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1 中国 北京語言大学 中国語プログラム
Short-Term Regular
Chinese Language
Training Programs

2015/2/27 2015/3/26

・授業料:3,500RMB
・申請料:600RMB
・宿泊施設:例. Student
Residence
Center;Single 90RMB—
160RMB ;Double 65RMB—
95RMB /bed

2015/1/30
80時間
（1週20時間×
４週間）

特になし

http://admiss
ion.blcu.edu.
cn/en/info_v.
aspx?m=201403
1216213528096
2

22 中国
国立台湾師範大

学
中国語プログラム

中国語3週間プログ
ラム

2015/3/2 2015/3/20

・授業料：1000米ドル
・宿泊施設：例.HOSTEL
師大會館 750台湾ドル/1
日（二人部屋）

・11下旬から1
月中旬
・10名の定員に
なりしだい受付
終了

・言語42時間
・文化6時間
・その他課外活
動

特になし

http://servic
e.mtc.ntnu.ed
u.tw/culture/
express/

2 韓国 延世大学校 韓国語と文化 3週間短期課程 2014/3/4 2014/3/25

・授業料:965,000₩
・申請料:80,000₩
・宿泊施設:例.   DMC
Ville:850,000₩

2014/1/13-
2014/2/7

60時間
（1週20時間×3
週間）

特になし
http://www.ys
kli.com/_en/d
efault.asp

3 韓国
韓国外国語大学

校
韓国語と文化 韓国語短期課程 2015/2/25 2015/3/24

・授業料:982,000₩
・申請料:60,000₩
・寮費:Single 700,000₩

2015/1/27
80時間
（1週20時間×4
週間）

特になし

http://builde
r.hufs.ac.kr/
user/hufskore
anjapan2/

4 韓国 淑明女子大学高 韓国語プログラム
Short-term program
e

2015/3/9 2015/3/27

・申請費:KRW 40,000
・授業料k:KRW 580,000
・Double Occupancy
Room at International
House
The average costs are
KRW 600,000 for 3
weeks. (subject to
change)

2015/2/28
60時間
（1週20時間×3
週間）

特になし

http://lingua
.sookmyung.ac
.kr/mbs/Korea
nEn/subview.j
sp?id=KoreanE
n_02020400000
0

●黄色は昨年度の日程
●赤字はテスト期間中にプログラムが開始されるため、各自確認の上登録すること。欠席についての特別措置は行わない。各国言語コース 
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5 ラオス ラオス国立大学
ラオス語短期研修
プログラム

2015/3/1 2015/3/14

（予定）
合計：US$700【内訳】
・申請費：US$60
・授業料：US$200
・教材費：US$40
・空港/大学送迎：
US$200
・入館料：US$20

2014年12月

・ラオス語（読
解・会話・聴解
等）45 時間
・ラオス文化9
時間

・原則とし
て1年生（2
年生以上希
望者も可）

6 トルコ アンカラ大学
トルコ語プログラ
ム

1 Month Turkish
Course for General
Purpuses

2014/3/3 2014/3/31

・授業料:US$340 ・教材
費:60トルコリラ
・ホームステイ料金:
350€ 　　　　     ・空
港送迎(希望者): 15€

プログラム開始
1か月前

80時間
（1週20時間×4
週間）

特になし
http://tomer.
ankara.edu.tr
/

7 エジプト
カイロ大学

アラビア語文化
センター

アラビア語プログ
ラム

Modern Standard
Arabic Courses

2015/2/22, or
2015/3/1
(1か月から選択
可能）

2015/3/22,or
2015/3/29

授業料：60Hours=＄300
100Hours=＄500

特に期日を設け
ていないが、早
めの申し込みを
推奨。

60hours （1か
月）～

特になし
http://www.al
cc.cu.edu.eg/

8 ヨルダン
Ali Baba

International
Center

アラビア語プログ
ラム

1-month stsndard
course

2014/3/2 2014/3/27

・授業料：＄1,000(一カ
月未　満は＄300/週)
・申請料：＄100
・寮：＄600/月
・寮申請費：＄100
・空港送迎：＄50

特に期日を設け
ていないが、早
めの申し込みを
推奨。

80時間
（1週20時間×4
週間）

特になし
http://alibab
a.edu.jo/

9 スペイン サラマンカ大学 スペイン語と文化
Spanish Language
and Culture
Courses

2015/3/2 2015/3/27

・授業料：415€-930€
(授業時間は1日3-5時間
から選択)
・寮は232€-880€（寮か
ホームステイ、singleか
double,食事付きか無し
か選択）

2015/1/31まで
に申請推奨

・30時間-100時
間
（週15時間から
25時間×2週間
から4週間）
※(授業時間は1
日3から5時間で
選択可)

特になし

http://cursos
internacional
es.usal.es/in
dex.php/en/cu
rsos-de-
lengua-y-
cultura

http://tomer.ankara.edu.tr/
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10 ポーランド ヤギェロン大学
ポーランド語プロ
グラム

Intensive two-week
Polish language
courses:Winter
with Polish
Language

 2015/2/16, or
2015/3/2

2015/2/27, or
2015/3/13

・Price - 1300 zł
otych/2週間(東京外大の
学生は10％割引:1170 zł
otych)
・Accommodation: not
provided by the
School.(学生寮の紹介あ
り。各自で予約。
昨年度はPiast寮に宿泊)

特に期日を設け
ていないが、早
めの申し込みを
推奨。

30時間-60時間
（1週15時間×
2、または4週
間）

・特になし
・10月3日に
説明会あり
（104教室、
11時50分よ
り）

http://www.uj
.edu.pl/en_GB
/web/sjikp/ku
rsy-
jezykowe/inte
nsywne-2-
tygodniowe

11 ドイツ ギーセン大学
ドイツ語プログラ
ム

International
Spring Course

2015/3/5 2015/3/27

・授業料：330€
・寮：325 EUR (including
utilities, internet access,

and linen), plus a
refundable security
deposit of 200 EUR.

2014/1/15(昨年
度は申請期限を
待たずに満員に
なり受付終了）

・ドイツ語:45
時間
・その他課外活
動

特になし

http://www.un
i-
giessen.de/cm
s/internation
al-
pages/languag
e-
courses/in/sp
ringcourse

12 ドイツ
ゲッチンゲン大

学
ドイツ語プログラ
ム

INTERNATIONAL
SPRING COURSE 2015
Getting started at
university - made
easy:
communication in
everyday &
academic life

2015/3/9 2015/4/2

・授業料：€ 450 　　　　　　・
寮：A room in a student
hall of residence or in a

private flat-share will cost
approx. 290 EUR for
external participants.

2015/1/31まで
（昨年度は申請
期限を待たずに
なり受付終了）

61.5時間
（1週20.5時間
×3週間）

特になし

http://www.un
i-
goettingen.de
/en/22441.htm
l

http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/kursy-jezykowe/intensywne-2-tygodniowe
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/kursy-jezykowe/intensywne-2-tygodniowe
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/kursy-jezykowe/intensywne-2-tygodniowe
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/kursy-jezykowe/intensywne-2-tygodniowe
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/kursy-jezykowe/intensywne-2-tygodniowe
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/kursy-jezykowe/intensywne-2-tygodniowe
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/kursy-jezykowe/intensywne-2-tygodniowe
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-giessen.de/cms/international-pages/language-courses/in/springcourse
http://www.uni-goettingen.de/en/22441.html
http://www.uni-goettingen.de/en/22441.html
http://www.uni-goettingen.de/en/22441.html
http://www.uni-goettingen.de/en/22441.html
http://www.uni-goettingen.de/en/22441.html


平成26年度東京外国語大学ショートビジット（短期海外留学）・スプリングプログラム　　 2014/11/19

プログラ
ム番号

国・地域名 協定大学名 プログラム名1 プログラム名2 開始日程 終了日程 金額 申請期間 授業時間数 参加要件 URL

13 ロシア
モスクワ大学及
びサンクトペテ
ルブルク大学

ロシア語と文化
Two Capitals-Two
Universities

2015/2/23 2015/3/22

US$2,300 (授業料、モス
クワでの寮費及び、サン
クト・ペテルブルクでの
ホテル代、10エクスカー
ションを含む）

・本学モスクワ
大学担当者教員
が、説明会を開
催する
（2014/11/11,
昼休み）
・申請期限は
2014/12/1
（担当者に直接
メール）

100時間
（モスクワ：80
時間、サンクト
ペテルブルク：
20時間）

・ロシア語
を1年以上学
んだ学生
・春休みの
コースは1年
次を終了す
る学生が主
な対象

http://irlc.m
su.ru/

14 カナダ レジャイナ大学 英語と文化

University of
Regina ESL
Intensive Program
※特別プログラム

2015/3/2
2015/3/20, or
2015/3/27

・授業料: 4 week
CA$ 3,150 (fees
include homestay from
March 1 – March 28,
2015.
・授業料: 3 week
CA$ 2,460 (fees
include homestay from
March 1 – March 21,
2015
・上記の料金にはホーム
ステイ料金のほかに教材
費、文化活動費、バスパ
ス、宿泊手配料等も含ま
れる

2015/1/17
※留学支援室
（アゴラグロー
バル2階）にて
申請書を受け
取ってくださ
い。

・60時間-80時
間
（1週20時間×3
週間から4週
間）

特になし
http://www.ur
egina.ca/esl/

15 カナダ
ブリティッシュ
コロンビア大学

英語プログラム
English for Global
Citizen 2015/3/2 2015/3/27

・授業料:CAD2312
・申請料:CAD150
・保証金:CAD300
・Homestay Placement
Fee: $200 CAD
・Homestay Fee:  $35
CAD/night
• Campus Placement
Fee: $100 CAD
•Campus Accommodation
Fees: $31 CAD/night

12月末まで（開
始3カ月前）

104時間
（1週26時間×4
週間）

特になし
http://www.el
i.ubc.ca/egc/
index.html

英語コース 

http://irlc.msu.ru/
http://irlc.msu.ru/
http://www.uregina.ca/esl/
http://www.uregina.ca/esl/
http://www.eli.ubc.ca/egc/index.html
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16 アメリカ
カリフォルニア
大学サンディエ

ゴ校
英語プログラム

・Conversation and
Fluency
・Academic English

2015/3/2 2015/3/26

・授業料:US$1,900
・申請料: US$150
・教材費:US$150-175
・インターナショナル
サービス料：$140
・宿泊施設: $650-
$1,350　(4週間/寮、
ホームステイ)

12月末まで（開
始3カ月前）

80時間
（1週20時間×4
週間）

特になし

http://extens
ion.ucsd.edu/
department/el
p/

17
ニュージーラン

ド
オークランド大

学

英語+関連選択科
目（パワーライティ
ング、ビジネス、

Confident
Speaking、IELTS)

Global English Plus
2015/2/23
※Termの開始は
2015/2/2

2015/3/27
※Termの終了は
2015/4/10

・授業料:NZ$430/週
・申請料:NZ$240
・ホームステイ料金:
NZ$262.5 per week
・宿泊施設:例.
Empire Apartment：
NZ$230-350/週（最低一
カ月）

1月中旬まで

40時間-120時間
（1週20時間×2
週間から6週
間）

特になし
http://www.el
a.auckland.ac
.nz/

18 イギリス リーズ大学 英語プログラム

General English
programme -
English for
everyday
communication

2015/2/16 2015/3/20

・授業料：£1,400
・宿泊施設：If you are
offered a place by the
Language Centre you
will receive
information about the
available
accommodation.
・ホストファミリー：
133 ￡（事務手数料30
￡）

 5 weeks prior
to the start
of the course.
(昨年度は申請
期限を待たずに
なり受付終了)

105時間    （1
週21時間×5週
間）

・IELTS 3.5
・TOEFL iBT
45

http://www.le
eds.ac.uk/art
s/info/125008
/english_lang
uage/1768/cou
rses/2

http://extension.ucsd.edu/department/elp/
http://extension.ucsd.edu/department/elp/
http://extension.ucsd.edu/department/elp/
http://extension.ucsd.edu/department/elp/
http://www.ela.auckland.ac.nz/
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19 イギリス エセックス大学 英語プログラム
Essex English
Language Programme

2015/2/16 2015/3/20

・授業料：￡1,275
・宿泊施設：例.North
Towers A = Rayleigh
and Keynes = £89.04
per week

特に期日を設け
ていないが、早
めの申し込みを
推奨。定員なり
次第締め切る。

　120時間
（1週24時間×5
週間）

特になし

http://www.es
sex.ac.uk/int
ernationalaca
demy/study/el
/default.aspx

20 アイルランド
アイルランド国
立大学コーク校

英語プログラム
Full-time General
English

2015/2/23 ※
Termの開始は
2015/1/12

2015/3/27 ※
Termの終了は
2015/4/2

・授業料：€ 230 per
week （2 – 4 week）
（外大生は授業料20%
off)
・Host Family  220€
per week (朝夕食付)
・状況によって学生寮も
入居可能

特に期日を設け
ていないが、早
めの申し込みを
推奨。定員なり
次第締め切る。

44時間-110時間
（1週22時間×2
から5週間）

特になし
http://www.uc
c.ie/en/esol/
courses/

21 フランス パリ政治学院

英語でヨーロッパ
について学ぶプロ
グラム（フランス
語の授業もあり）

Spring School
European Studies
Programme

2015/2/16 2015/3/13

・授業料:€2,400 (スタ
ディートリップ２回、
１ヶ月のメトロカードを
含む)
・宿泊施設:€1,330
(shared studio /2名1
室)

2015/12/10

・EU学:36時間
(講義)
・フランス語
:10時間(言語)
・Tutorship
:10時間
・２回のスタ
ディートリップ

・IELTS 6.0
or, TOEFL
ibt 87
・
application
and pre-
selection
through
your home
university

http://www.as
iapacific.sci
ences-
po.fr/en/Shor
t-term-
programmes

総合型コース 

http://www.essex.ac.uk/internationalacademy/study/el/default.aspx
http://www.essex.ac.uk/internationalacademy/study/el/default.aspx
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http://www.ucc.ie/en/esol/courses/
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