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オープン

火曜～金曜

初級～中級

リアルタイム

ブリティッシュコロンビア大学 オンライン英語研修
The University of British Columbia, English Language Institute

25日間

研修期間：２０２１年２月２３日（火）～３月１９日（ 金 ）
※表記はすべて日本時間です。

研修代金：１３９,０００円
おすすめポイント
▶ 英語を学ぶだけでなく、異文化社会、メディア、環境問
題など国際的社会問題の知識を身につけることができる
▶ ヨガ教室、バーチャルツアー等のイベントや現地学生と
の交流やEnglish Only Policyで英語力をイッキにのばす

募集要項
⚫ 最少実施人数：１名
⚫ 最大募集人数：２０名
⚫ 対象語学レベル：英語力初級～中級
⚫ 授業実施時間帯：火～金 09：00～11：15（日本時間）
※ 授業に加え、週6時間のCourse Workがあります。
※ リアルタイムでの実施となります。
※ バンクーバー現地時間は日本時間－17時間です。
※ サマータイム開始後(3/15～)は、開始および終了時
間が1時間早くなります。
⚫ 参加環境：PCまたはタブレット、カメラ、スピーカー、
マイク、安定したインターネット環境が必要。学校指
定アプリケーションは現地オンライン学習Platform及
びZoom（無料版可）となります。
※ 通信費・光熱費は参加者負担となります。
【申込みに必要な書類】
〔全プログラム共通〕
◼ オンライン短期留学プログラム申込書
◼ オンライン海外留学プログラム誓約書
◼ 申込金の払込受領書（ご利用明細書等）のコピー
※ 金融機関により名称が異なる場合があります。

留学先について
ブリティッシュコロンビア大学は世界大学ランキング40位
以内にランクインする名門大学です。キャンパス内には図
書館、庭園、博物館、劇場、ギャラリー、レストランなど
の施設があり、50,000人以上もの学生が在籍しています。
早稲田大学とは長期留学プログラムも実施しています。語
学研修を行っているEnglish Language Instituteは、ブリ
ティッシュコロンビア大学のメインキャンパス内に設立さ
れた大学附属の研修施設です。
【留学先HP】https://eli.ubc.ca/

プログラムについて
●プログラム名：Global Citizenship through English (GCE)
Online program

GCE Online programに参加します。クラスは、プログラ
ム開始前にZoomにてPlacement test(Speaking)を実施、
英語の習熟度別に編成されます。１クラス当たりの最大人
数は18名です。講義の他に参加者間での共同学習や現地学
生とのDiscussionに取り組みます。例年、授業の中で異文
化社会や、環境問題、メディアなどの様々なテーマを扱っ
た内容を学習し、語学の向上だけでなく、国際社会につい
ての知識を身につけることを目的としています。参加者の
多くは日本人ですが、現地大学が企画するオンラインイベ
ント(現地学生によるヨガ教室や料理教室など)も予定されて
おり、English Onlyポリシーのもとで英語を使用する環境
が整っています。
【プログラム紹介HP】
https://eli.ubc.ca/global-citizenship-english-online

〔プログラム別〕
◼ ブリティッシュコロンビア大学指定願書

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、申込必要書類の提出方法については、対

火

面での提出ではなく、メール添付にて、申込必要書類の電子版を指定されたファイ
ル形式にて指定期間内に留学センターへ提出していただく予定です。
※ 申込必要書類の提出方法・提出期間等の詳細は、申込の結果、プログラムへの参加
者として決定した方に別途お送りするご案内メールにてお知らせいたします。

09:00
～ 11:15
上記時間外

水

木

金

Online Class
Course Work/Asynchronous Study
Examples:
⚫ Participating in weekly discussion forums
⚫ Recording & posting video responses or oral diaries
⚫ Writing critical reflections or email responses
⚫ Working with classmates on project etc...

※ スケジュールは留学先機関などの諸事情により一部変更となる場合があります。

ブリティッシュコロンビア大学 オンライン英語研修
Global Citizenship through English (GCE) Online
Program Format

Program Themes

※日程表は現地時間の表示となりますので、時差にご注意ください。
※現地のスケジュール、内容は現地受入れ側の都合により一部変更となる場合があります。

2020年度春季短期留学プログラム UBC申請フォーム
Family Name

記入例

Waseda

First Name

Hanako

Birthday
M/F
(dd/mm/yyyy)

Nationality

Native Language(s)

Level of English

Status in Canada (see above)

20/07/1999

Japanese
※二重国籍
の場合は、
その旨を記
入してくださ
い

Japanese

LI
※
回答方法は下記の①を参照

TV
答方法は下記の②を参照

F

Home Address

※回

City

1-7-4-14-1F Nishi-Waseda
Shinjuku※現住所ではなくご自宅の住所
ku
を入力してください

Province

Country

Postal Code

Email

Tel

Tokyo

Japan

169-0051

※Wasedaメール 03-32089602
を入力

Mark with an x to confirm each student has read
and agrees to the checklist above

x

こちらに→
ご記入下さい

①Level of English（英語のレベル）: 次の中から該当するものを選択してください。 【E = Elementary（初級）, LI = Lower Intermediate（中級下）, I = Intermediate（中級）, UI = Upper Intermediate（中級上）, A = Advanced（上級）】
②Status in Canada（滞在資格について）: 次の中から該当するものを選択してください。【 TV = Tourist/Visitor（日本国籍の場合）; LI = Landed Immigrant（カナダへ移住された場合）; CC = Canadian Citizen（カナダ国籍）; OT = Other (その他)】
③以下の内容をよく読み、同意をした上で、上記の申請フォームの最後の項目に「x」を入力してください。

Privacy Statement
Personal information provided on this form is collected pursuant to section 26(c) of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act ("FIPPA"). The information will be used for the purposes of: admission; registration; academic progress; notification of future courses; and operating other UBC ‐related programs. UBC may share and disclose personal information within the University to carry out its
mandate and operations. Your contact information will not be released to others outside of UBC, except as authorized under the FIPPA. Should you have any questions about the collection of your information, please contact the Manager, Marketing Services, UBC Extended Learning, 410 ‐5950 University Boulevard, Vancouver, BC, V6T 1Z3.

Notes to registration fields:
Level of English:
Status in Canada:
Application Checklist:
For each student, confirm the following:

Select one of the following: (E = Elementary, LI = Lower Intermediate, I = Intermediate, UI = Upper Intermediate, A = Advanced)
Select one of the following: TV = Tourist/Visitor; WH = Working Holiday; LI = Landed Immigrant; RS = Require a Student Visa; SV = I have a student visa; WP = I have a work permit; CC = Canadian Citizen; OT = Other (please specify)

I have a basic understanding of English.
It is my responsibility to meet Canadian visa requirements.
I meet the minimum age requirement for the program I have chosen.
I understand that the $150 application fee, $300/$600 of tuition for each session, and accommodation fees are non-refundable.
I agree to follow all ELI and UBC guidelines and policies.
I agree that it is my responsibility to read the pre-departure handbook.
I agree for my grades to be released to my home institution.
By providing my email address on this form, I consent to be contacted by email to receive information about the programs and services offered by Extended Learning at The University of British Columbia (UBC). I may withdraw my consent at any time by contacting:
English Language Institute, UBC Extended Learning, The University of British Columbia. 2121 West Mall, Vanocuver BC V6T 1Z4 Canada. Tel: 1.604.822.1555, eli.groups@ubc.ca, eli.ubc.ca. For information about privacy , please see below/on reverse.

