
2020年度春季
オンライン短期留学プログラム

募集要項・プログラムガイド

研修企画・実施：早稲田大学留学センター



11月20日（金）12：30 ～ 11月23日（月）12：30
• 申込み受付は先着順です。早めに希望のプログラムの申込みをしましょう。
• MyWasedaでの申請方法は、P.６にて確認してください。

申込み期間

11月24日（火）
• 「申込み結果通知メール」をWasedaメールに送信します。
• 通知は、結果内容にかかわらず申込みをした方全員に通知します。
• MyWasedaの登録だけでは申込みは完了しません。

申込み結果通知

書類提出期間：11月25日（水）～ 11月30日（月）
申込み金支払期日：11月30日（月）15：00
• 各プログラムが指定する必要申込み書類については、メール添付にて提出

してください。詳細は、参加者へ別途ご案内します。
• 申込み金は留学センター指定の金融機関口座にお支払いください。口座の

詳細は参加者に別途お知らせします。
• 申込み金は研修代金に充当されます。

申込み書類提出
申込み金支払い

1月中旬～下旬（予定）
• 録画されたオリエンテーション等をオンラインにて視聴していただく予定

です。
• 実施日時等の詳細については、参加者へ別途ご案内します。

オリエンテーション

• プログラムによっては、授業初日より前に留学先機関にてオリエンテー
ション日が設定されている場合があります。

• プログラム開始当日までに参加環境を整え、受講時間を間違えないよう
ご注意ください。

受講開始

▶ 申込みからプログラム開始までのスケジュール P.２

▶ 申込みにあたっての注意点 P.３～４

▶ オンライン短期留学プログラム受講に関する注意点 P.５

▶ オンライン短期留学プログラム申込み方法 P.６

▶ プログラム別申込み金・違約金 一覧表 P.７

▶ 2020年度春季オンライン短期留学プログラム 一覧表 P.８

▶ プログラムガイド P.９～１８

CONTENTS

11月16日（月）12：20 ～
• 募集要項・プログラムガイドに記載されている応募方法のポイントを説明し

ます。
• 事前予約は不要です。
• オンライン短期留学プログラム申込みにあたって、本説明会の参加は必須で

はありません。

募集説明会

申込みからプログラム開始までのスケジュール
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本募集要項・プログラムガイドにて、募集条件やプログラム内

容をよく確認してください。

申込み書類の一部「オンライン留学プログラム誓約書」をよく

読み、必ずご両親や保証人の同意を得たうえで申込みをしま

しょう。参加決定後にキャンセルをすることがないよう、ご自

身の学事（授業や試験、科目登録等）や予定を申込み前によく

確認しましょう。参加決定後は、留学センターが正当と認める

理由以外による参加辞退は認めていません。キャンセルとなっ

た場合には、理由にかかわらず規定の違約金が適用になります

ので注意してください（P.７参照）。

プログラム受講にあたって受講場所の指定はありませんが、オ

ンライン短期留学プログラムが実施される期間に新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により、プログラムを受講するための

参加環境が維持できずキャンセルとなった場合でも、研修代金

の返金はありません。

オンライン短期留学プログラムによっては、学部生か大学院生

の種別、国籍等の条件によって参加ができない場合があります。

※ 2021年3月に卒業をする方は3月16日以降に終了するプログ

ラムへの参加はできません。

※ 2021年度春学期から1学期相当以上の留学を予定している方

は、プログラムのスケジュールの関係で、春季オンライン短

期留学プログラムへの参加を認められない場合があります。

なお、中長期留学プログラム参加によりオンライン短期留学

プログラムへの参加を辞退したとしても、申込み成立後は規

定の違約金が適用されますので、ご注意ください。

※一部のプログラムは申込み時に語学スコアの提出が求められ

るものや面接が必要なものもあります。特に語学スコアの提

出が必要なプログラムは、申込み時に指定のスコアに達した

語学能力証明書が提出できるよう、早めに受験してください。

※人間科学部ｅスクール（通信教育課程受講者）も応募可能で

す。

※当プログラムは正規生のみ応募可能です。（科目等履修生、

交換留学生は出願資格を有しません）。

また、オンライン短期留学プログラムは日本の学校の春季休業

期間中に実施されるため、プログラムによっては時期的に日本

人の参加が多くなる可能性があることをよく理解したうえで申

込みをしてください。プログラムガイドに「クローズ」と表記

のあるプログラムについては、早大生のみ参加のプログラムと

なります。

留学先機関等の諸事情によりプログラム内容（費用を含む）の

一部が変更になることがあります。また、参加者の数が最少人

数に達しない場合には、留学先機関等と協議のうえ実施の可否

を決定します。実施可となった場合、参加希望者の承諾を得た

うえで研修代金が増額となることがあります。また、場合に

よってはプログラム実施不可となる可能性もあります。

「先着順」とは、MyWasedaでの登録順で、MyWaseda上の指

定URL申請フォームで必要事項を入力し、「保存」ボタンを押

した時点で順番が確定します。全項目に正しい内容を入力しま

しょう。申請期間外の受付はできませんので、時間に余裕を

もって登録してください。申込み期間中であっても定員を超え

たプログラムは、募集を終了します。MyWaseda上の申請

フォーム内に【募集終了】と表記されているプログラムが募集

を終了したプログラムになります。二次募集はありません。

プログラムは第二希望まで申請が可能です。「保存」ボタンを

押すと、「受付完了メール」が自動送信されますので、手続き

が完了するまで保管しておいてください。申請内容は、申請登

録指定URLにて、再度ログイン後、ご確認いただけますが、ご

自身の申請内容はお手元に控えをとっておく事とをお勧めしま

す。

申込み結果は別途Wasedaメールにて通知します。申込み期間

中は何度でも登録ができますが、一番最後に登録した内容をも

とに受付けします。登録を繰り返すと先着順の申込み順位が下

がりますので注意してください。一度登録した内容や希望する

プログラムを変更する場合は再度、指定URLにアクセスし、入

力内容を変更した後に「保存」ボタンをクリックしてください。

受付の結果、第二希望のプログラムに参加が決定する場合もあ

るため、プログラムは慎重に選択してください。また、同じ留

学先機関で複数のプログラムがある場合もあります。申込み前

に内容をよく確認の上、申込みするようにしてください。

MyWasedaでの登録の際、「志望理由」を入力する欄がありま

す。第一希望のプログラムについての志望理由を、プログラム

で学ぶ、または使用する言語の学習状況を含め350字以上～

400字以内で入力してください。また、在学中の累計のGPAを

記入する欄もありますので、MyWaseda上で確認のうえ入力し

てください。入学後半年未満の場合はGPAは算出されないため

入力は不要です。志望理由が不明確であったり文字数が少ない

場合は、申込みの理由を確認する場合があります。

①申込む前によく確認を！

②プログラムごとの申込み・参加制限に注意！

③プログラム内容の変更について

④申込みはMyWaseda申請・登録順による「先着順」です！

プログラム選びは慎重に！
本当に参加したい
プログラムだけ選ぼう！

募集要項や
プログラムガイドは
よく確認してください！

申込みにあたっての注意点
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指定期間内に申込み金を支払い、各プログラムが指定する申込

み書類を提出して申込み完了です! 指定期間外の申込み金の支

払い、申込み書類提出は受付できません。MyWasedaでの登録

のみでは正式な申込み完了とはなりません。指定期間内に手続

きが完了しないと申込みが取消しになることがあるので注意し

ましょう。申込み書類は、プログラムによって異なりますので、

各プログラム紹介ページで確認してください。申込み書類は、

提出前に自分用の控えをコピーし保管してください。

申込み金は研修代金に充当されます。研修代金の残金のお支払

期日は、別途参加者にご案内します。

（支払期日：12月下旬～1月予定）

留学センターのオンライン短期留学プログラムは単位登録が可

能です。学部生は任意で海外研修科目「海外語学・文化研修プ

ログラム（春季）」（2021年度春学期設置科目扱い）の科目

登録を行うことができます（1月予定）。なお、プログラムに

よって単位数は異なります。手続き概要は留学センターからの

メールにて確認してください。科目登録決定後は、取消および

科目区分の変更はできませんので注意しましょう。

以下の場合は、科目登録ができません。

※ 2021年3月卒業を予定している場合

※ 2021度春学期から1学期相当以上の留学/休学を予定してい

る場合

※人間科学部eスクール（通信教育課程受講者）所属の場合

なお、科目登録しない場合もプログラムへの参加はもちろん可

能です!

就職活動や部活・サークル活動等個人的理由で、各プログラム

が指定する研修開始日、研修終了日を変更することはできませ

ん。

学事（授業や試験）の都合等やむを得ない事情によりすべての

研修が受講できない可能性がある場合は、留学センターから参

加可否連絡のメール（申込み結果通知メール：11月24日配信

予定）を受け取ってから5日以内に相談してください。留学セ

ンターで検討し、留学先機関と確認のうえ、参加可否をお知ら

せします。すべての研修が受講できないものの参加可能と認め

られた場合、参加しない期間の研修代金の返金はできません。

また、成績証明書等が留学先機関より発行されない場合もあり

ますので、ご注意ください。

システム上のトラブルについては基本的には留学センターで対

応できないため、まずはご自身で留学先機関の担当者やITサ

ポート部署等へ連絡のうえ、対処するようにしてください。ま

た、その他トラブルについても、留学センター開室時間外では

対応できない場合がありますので、予めご了承ください。

海外のオンラインプログラム受講にあたっては、P. 5の注意点

も必ずご確認ください。

⑤申込み後、参加が決まったら・・・

⑥大学の単位にしたい！

⑦日程の変更はできません！

⑧トラブル発生時はまず留学先機関へ確認・相談を！

日程変更はできないので
しっかりスケジュールを
立てて授業を受けよう！

申込みにあたっての注意点（つづき）
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海外のオンラインプログラム受講にあたっては、日本時間と

昼夜逆転となる国・地域の留学先機関もあるため、開講時間

を事前によく確認してください。また、留学先機関のある

国・地域によっては、プログラム期間中にサマータイムが実

施されます。サマータイムが実施されると、通常の時期より

開講時間が1時間早まりますので、ご注意ください。

開講時間を要チェック！

オンライン上で現地時間のリアルタイムで実施される授業形

態が多いコースもあれば、事前に録画された授業の動画コン

テンツを利用して授業を進める形態のコースもあります。ご

自身の生活や学習スタイルも含めてご検討いただき、各プロ

グラムの授業形態をよく確認してください。あわせて、受講

を決める前には、春休み中の他の予定も考慮に入れ、受講を

継続できる、また、ご自身にあったプログラムを選ぶように

しましょう。

授業形態について

研修への参加にあたり、受講のための環境整備をご自身の責

任のもと、必ず整えておくようにしてください。海外での大

学のコースでは、パソコンやタブレットでの受講を求められ

ることも多く、スマートフォンでの参加が難しい場合もあり

ます。各プログラムガイドの「募集要項」欄にて参加環境を

確認のうえ、申込みをするようにしてください。

パソコンでの利用の場合でも、インターネットのブラウザ

（Microsoft Edge, Google Chromeなど）を最新のバー

ジョンに更新しておく、オンラインツールの最新アプリケー

ションをインストールするなど、授業受講に必要な通信環境

の条件もご自身にて整備していただく必要があります。また、

オンライン授業で語学を学習する際、リアルタイムで実施さ

れる授業の場合、カメラやマイクをオンにして参加すること

が求められる可能性が多くありますので、必ずマイクやカメ

ラなどの動作確認も事前に行ってください。併せて、授業を

受講する場所も、雑音などが入らない場所なども含めて、授

業開始前に環境を整備しておくようにしてください。

プログラムによっては、ZoomやGoogle meetなどのプラッ

トフォームを利用してオンライン授業を行うことがあります

が、必ず授業開始前までにインストールおよび動作の確認を

しておくようにしてください。プログラムによっては、海外

の大学独自の通信システムを利用をする場合もありますので、

留学先機関のプログラム担当者の指示に従って整備をしてお

くようにしてください。システム上のトラブルが発生した場

合も、各プログラムの留学先機関の担当者やITサポートの部

署等に確認をして進めるようにしてください。

なお、オンライン授業を受講する上で、通信環境の確保は大

変重要です。リアルタイムでの授業についていける通信デー

タ容量やスピードなども確保できるように通信環境を整えて

おくようにしてください。通信やパソコンなどのトラブル、

受講に関わるトラブルについてもご自身での責任になり、そ

の場合の研修代金の返金もありません。また通信費用もご自

身でのご負担になりますので、予めご了承ください。

受講に必要な通信環境を整えましょう

オンライン留学にあたり、留学先機関のプログラムでは、少

人数制の授業における積極的な発言などを評価している傾向

もあります。対面での授業形態と異なり、表情やジェス

チャーなどが伝わりにくいこともありますので、分からない

時はきちんと分からないと意思表示をして発言をすることや

恥ずかしがらずに発言をするように意識して参加するように

しましょう。

オンラインでの授業を録画してくれているプログラムの場合

は、復習等に利用し学習効果を高める工夫をしてください。

最後に、プログラムの中で講義以外のアクテビティ等を設け

ているプログラムもあります。他のクラスメイトとも交流を

深める機会にもなりますので、イベントの参加を通じて、積

極的に交流をしてみてください。

オンラインプログラム受講の際の心得

オンライン短期留学プログラム受講に関する注意点
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https://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/abroad/short

１ 留学センターオンライン短期留学プログラムHPへアクセス

指定URLにアクセスすると、MyWasedaログイン画面
に移動するので、ログイン。

※ すでに MyWasedaにログイン済の場合は、申請フォーム画面
が表示されます。

２ MyWasedaへログイン

MyWasedaログイン後、「2020年度 春季オンライン短期留学プログラム申込みフォーム」へ。
注意事項など確認後、“申請”をクリック。必要事項を入力し、“保存”をクリックして完了！

３ 指定フォームより申込み登録

上記ホームページ内に、申請登録指定URL申請フォームリンクが
掲載されます（11月中旬予定）

※ MyWasedaログイン後のお知らせからもアクセス可能です。

※ 指定URLからの申請登録は11/20（金）
12:30～可能となります。指定時間前には登
録できません。

※ この募集要項に掲載のMyWaseda画面はテ
スト版の画面であり、実際の2020年度春季
短期留学プログラム申込みフォームの画面
とは異なる場合があります。

⚫ 申込みフォームは日本語ページのみの対応です。

⚫ 申請フォームは正しく、必須回答項目はすべて記入してください。

⚫ 「志望理由」を入力する欄があります。第一希望のプログラムについての志望理由を、プログラムで学ぶ、また
は使用する言語の学習状況を含め350字以上～400字以内で入力してください。

⚫ 在学中の累計の「GPA」を記入する欄もあります。 MyWaseda上で確認して入力してください。入学後半年未満
の場合はGPAは算出されないため入力は不要です。

⚫ 「保存 」ボタンを押すと、「受付完了メール」が自動送信されますので、手続きが完了するまで保管しておいて
ください。（このメールは参加プログラムが決定した際に留学センターがWasedaメールに送信する「申込み結
果通知メール」とは異なります）申請内容は、上記指定URLにて、再度ログイン後、ご確認いただけますが、ご
自身の申請内容はお手元に控えをとっておくことをお勧めします。

⚫ 申込み期間中は何度でも登録ができますが、一番最後に登録をした内容をもとに受付をします。登録を繰り返す
と先着順の申込み順位が下がりますので注意してください。一度登録した内容や希望するプログラムを変更する
場合は再度、指定URLにアクセスし、入力内容を変更した後に「保存」ボタンをクリックしてください。

⚫ プログラムは第二希望まで申請が可能です。二次募集は行いません。

⚫ MyWaseda申請フォームのシステムエラーについては、 ITヘルプデスクへ問い合わせてください。

⚫ 申請時間外の受付はできませんので、時間に余裕をもって登録してください。

〈MyWaseda 申請・登録時の注意〉

オンライン短期留学プログラム申込み方法
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No プログラム 申込み金 違約金

1
ブリティッシュ
コロンビア大学

３０，０００円

(全プログラム共通)

2020年12月1日以降：30,000 円
2021年1月25日以降：44,000 円 相当
2021年2月12日以降：73,000 円 相当
2021年2月22日以降：139,000 円 相当

２
カリフォルニア大学
ロサンゼルス校

2020年12月1日以降：30,000 円
2021年２月26日以降：314,000 円 相当

３ ワシントン大学
2020年12月1日以降：30,000 円
2020年12月18日以降：230,000 円 相当

４
ユニバーシティカレッジ

ロンドン
2020年12月1日以降：30,000 円
2021年2月10日以降：156,000 円 相当

５
マルタ大学

General Englishコース

2020年12月1日以降：30,000 円
2021年1月8日以降：46,000 円 相当
2021年1月18日以降：93,000 円 相当

６
マルタ大学

Intensive Englishコース

2020年12月1日以降：30,000 円
2021年1月8日以降：53,000 円 相当
2021年1月18日以降：118,000 円 相当

７ ミュンヘン大学
2020年12月1日以降：30,000 円
2021年1月14日以降：79,000 円 相当

８ モナシュ・カレッジ
2020年12月1日以降：35,000 円 相当
2020年12月9日以降：61,000 円 相当
2021年1月6日以降：158,000 円 相当

９ AUT大学

2020年12月1日以降：39,000 円 相当
2021年1月18日以降：49,000 円 相当
2021年2月1日以降：59,000 円 相当
2021年2月12日以降：136,000 円 相当

10 聖トマス大学
2020年12月1日以降：38,000 円 相当
2021年1月18日以降：79,000 円 相当
2021年2月1日以降：120,000 円 相当

11 中原大学 2020年12月1日以降：30,000 円

※ 上記の表に違約金が日本円（相当額）で表示されている場合、換算レート等により金額が変動するため、あくまでも目安額

とお考えください。

※ 現地通貨で表示されている場合も、申込者と留学センター間の代金に関する手続きは日本円で行われます。その際、違約金

の有無にかかわらず、すでに現地に海外送金されているプログラム参加費用を日本に返金してもらう手続きを行うなどの場

合は、換算レートや送金手数料により当初申込者によりお支払いいただいたとおりの額が返金できない場合もあります。

※ 返金手続きは申込み取消後、または留学先機関等との清算完了後1～2ヶ月程度を要することがあります。

以下のとおり、プログラムにより申込み取消にかかわる違約金がかかります。

プログラム別申込み金・違約金 一覧表
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No プログラム 語学
研修開始日
（日本時間）

研修終了日
（日本時間）

最大定員 履修単位

1
ブリティッシュ
コロンビア大学

英語 2月23日（火） 3月19日（金） 20名 1単位

２
カリフォルニア大学
ロサンゼルス校

英語 3月 2日（火） 3月26日（金） 10名 2単位

３ ワシントン大学 英語 2月 9日（火） 2月27日（土） 25名 1単位

４
ユニバーシティカレッジ

ロンドン
英語 2月12日（金） 2月26日（金） 25名 2単位

５
マルタ大学

General Englishコース
英語 2月 5日（金） 2月26日（金） 30名 2単位

６
マルタ大学

Intensive Englishコース
英語 2月 5日（金） 2月26日（金） 30名 2単位

７ ミュンヘン大学 ドイツ語 3月 1日（月） 3月26日（金） 15名 2単位

８ モナシュ・カレッジ 英語 2月 5日（金） 2月26日（金） 25名 2単位

９ AUT大学 英語 2月15日（月） 3月12日（金） 12名 2単位

10 聖トマス大学 英語 2月 8日（月） 2月24日（水） 15名 4単位

11 中原大学 中国語 3月 1日（月） 3月19日（金） 10名 2単位

【履修単位】（プログラム一覧表に記載）

学部生で海外研修科目「海外語学・文化研修プログラム
（春季）」（2021年度春学期設置科目扱い）として登録
した場合に付与される単位数です。科目登録をしない場合
もプログラムへの参加はできます。

【クラス運営】（プログラムガイドに記載）

「オープン」は、早大生以外の参加者も参加するプログラム、
「クローズ」は早大生向けに運営されているプログラムです。

【語学レベル】（プログラムガイドに記載）

各プログラムが指定する語学レベル参加条件の目安です。
「要語学スコア」と記載がない場合は TOEFL®等の語学
スコアシートの提出は不要です。下の表は目安として参照
してください。語学力を判定するプレイスメントテストを
踏まえてクラス分けされるプログラムが多いですが、同レ

ベルの参加者が少ない場合等は必ずしも最適のクラスに振
り分けられないこともあります。語学スコアシートの提出
が不要の場合、語学レベルの判断は自己判断で、やる気重
視です！

〈一覧表およびプログラムガイドに関する補足説明〉

初心者 学習歴がまったくない、またはほぼないビギナー。

初 級
使用できる単語や表現は限定的だが簡単な日常会
話はこなせる。自己紹介をしたり、簡単な質問を
したりすることができる。

中 級

留学先での生活にほぼ支障がない程度のコミュニ
ケーションがとれる。ある程度限定的な話題につ
いて会話、文章作成、読解ができ、ネイティブス
ピーカーとも緊張せず話すことができる。

上 級
自身が得意とするフィールドのみでなく幅広い話
題においてネイティブスピーカーとコミュニケー
ションがとれる。

2020年度春季オンライン短期留学プログラム 一覧表

8



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

研修代金：１３９,０００円

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。

募集要項

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

⚫ 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。

〔プログラム別〕

◼ ブリティッシュコロンビア大学指定願書

※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

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。

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/

留学先について

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

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

火曜～金曜オープン

初級～中級 リアルタイム

火 水 木 金

09:00
～ 11:15

Online Class

上記時間外 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...

コースNo.１

※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。
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募集要項

おすすめポイント

▶ レベルによってアメリカメディアや文化、広告やマーケ

ティング、文法・熟語などテーマを選んで英語を学ぶこと

ができる

▶ スピーキング、文法、リスニングなど、英語力をバランス

よく鍛える

⚫ 最少実施人数：１名

⚫ 最大募集人数：１０名

⚫ 対象語学レベル：英語力初中級～上級

⚫ 授業実施時間帯：火～金 9：00～15：00（日本時間）

※ リアルタイムでの実施となります。

※ ロサンゼルス現地時間は日本時間-17時間です。

※ サマータイム開始後（3/14～）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。

※ 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。

〔プログラム別〕

◼ UCLA Extension(ALC)指定オンラインアプリケーション

※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。

1919年創立のUCLAは、10校で構成されるカリフォルニア
大学システムと呼ばれる大学群の1つで、バークレー校、サ
ンフランシスコ校に次いで歴史のある、全米でもトップク
ラスの名門大学です。研修が行われるUCLA Extensionの
一部、American Language Centerでは多くの教師が
TESOL（英語教授法）の修士号を持ち、集中英語プログラ
ムが提供されています。

【留学先HP】https://www.uclaextension.edu/

留学先について

プログラムについて

● プ ロ グ ラ ム 名 ： Intensive English Communication
Program (IECP)

IECP（Intensive English Communication Program）は、
ご自身のレベルにあわせて英語力向上を目指す方にお勧め
のプログラムです。授業には、英語でのコミュニケーショ
ンスキルや、リスニング・スピーキング能力のスキルアッ
プを目指します。プレイスメントテストにより英語力ごと
にクラスが分かれ、レベルによっては希望のトピック
（Academic／Business／Culture）を選択することも可能
です。Academicトピックでは文法や熟語等を学び、
Businessトピックでは広告やマーケティングなどをトピッ
クにビジネスコミュニケーションスキルのアップを目指し
ます。Cultureトピックではアメリカのメディアや文化をト
ピックに英語を学びます。午後は英会話を中心に学びます。

【プログラム紹介HP】

https://www.uclaextension.edu/english-language-
programs-american-language-center/intensive-english-
communication-program-iecp

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

火 水 木 金

9:00
～12:00

Academic / Business / Culture Courses

Break

13:00
～15:00

English Class

※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。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 オンライン英語研修
University of California, Los Angeles Extension, American Language Center
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火曜～金曜オープン

初中級～上級 リアルタイムコースNo.２

25日間

研修代金：３１４,０００円

研修期間：２０２１年３月２日（火）～３月２６日（金）
※表記はすべて日本時間です。

https://www.uclaextension.edu/
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp


募集要項

おすすめポイント

▶ 世界の名門パブリック・アイビー校を体感！

▶ アメリカ人学生との会話練習でスピーキング力アップ

▶ バーチャル観光でシアトルの名所を巡る！

⚫ 最少実施人数：１２名

⚫ 最大募集人数：２５名

⚫ 対象語学レベル：英語力初級～上級

⚫ 授業実施時間帯：火～土９：00～12：00（日本時間）

※ リアルタイムでの実施となります。

※ シアトル現地時間は日本時間－17時間です。

⚫ 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。

※ 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。

〔プログラム別〕

◼ なし

※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

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。

ワシントン大学は、1861年に設立された世界的に有名な大

学のひとつで、大都市としての機能と小さな街のような心

地の良さを兼ね備えた街・シアトルの中心地に位置してい

ます。学生数は4万5千人を超える大規模校です。周辺には

美しい自然の景色が広がり、気候も穏やかな環境です。早

稲田大学とは長期留学プログラムも実施しています。

【留学先HP】

https://www.washington.edu/

留学先について

プログラムについて

●プログラム名：Short Term English Program（STEP）

英語のコミュニケーション能力を向上させる3週間の短期

英語プログラム（STEP）に参加します。週15時間のカリ

キュラムが設定されており、主にリスニング、スピーキン

グの強化を目指します。初日に行われるクラス分けスピー

キングテストにより、初級レベルから上級レベルまで自分

の語学力にあったクラスで英語と文化を学ぶことができま

す。1 クラスは12 ～ 18名で構成され、アメリカ人学生と

の会話練習などで日常の英語表現も学ぶことができ、異文

化に触れることができます。プログラム期間中はバーチャ

ルでのシアトル観光も予定されています。

【プログラム紹介HP】

https://www.ielp.uw.edu/programs/short-
programs/online-step/overview/

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

火 水 木 金 土

9:00 
～11:00

English Language Class

11:00 
～12:00

Virtual Tours, Seattle; Pike Place Market

コースNo.３

※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。
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火曜～土曜オープン

初級～上級 リアルタイム

ワシントン大学 オンライン英語研修
University of Washington

19日間

研修代金：２３０,０００円

研修期間：２０２１年２月９日（火）～２月２７日（土）
※表記はすべて日本時間です。

https://www.washington.edu/
https://www.ielp.uw.edu/programs/short-programs/online-step/overview/


募集要項

おすすめポイント

▶ 大学世界ランキングトップ１０の常連校を体感できる！

（2020年度版QS大学世界ランキング）

▶ リサーチプロジェクトを通して英語力４技能を徹底的に

鍛える!

▶ オンラインでもロンドン周辺の文化的に重要な場所を

バーチャルツアーで楽しめる！

⚫ 最少実施人数：１名

⚫ 最大募集人数：２５名

⚫ 対象語学レベル：英語力中級～上級

⚫ 授業実施時間帯：月～金 18：30～21：30（日本時間）

※ リアルタイムでの実施となります。

※ イギリス現地時間は日本時間－9時間です。

⚫ 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。

⚫ 研修代金内訳：授業料、早大プログラム開発費

※ 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。

〔プログラム別〕

◼ 現地指定オンラインアプリケーション

※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。

ユニバーシティカレッジロンドンはロンドン大学を構成す
るカレッジのひとつで、イギリスにおいて初めて人種・階
級・宗教等の区別なく全ての学生に広く門戸を開いた総合
大学です。世界大学ランキングでも常に上位に名を連ねて
います。在学生の41パーセント以上がイギリス以外の国の
出身で、そのため国際的でオープンな雰囲気が大学全体に
あります。

【留学先HP】

https://www.ucl.ac.uk/languages-international-education/

留学先について

プログラムについて

● プ ロ グ ラ ム 名 ： UCL Online English Course for
International University Students

ユニバーシティーカレッジロンドンのSpring English
Courseはバーチャルでイギリスの学生生活を体験すること
ができるプログラムです。コミュニケーション能力の向上
に重点をあて、話す・聞く・読む・書くという4技能の技
術向上を目的としています。

授業の一環としてリサーチを含むプロジェクトに取り組ん
だり、ロンドン周辺の文化的に重要な場所にオンラインで
訪問するバーチャルツアーに参加できます。

その他、現地大学の学生とのバーチャル交流会（予定）を
通して、オンライン授業でもロンドンの大学生活を感じる
ことができます。

【プログラム紹介HP】

https://www.ucl.ac.uk/languages-international-
education/summer-courses/ucl-online-english-course-
international-university-students

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

月 火 水 木 金

18:30
～20:30

Live seminars and workshops

20:30
～21:30

Tutorials or guided study

※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。
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ユニバーシティカレッジロンドン オンライン英語研修
University College London

コースNo.４

月曜～金曜オープン

中級～上級 リアルタイム

15日間

研修代金：１５６,０００円

研修期間：２０２１年２月１２日（金）～２月２６日（金）
※現地オリエンテーションは2月12日（金）に実施されますが、授業初日は2月15日（月）となります。

※表記はすべて日本時間です。

https://www.ucl.ac.uk/languages-international-education/
https://www.ucl.ac.uk/languages-international-education/summer-courses/ucl-online-english-course-international-university-students


募集要項

おすすめポイント

▶ 修士号取得者の経験豊富な教師陣から学ぶことができる

質の高いレッスン

▶ リアルタイム授業ながら、比較的受講しやすい時間設定

⚫ 最少実施人数：GE／IE 各１名

⚫ 最大募集人数：GE／IE 各３０名

⚫ 対象語学レベル：英語力初級～上級

⚫ 授業実施時間帯：

GE：月～金 17：00～20：30（日本時間）

IE ：月～金 17：00～22：00（日本時間）

※ リアルタイムでの実施となります。

※ マルタ現地時間は日本時間－8時間です。

※ GEコース・IEコースで、終了時間が異なります。

⚫ 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。

〔プログラム別〕

◼ マルタ大学指定願書

※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。

400年以上の歴史を持つマルタ大学の附属語学学校Malta
University Language Schoolにて学びます。ケンブリッジ
英語教授法認定資格者または修士号取得者の経験豊富な講
師陣が揃っており、アジア、ヨーロッパ、南米など多くの
国から学生を受け入れています。

【留学先HP】

https://www.universitylanguageschool.com/

留学先について

プログラムについて

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

月 火 水 木 金

17:00 
～18:30

General English Class

Break

19:00 
～20:30

General English Class
（GEコース受講者はこの授業で終了）

Break

21:00
～22:00

Conversation Class
（IEコース受講者のみ）

※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。

月曜～金曜オープン

初級～上級 リアルタイム

マルタ大学 オンライン英語研修
Malta University Language School

コースNo.６

コースNo.５

22日間

研修代金：

研修期間：２０２１年２月５日（金）～２月２６日（金）
※現地オリエンテーションは2月5日（金）に実施されますが、授業初日は2月8日（月）となります。

※表記はすべて日本時間です。

General English (GE) コース ９３,０００円

Intensive English (IE) コース １１８,０００円
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平均10名（最大14名）の少人数制で、基本的な4技能「話
す・聞く・読む・書く」とあわせ、文法・語彙力・発音も
強化していくクラス内容となっています。事前にオンライ
ンテストがあるため、自分のレベルに合ったクラスで学ぶ
ことができます。

IEコースについては、General English Onlineに加え、ス
ピーキング力向上に特化したConversation Classを毎日1時
間受講します。

【プログラム紹介HP】

https://www.universitylanguageschool.com/online-courses/

●プログラム名：
GEコース：General English Online
I Eコース：Intensive English Online

https://www.universitylanguageschool.com/
https://www.universitylanguageschool.com/online-courses/


募集要項

おすすめポイント

▶ 語彙・文法のおさらいなどの初級クラスに定評あり

▶ 最大15名の少人数クラス

▶ 初級から上級までそれぞれのレベルに合ったカリ

キュラムで学べるため、上級者も十分成長できる！

⚫ 最少実施人数：１名

⚫ 最大募集人数：１５名

⚫ 対象語学レベル：ドイツ語力初級～上級

⚫ 授業実施時間帯：月～金 18：00～21：15（日本時間）

※ リアルタイムでの実施となります。

※ ドイツ現地時間は日本時間－8時間です。

⚫ 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。

〔プログラム別〕

◼ ミュンヘン大学指定オンラインアプリケーション

※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。

ミ ュ ン ヘ ン 大 学 （ Ludwig-Maximilians-Universität
München）は、研究、技術など高等教育の主要都市である
ミュンヘンの中心に位置しています。1472年に創立され
540年以上の歴史を誇る、18の学部からなる総合大学で、
140ヵ国ほどから約50,000人の学生が学んでいます。ノー
ベル賞受賞者を多数輩出するなど、研究分野を中心に、国内
外から常に高い評価を獲得しているドイツの名門大学のひと
つです。早稲田大学とは長期留学プログラムも実施していま
す。

【留学先HP】
https://www.en.uni-muenchen.de/index.html

留学先について

プログラムについて

● プ ロ グ ラ ム 名 ： Study Preparation-Intensive
Language Course

留 学 生 向 け の ド イ ツ 語 研 修 プ ロ グ ラ ム （ Study
Preparation-Intensive Language Course）に参加しま
す。このプログラムは、「学生としてミュンヘン大学で勉
強をしたり、ミュンヘンで暮らすために必要なスキルを身
につけること」を目的としており、言語面・文化面から研
修を行います。1クラス15人までの少人数クラスで、事前
のクラス分けテスト（A1-C1）によって、自分のレベルに
合ったクラスで学べます。クラスによっては宿題の提出が
あり、中・上級クラスではプレゼンテーションの発表が課
されます。また、プログラム中には、2回の Virtual field

trips があり、ミュンヘン大学キャンパスのリモートツアー
を予定しています。

【プログラム紹介HP】

https://www.lmu-preparation.de/en/content/Preparation_IUCM

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

月 火 水 木 金

18:00 
～20:15

Online Live session: Everyday life in Germany

Break

20:30 
～21:15

Live conversation session

※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。 14

月曜～金曜オープン

初級～上級 リアルタイムコースNo.７

ミュンヘン大学 オンラインドイツ語研修
Ludwig-Maximilians-Universität München

26日間

研修代金：７９,０００円

研修期間：２０２１年３月１日（月）～ ３月２６日（金 ）
※表記はすべて日本時間です。

https://www.en.uni-muenchen.de/index.html
https://www.lmu-preparation.de/en/content/Preparation_IUCM


募集要項

おすすめポイント

▶ モナシュカレッジや大学へのイベント、アクティビ

ティに参加ができ、モナシュ大学生との交流もあり

▶ 最新のビデオやテクノロジーを駆使し、インターアク

ティブな授業が受けられる

⚫ 最少実施人数：１名

⚫ 最大募集人数：２５名

⚫ 対象語学レベル：英語力中級～上級

⚫ 授業実施時間帯：月～金 9：30～14：30（日本時間）

※ リアルタイムでの実施となります。

※ メルボルン現地時間は日本時間＋2時間です。

⚫ 参加環境：スピーカー、マイク、WebカメラのあるPC

もしくはノートパソコン、安定したインターネット環境

が必要です。

※ 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。

〔プログラム別〕

◼ 英語能力証明書 IELTS 4.0以上相当（TOEFL iBT 31,

TOEFL ITP 400, TOEIC 500, Duolingo 55）

※IELTSスコアを持っていない場合は、別途インタビューが実施される場合があります。

※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

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。

モナシュ・カレッジは、名門モナシュ大学の傘下にあり、
語学の習得のみならず、大学入学のためのアカデミックス
キ ルを高めるコースなど幅広く留学生に提供しています。
モナシュ大学は世界大学ランキングでも常に上位に位置す
る、言わずと知れた世界的な名門大学のひとつで、早稲田
大学とは長期留学プログラムも実施しています。

【留学先HP】

https://www.monashcollege.edu.au/

留学先について

プログラムについて

●プログラム名：English and Global Careers Program

English and Global Careers Programは、日常会話とビ
ジネスコミュニケーションにフォーカスされた3週間のプ
ログラムです。英語の資格検定試験スコアならびにインタ
ビューの結果に基づいて、Intermediate、Advancedのど
ちらかにクラス分けされます。なお、インタビューは提出
された資格検定試験スコアによっては実施しない可能性も
あります。

このプログラムではeラーニングマネージメントシステム
のMoodleを使うため、授業内はもとより、授業外でも個人
学習に役立てられます。

【プログラム紹介HP】

https://www.monashcollege.edu.au/english-and-global-careers

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

月 火 水 木 金

9:30 
～11:30 English Module Careers Module

Lunch time

12:30 
～14:30 English Module Careers Module

※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。
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月曜～金曜オープン

中級～上級 リアルタイム
コースNo.８

モナシュ・カレッジ オンライン英語研修
Monash College

22日間

研修代金：１５８,０００円

研修期間：２０２１年２月５日（金）～２月２６日（金）
※現地オリエンテーションは２月５日（金）に実施されますが、授業初日は２月８日（月）となります

※表記はすべて日本時間です。

https://www.monashcollege.edu.au/
https://www.monashcollege.edu.au/english-and-global-careers


募集要項

おすすめポイント

▶ スピーキング、リスニング、リーディング、 ライティング機会

があり、 4つのスキルを高めたい方におすすめ

▶ オンライン授業でも、教師、スタッフによる充実のサポート

⚫ 最少実施人数：８名

⚫ 最大募集人数：１２名

⚫ 対象語学レベル：英語力初級～上級（同じクラスに

様々なレベルの学生がいる場合もあり）

⚫ 授業実施時間帯：月～金 9：00～15：00の間に３時間

行う予定です。（日本時間）

※ リアルタイム・オンデマンドのハイブリッドでの実

施となります。

※ ニュージーランド現地時間は日本時間＋4時間です。

⚫ 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Zoom（無料版可）、

AUT Blackboard Student Learning Management

System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。

〔プログラム別〕

◼ AUT大学指定願書

※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。

オークランドにあるAUT大学（オークランド工科大学）に

は、2万5千人以上の学生が在籍し、海外からの留学生も多

く、国際色豊かな大学です。本プログラムは、AUT大学の

International Houseが提供しているオンラインプログラ

ムとなります。International House は、質の高い語学教

育の開発、提供の最前線にある語学学校です。研修中は、

コミュニケーションスキルを磨くことができます。

【留学先HP】

https://www.aut.ac.nz/international/international-
house-english-language-school

留学先について

プログラムについて

●プログラム名：4-week Academic English Online

※ 本プログラムは早大生のみ参加のプログラムです。

4週間じっくり学ぶプログラムです。Online Academic

Englishで文法、語彙、 発音に重点を置きながら4つのス

キル（スピーキング、リスニング、リーディング、 ライ

ティング）をバランスよく学びます。対面クラスと同様に

個人宛のフィードバックも教師たちからもらえます。言語

を分析および解釈するためのスキルを開発する機会があり

ます。また、大学レベルでのアカデミック英語の知識と使

用を習得することができます。

月 火 水 木 金

9:00 
～15:00

Online Academic English

コースNo.９

月曜～金曜クローズ

初級～上級 ハイブリッド

AUT大学 オンライン英語研修
AUT University, International House

26日間

研修代金：１３６,０００円

研修期間：２０２１年２月１５日（月）～３月１２日（金）
※表記はすべて日本時間です。

16

※授業は９：00～15：00（日本時間）の間に3時間実施される予定です。
※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。

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

https://www.aut.ac.nz/international/international-house-english-language-school


募集要項

おすすめポイント

▶ 一日8時間の授業で英語漬けになれるプログラムが魅力！

▶ 「話す、聞く、読む、書く」をバランスよく学ぶ！

▶ 聖トマス大学生のStudent Assistant による Buddy

制度で英会話力アップ！

⚫ 最少実施人数：１１名

⚫ 最大募集人数：１５名

⚫ 対象語学レベル：英語力初級～上級

⚫ 授業実施時間帯：月～金 8：00～18：00（日本時間）

※ リアルタイムでの実施となります。

※ フィリピン現地時間は日本時間－1時間です。

⚫ 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大学指定クラウドシステム

（Blackboard）となります。（Zoomも可）

※ 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。

〔プログラム別〕

◼ 聖トマス大学指定願書

※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。

聖トマス大学は1611年に設立され、フィリピン大学、デラ
サール大学、アテネオデマニラ大学とともに、フィリピン
では名門といわれる4大学のひとつで、フィリピン最古の大
学といわれています。キャンパス内には歴史が感じられる
建物が立ち並び、芝生のスポーツ広場が広がっています。

【留学先HP】

http://www.ust.edu.ph

留学先について

プログラムについて

●プログラム名：General English Program

※ 本プログラムは早大生のみ参加のプログラムです。

「 Intensive English Language and Filipino Culture
Program」と題して、リスニング、リーディング、ライティ
ング、スピーキング、等を学習するだけでなく、サバイバル、
ソーシャル、アカデミック英語の実用的な使い方を学びます。
また、プログラム中は3～4名の学生に対し1名のBuddy（聖
トマス大学のStudent Assistant）がサポートします。
Buddyとの英会話を通じての交流の機会があるとともに、
「Video presentation showcasing Filipino culture」を通
してフィリピンの豊かな歴史と文化遺産に触れることができ
ることも魅力です。その他、オンラインでの文化交流も予定
されています。フィリピンでの英語研修は、ホスピタリティ
の良さもあり、近年人気があります。

【プログラム紹介HP】

http://www.ust.edu.ph/services/language-center/

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

月 火 水 木 金

8:00 
～12:00

General English Class
(listening, speaking, writing, reading)

Break

14:00 
～18:00

General English Class(presentation)

※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

17

月曜～金曜クローズ

初級～上級 リアルタイム
コースNo.１０

聖トマス大学 オンライン英語研修
University of Santo Tomas

17日間

研修代金：１２０,０００円

研修期間：２０２１年２月８日（月）～２月２４日（水）
※表記はすべて日本時間です。

http://www.ust.edu.ph/
http://www.ust.edu.ph/services/language-center/


募集要項

おすすめポイント

▶ 現地の学生チューターとの会話時間などが設定されて

います！語学力の飛躍を目指す良いチャンス！

⚫ 最少実施人数：１名

⚫ 最大募集人数：１０名

⚫ 対象語学レベル：中国語力初級～上級

※ 現地規定により、日本国籍の学生以外の方はご参加

いただけません。

⚫ 授業実施時間帯：月～木 10：00～17：30（日本時間）

※ オプションで、チューターとの会話時間が18:00～

設定されています

※ 最終週の金曜日のみFinal testがあります。

※ リアルタイムでの実施となります。

※ 台湾の現地時間は日本時間－1時間です。

⚫ 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Google Meet（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。

〔プログラム別〕

◼ パスポートサイズの顔写真データ

※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

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。

1955年に創立されたミッション系の中原大学は、約60年
以上の歴史を持つ私立総合大学です。約13万人近くの卒業
生を輩出し、おおよそ16000人の学生が学んでいます。
キャンパスは、洗練された建物が点在しており緑も多く広
大です。また、台湾政府の中国語教育の推進政策にあわせ、
国際化の推進にも力を入れており、早稲田大学とは長期留
学プログラムのみならず、この春季中国語短期研修プログ
ラムも約10年前から実施しています。

【留学先HP】

https://www.cycu.edu.tw/eng/index.html

留学先について

プログラムについて

●プログラム名：Chinese language and Culture

Experience Course

※本プログラムは日本国籍の学生以外の方はご参加いただけません。

「Chinese language and Cultural Experience Course」

と題し、中国語と中華文化を学ぶ研修プログラムです。教

科書を含め授業は繁体字にて行われ、豊富な経験を持った

優秀な教員陣による中国語教育を提供しています。授業後

に、中原大学の学生チューターとの会話練習時間も提供さ

れており、実践的な中国語を短期間で学習したい方にはお

勧めです。

タイムテーブル（サンプル）※日本時間

月 火 水 木 金

10:00 
～13:00

Chinese Course

-
13:00 
～15:00

Break

15:00 
～17:30

Chinese Course /Chinese topic Course

18:00 
～19:00

*Tutoring hours<Optional>
最終日

Final
Test

※ 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。 18

月曜～木曜オープン

初級～上級 リアルタイム
コースNo.１１

中原大学 オンライン中国語研修

19日間

研修代金：３０,０００円

研修期間：２０２１年３月１日（月）～３月１９日（金）
※表記はすべて日本時間です。

https://www.cycu.edu.tw/eng/index.html


早稲田大学留学センター

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-7-14
（早稲田キャンパス22号館1階 Waseda Global Gate）

０３ー３２０８－９６０２

（対応時間／平日9：00～17：00）

out-cie@list.waseda.jp


