
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。

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


UCL Sample timetable 

 

Teaching will take place Monday to Friday in a mixture of scheduled lessons 

and self-study. Self-study activities can be completed at a time of your 

convenience before the next scheduled class. 

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09:30 - 11:30 

(UK time) 

Live 

seminars 

and 

workshops 

Live 

seminars 

and 

workshops 

Live seminars 

and workshops 

Live 

seminars 

and 

workshops 

Live 

seminars 

and 

workshops 

11:30 - 12.30 

(UK time) 

Tutorials or 

guided study 

Tutorials or 

guided study 

Tutorials or 

guided study 

Tutorials or 

guided study 

Social event 

with UCL 

students 

Self-study and 

virtual tours at 

your 

convenience, 2-

3 hours a day 

Academic 

lecture (1 

hour) 

Guided study 

on academic 

lecture (1 

hour) 

Visit to 

places of 

socio-cultural 

interest (1+ 

hours) 

Guided study 

on cultural 

visit (1 hour) 

Visit to places 

of socio-

cultural interest 

(1+ hours) 

Guided study 

on cultural visit 

(1 hour) 

Visit to 

places of 

socio-cultural 

interest (1+ 

hours) 

Guided study 

on cultural 

visit (1 hour) 

Academic 

lecture (1 

hour) 

Guided study 

on academic 

lecture (1 

hour) 

 

※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。 
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