
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。

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


Timetable

Japan time Mon Tues Wed Thu Fri

※日程表は日本時間の表示となり ます。
※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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English and Global Careers Program  
February 2021  

 

モナシュ大学は、世界ランキングトップ100に入る大学です。モナシュカレッジはその傘下にあり、オーストラリア最大規模のランゲージセンターを含め、
大学入学のための様々な準備コースを提供しています。 
 

English and Global Careers Programは、英語でのコミュニケーションスキルや将来のキャリアで役立つスキルを伸ばすためのオンラインプログラムで
す。Virtual Classroomという双方向でつながるリアルな教室環境で勉強をします。 
 
Key information: 

研修先 モナシュカレッジ 

コース名 English and Global Careers Program 

語学要件 

2レベルのクラスがあります。みなさんの英語能力試験ならびにイ
ンタビューの結果に基づいてレベルが決まります。 
• Intermediate – IELTS 4.0-5.0  
• Advanced – IELTS 5.5-6.5 
最低語学要件 - IELTS 4.0 or equivalent (TOEFL IBT 
31, TOEFL ITP 400, TOEIC 500, Duolingo 55) 

研修日程 

3週間のコースで、下記より日程を選ぶことができますが 
早稲田大学からの申し込みの場合は２月８日のみとなります 
• Monday, 1 February - Friday, 19 February 2021 
• Monday, 8 February - Friday, 26 February 2021 
• Monday, 15 February - Friday, 5 March 2021 

授業時間  
総授業時間数：60時間（1日 4時間） 
授業時間帯：日本時間 9.30am-2.30pm 
Australian Eastern Daylight Time 11.30am-4.30pm 

対象学生 大学生 （年齢18歳以上）  

 
Intermediate レベル 
Theme 1 – News and Opinions 
Focus: Speaking and listening skills for telling stories and sharing 
opinions about current affairs. Introduction to the Virtual Classroom, 
language for engaging in an online environment, key eLearning 
platforms, and Australian English. 

Theme 2 - Everyday Conversation 
Focus: Speaking and listening skills for everyday conversations, 
including expressing likes and dislikes, stopping and starting a 
discussion, clarifying misunderstanding, engaging in polite 
disagreements and catching up with friends and acquaintances. 

Theme 3 - Culture 
Focus: Introduction to cultural differences, including non-verbal 
communication. Develop familiarity with key concepts in cross-cultural 
awareness, research a foreign culture in groups and deliver a structured 
oral presentation.  

Theme 4 - Global Careers 
Focus: Business English skills, with an emphasis on communicating and 
working with colleagues in a more formal context. Develop skills for 
spoken interaction in the workplace, delivering professional 
presentations and applying cross-cultural awareness in a business 
context.  

 
 

 

 
 

 

Advanced レベル 

Theme 1 - International Media & Communication 
Focus: The nature of media and digital information in the 21st 
century, using case studies on transparency and reliability in news 
media, the role of business in media environments and the 
importance of digital devices in a global media ecology.    

Theme 2 - Professional Ingenuity and Innovation 
Focus: Exercising professional innovation and ingenuity in the face 
of complex problems, using case studies on technological 
improvements to urban environments and safeguarding rapidly 
growing populations.  

Theme 3 - Issues in Multinational Society 
Focus: Fostering a sustainable mindset on issues linked with 
globalised business, trade, law and production, using case studies 
on disposable fashion and excess waste. Individual, corporate and 
government responsibility in multinational society. 

Theme 4 - The Global Workplace and Careers 
Focus: Developing Advanced Business English skills, with an 
emphasis on communicating with various stakeholders within and 
outside an organisation. Develop skills for communicating 
effectively in meetings and networking events, and building own 
personal brand to advance their professional standing and career. 

http://www.monash.edu/
http://www.monashcollege.edu.au/
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 授業外のアクティビティの例: 

Monash Collegeでは、様々なオンラインでのアクティビティ
も行っています。 
 
• Language exchange with Monash students  
• Clubs: Cooking, Arts & Craft 
• Mindfulness workshop  
• Online interactive games 

 

*実際に行われるアクティビティの内容は、学生数や時期などによって異なる
場合があります。 
 

 

 

 Virtual Classroom: 

Virtual Classroom とは、双方向でリアルにつながるオンラインの
教室環境の事で、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ます。 このプログラムではディスカッションやプ
レゼンテーションなどコミュニケ―ションスキルの上達にフォーカスしてお
り、e ラーニングマナ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。 
参加には、スピーカー、マイク、Web カメラのある PC もしくはノートパ
ソコンが必要です。 
 

参考  The Virtual Classroom 
     Minimum device specifications 

 

 

 
ウェブサイト： 
https://www.monashcollege.edu.au/english-and-global-careers 
 

Monash College Staff によるオンライン説明会： 
日本時間 
Zoom 使用 
詳細は早稲田大学留学センターの資料をご確認ください 
 
• 11月 18日（水）12.00-12.30, 12.30-1.00 
• 11月 26日（木）12.00-12.30, 12.30-1.00, 19.00-19.30 
• 12月 1日（火）12.00-12.30, 12.30-1.00 

詳細は早稲田大学留学センターの資料をご確認ください 
 
【問い合わせ先】 
早稲田大学留学センター  

Email: out-cie@list.waseda.jp 

https://www.monashcollege.edu.au/virtual-classroom
https://www.monashcollege.edu.au/information-for/students/recommended-minimum-laptop-specifications
https://www.monashcollege.edu.au/english-and-global-careers
mailto:out-cie@list.waseda.jp
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