English Communication Program (IECP) 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/ucla_ov2.pdf  

6 40 

アメリカ カリフォルニア大学ロサンゼルス校エクステンション 英語研修 ４３日間 

Academic Intensive English Program (AIEP) 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/ucla_ov1.pdf  

6 15 
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アメリカ City of Hope 研究所 ラボ実験体験 ４３日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/coh_ov.pdf  
1 3 

アメリカ オレゴン州立大学 英語・文化研修 ２５日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/osu_ov.pdf  
10 20 

アメリカ ワシントン大学 英語・文化研修 ２２日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/uw_ov.pdf  
10 30 

イギリス ユニバーシティカレッジロンドン 英語・文化研修 ２２日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/ucl_ov.pdf  
6 20 

イギリス オックスフォード大学 英語・文化研修 １９日間 A コース 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/oxford_ov.pdf  
20 35 

イギリス オックスフォード大学 英語・文化研修 １９日間 B コース 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/oxford_ov.pdf  
20 35 

イギリス オックスフォード大学マグダレンカレッジ 英国政治＆メディアプログラム １６日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/magdalen_ov.pdf  
8 15 

ドイツ ミュンヘン大学 ドイツ語・文化研修 ２８日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/lmu_ov.pdf  
8 10 

ｵｰｽﾄﾘｱ ウィーン大学 ドイツ語・文化研修 ２２日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/vienna_ov.pdf  
10 15 

イタリア シエナ外国人大学 イタリア語・文化研修 ２７日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/siena_ov.pdf 
10 12 

スペイン サラマンカ大学 スペイン語・文化研修 ２８日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/salamanca_ov.pdf 
10 15 

ロシア モスクワ大学 ロシア語研修 ２４日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/moscow_ov.pdf 
6 15 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ モナシュ・カレッジ グローバル・プロフェッショナルズ・プログラム ３０日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/monash_ov.pdf  
6 15 

台湾 国立台湾師範大学 中国語・文化研修 ２１日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/ntnu_ov.pdf  
6 15 

台湾 淡江大学 中国語・文化研修 ２１日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/tamkang_ov.pdf  
6 15 

韓国 東亜大学校 朝鮮語・文化研修 １４日間 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/donga_ov.pdf  
6 8 

※プログラム全体の募集要項等は、留学センターウェブサイト上で必ずご確認ください。 

http://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/short  

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ：早稲田大学 留学センター 

【 電話 】 03-3208-9602    

【 E-mail 】 out-cie@list.waseda.jp 

【 Waseda Global Gate 】 早稲田キャンパス 22 号館 1 階  平日 9:00～17:00 開室 （土・日・祝祭日を除く） 

※相談時間： 12:00～17:00 

 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/coh_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/osu_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/uw_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/ucl_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/oxford_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/oxford_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/magdalen_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/lmu_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/vienna_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/siena_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/salamanca_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/moscow_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/monash_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/ntnu_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/tamkang_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/04/donga_ov.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/short


●申込み登録方法● 

・ステップ１：MyWaseda へログイン 

・ステップ２：その他大学からのお知らせ  

＜【短期留学プログラム】二次申込開始！ 5月 17日(水)12 時 30分～ 

5 月 22日（月）12 時 30分まで先着順にて！＞を確認（矢印①） 

 

 
 

ステップ３：ステップ 2 のお知らせ内に表示される、指定 URL 申請フォーム（矢印②）より 

必要事項を記入し"保存"をクリックして完了 

（指定 URL からの申請登録は 5/17(水）12:30～可能となります。指定時間前には登録いただくことができません） 

 

 

 

 

② 

① 

※注意※ 

MyWaseda のお知らせは、一度閲覧すると既読となり、トップページに表示されなくなります。 

再度確認するためには、次ページに記載の手順でご確認ください。 



【既読のお知らせ検索方法】 

 

 
 

 

 
 

お問い合わせ：早稲田大学 留学センター 

【 電話 】 03-3208-9602    

【 E-mail 】 out-cie@list.waseda.jp 

【 Waseda Global Gate 】 早稲田キャンパス 22 号館 1 階  平日 9:00～17:00 開室 （土・日・祝祭日を除く） 

※相談時間： 12:00～17:00 
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