
■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
各国語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

1
台
湾

国立台湾大学
National Taiwan University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

中国語と台湾文化(4週間)

NTU Summer + C1 Chinese Language &
Culture (Session Ⅱ)

2020/8/2～8/28

・申請料：USD 150
・プログラム料：USD 3,300 (Partner University Students料金) （授業
料、教材、オリエンテーション、宿泊費、旅行保険、文化活動、校外
見学、空港シャトルサービスを含む）

2020/2/3-4/30

・言語：54
・Exploring Taiwan
Course（英語）：36

intermediate proficiency of
the English language

http://oia.ntu.edu.tw/short-
term-programs

望
月
　
圭
子

2
台
湾

淡江大学
Tamkang University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

中国語と台湾文化(3週間)

Intensive Chinese Enhancement Program
(ICEP)

（TKU Tamsui Campus）

2020/8/2～8/22

　
・プログラム代金：ＮＴ＄40,000（授業料、食事代、宿泊費を含む）
・保証金：NT$6,000(≒US$210)　払い戻しなし
 ・空港/大学送迎費：NT$2,000　(二人だと1人NT$1,000)

(昨年度)
2019/6/21

・言語：60
・文化：6-12

・課外活動：24
特になし

http://chinesecenter.weebly.c
om/

林
　
俊
成

3
台
湾

国立台湾師範大学
 National Taiwan Normal University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

中国語と台湾文化（3週間)

3 Weeks Express Program
Summer Course I, II, III

・Summer Course II:
2019/8/5～8/23

・Summer Course III:
2019/8/26～9/12

・授業料：1,000 USD (授業料、教材費を含む)
・宿泊施設： hpに宿泊情報あり
(例) Hostel：師大會舘 1500台湾ドル/1日 (二人部屋)

・Summer Course II:
2019/5/1 - 2019/5/31

・Summer Course III:
2019/6/3 - 2019/6/30
★満員になり次第、締切

・言語：42
・文化：14

・課外活動：8
特になし

http://service.mtc.ntnu.edu.t
w/culture/ntnumtc3week/jap
an/summer0.php

望
月
　
圭
子

4
中
国

上海外国語大学
Shanghai International Studies

University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

中国語プログラム（4-6週間）

Summer Chinese Language Program

(1)Session 2:
・4 weeks 2020/7/20～8/14
・5 weeks 2020/7/20～8/21
・6 weeks 2020/7/20～8/28
Registration Date: 2020/07/17
(2)Session 3:
・3 weeks 2020/8/3～8/28
Registration Date: 2020/07/31

◎Tuition and Fees (in RMB)：
・4 weeks：3700, 5 weeks：4350, 6 weeks : 5000
◎Application Fee：450 RMB (or 75 USD)
◎宿泊施設: HPに宿泊情報あり
*留学生は入学手続き期限の三日前より学生用宿舎へ居住が可能
です。
*宿舎の数には限りがありますので、本校は全ての自費留学生の校
内宿舎を保証することはできません。

2020/6/1
80-100

（週20×4-5）
特になし

http://www.oisa.shisu.edu.cn/
index.php/En/Index/lxxm/cid
/137.html

澤
田
　
ゆ
か
り

5
中
国

北京語言大学
Beijing Language and Culture

University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

中国語プログラム（4週間）

Short-term Programs:
Regular course (20 hours per week)

・4 weeks 2020/7/23～8/19
・4 weeks 2020/8/5～9/1
・5 weeks 2020/7/16～8/19

7/16 は試験期間の為、
試験の予定が無いことを自分で確認
して参加して下さい

◎授業料：
・4 weeks：4000RMB　　・5 weeks : 4800RMB
◎申請料:600RMB
◎宿泊施設:HPに宿泊情報あり

2020/6/5
(・5 weeks:7/16～8/19)

2020/6/12
(・4weeks：7/23～8/19）

2020/6/26
(・4weeks：8/5～9/1）

80
（週20×4）

特になし
http://admission.blcu.edu.cn/
en/2018/0914/c1133a1860/p
age.htm

橋
本
 

雄
一

6
中
国

北京語言大学
Beijing Language and Culture

University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

中国語プログラム（4週間）

Short-term Programs:
Intensive course (30 hours per week)

2020/8/5～9/1

◎授業料：6000RMB
◎申請料:600RMB
◎宿泊施設:HPに宿泊情報あり

2020/6/26
120

（週30×4）
特になし

http://admission.blcu.edu.cn/
en/2018/0914/c1133a1860/p
age.htm

橋
本
 

雄
一

7
中
国

北京大学
Peking University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

中国語と中国文化(4週間)

Peking University Chinese Language
Summer School 2020 4 weeks　(session

2）

2020/8/3～8/28

◎授業料：8,000RMB (教材費を含む)
◎申請料：400RMB
◎宿泊施設：
・寮(空きがあれば先着順)
・寮に空きがなければ、各自手配

2019/12/1
から先着順

・言語：80
・文化：16

Non-Chinese citizen
www.isd.pku.edu.cn/

望
月
　
圭
子

8
韓
国

延世大学
Yonsei University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語と韓国文化（3週間）

3-Week program

・Summer (1) : 2020/8/10～8/28
(placement test: 8/7)
・Summer (2) : 2020/8/31～9/18
(placement test: 8/28)

(昨年度）
◎授業料：965,000ウォン
◎申請料：80,000ウォン
◎宿泊施設：
・Summer (1) : 690,000ウォン （昨年度）
(Woojungwon)
・Summer (2) : 905,000ウォン
(DMC Ville)

・Summer (1):
2020/4/20-6/19,

・Summer (2):
2020/5/11-7/10

・言語:60
・文化:6

特になし
http://www.yskli.com/_en/def
ault.asp

南
　
潤
珍

9
韓
国

ソウル大学
Seoul National University

【2019年度入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語プログラム（3週間）

3-week intensive Korean language
program

20120/8/3～8/21

・授業料：770,000ウォン(選択プログラム：文化体験参加費30万ウォ
ンは別途)
・申請料：60,000ウォン
・宿泊施設：HPから個人で申し込む。ホームステイ、ホテルから選択
可能(約₩10万/泊～)

2020/7/3 60 特になし

http://lei.snu.ac.kr/si
te/en/klec/main/mai
n.jsp

南
　
潤
珍

10
韓
国

韓国外国語大学
Hankuk University of Foreign Studies

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語と韓国文化(4週間)

Korean language short-term course
(4 weeks program)

2020/8/3～8/28
・授業料：₩ 1,050,000
・宿泊施設:各自で予約

2020/7/10
・言語:60
・文化:20

特になし
http://www.hufs.ac.kr/user/h
ufskoreanjapan2/

南
　
潤
珍

1

http://oia.ntu.edu.tw/short-term-programs
http://oia.ntu.edu.tw/short-term-programs
http://chinesecenter.weebly.com/
http://chinesecenter.weebly.com/
http://www.isd.pku.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=251&id=261
http://www.isd.pku.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=251&id=261
http://lei.snu.ac.kr/site/en/klec/main/main.jsp
http://lei.snu.ac.kr/site/en/klec/main/main.jsp
http://lei.snu.ac.kr/site/en/klec/main/main.jsp
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11
韓
国

淑明女子大学
Sookmyung Women's University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語と文化またはスポーツ(3週間)
* Choose 1 or 2 courses

◎Korean Language for Foreigners
◎Korean Arts and Crafts

◎Taekwondo and Korean Sports Culture

Sookmyung International Summer School
－Session II

2020/7/28 (ckeck in: 2020/7/27)
～

2020/8/18(ckeck out: 2019/8/19)

・Application Fee　$100
・Tuition Fee  $750/1 course,  $1,500/2 courses
・Program Fee $500
・Housing(寮) $400
・Airport Pick Up: $50（Optional)
★Visiting Students from Partner Univ: Tuition fee 50% off
★Tuition can be waived for students from SMU partner institutions.
The number of tutions fee waivers should be discussed in advance
between the two universities’ exchange program coordinators.
[2018年度:2名免除可]←来年度人数は来年度に確認要

2020/4/30
(・言語：48)

(・文化または
スポーツ：48)

特になし
http://summer.sookmyung.ac.
kr/

吉
田
　
ゆ
り
子

12
韓
国

淑明女子大学
Sookmyung Women's University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語プログラム(3週間)

Sookmyung Korean
Short-term Program Fall

(3 weeks)

2020/9/1～9/21
(placement test：)

・申請費:KRW 60,000
・授業料:KRW 630,000
・宿泊施設：各自手配

2020/8/4 60 特になし
http://lingua.sookmyung.ac.kr
/mbs/KoreanEn/subview.jsp?i
d=KoreanEn_020204000000

吉
田
ゆ
り
子

13
韓
国

慶熙大学
Kyung Hee University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語プログラム(3週間)

Summer 1st Session
Summer 2nd Session

韓国語プログラム(6週間)

6Weeks Program(Aug)

・Summer 1st Session
2020/8/3-8/21

・Summer 2nd Session
2020/8/31-9/18

・6Weeks Program(Aug)
2020/8/10-9/18

（昨年度）
3 Weeks
◎Application Fee + Course Fee: ₩ 951,000
◎Text Book Fee (Buy in Korea):・₩ 50,000～65,000
◎宿泊施設:寮・Changdeok Ahn:Twin ₩ 500,000, Single ₩ 900,000
・Richville:Single ₩ 600,000 他
6 Weeks
◎Application Fee + Program Fee + Accommodation(double room):
₩ 2,590,000
寮を希望しなければ、₩530,000　差し引く

・Summer 1st Session
2020/7/3

・Summer 2nd Session
2020/8/5

・6Weeks Program(Aug)
2020/7/10

3Weeks
言語：48　文化：4

Foreigners and
non-native Koreans

http://www.iie.ac.kr/index.php
?

岩
崎
　
稔

14
韓
国

梨花女子大学
EWHA Womans University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語と韓国文化（3週間）

Short-term Program

・2020 Summer2nd(Aug):
2020/8/5～8/21

(placement test:2020/8/4)
・2020 Summer3rd(Sep):

2020/9/3～9/21
(placement test:2020/9/2)

◎入学金:60,000ウォン
◎受講料:840,000ウォン
◎教材費:別途(26,000～40,000ウォン)
◎宿泊施設:寮(開講1カ月前に告知、先着締切)
8月受講生のみ申請可

・2020 Summer2nd:
2020/7/24

・2020 Summer3rd:
2020/8/26

60 特になし
http://cms.ewha.ac.kr/user/e
dukoreaneng/

南
　
潤
珍

15
韓
国

梨花女子大学
EWHA Womans University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語・文化・社会（2週間）

Ewha International CO-ED Summer
College (EISC)

Session 2 (2-week)

2020/8/10 ～ 8/21
（チェックイン：8/9　チェックアウト：8/22）

◎申請料:100,000KRW
◎受講料:1,800,000KRW（5/22申込までの割引）
        　　2,000,000KRW (6/26申込までの通常料金）
◎宿泊費：On-campus dormitory （到着後の支払い）

　DOUBLE ROOM: 400,000KRW
　 SINGLE ROOM: 550,000KRW
（先着順の為、早めの申請・授業料の支払いを推奨)

オンライン申請・受講料支払
い（送金）

2020/06/26

・Korean language: 24 hrs
・Special lecture & half-day

field trips: 16.5 hrs
・Studio-type class: 4.5 hrs

・Total： 45 hours

特になし
http://summer.ewha.ac.kr/su
mmer/index..do

南
　
潤
珍

16
韓
国

釜山外国語大学
Busan University of Foreign

Studies

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語と韓国文化(3週間)

Short-term Program
2020/8/7～8/26

◎研修費用：150万ウォン
・費用に含まれるもの：授業料・教材費・文化体験費・宿泊費・空港送
迎費(指定日のみ) 食事代の一部(歓送迎会・1泊2日旅行中の食事)
・費用に含まれないもの： 航空料・食事代・自由行動の交通費
◎研修施設:宿泊(釜山外国語大学の寮)

2020/6/15

・言語48
・文化体験3回　見学

6回　交流会6回
特になし

https://klcejp.bufs.ac.
kr/klcejp/index.php?p
Code=MN000018

南
　
潤
珍

17
韓
国

聖公会大学
SungKongHoe University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

韓国語学堂2019夏短期研修(2週間)

The short-term course (2 weeks)
2019/8/3～8/18

・授業料:918,000ウォン(教材費、文化体験費用含む)
・宿泊費(寮の3人部屋基準で):195,000ウォン

※2名の授業料・寮費免除枠の為、開催されない場合があります。
※免除枠応募者は、ショートビジットの申請手続きに
　準じて、（昨年度）2019/4/19までに本学に応募申請してください。
※応募者多数の場合は選抜があります。

・言語：46
・文化：6

・日韓ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ：3
特になし http://studykorean.skhu.ac.kr

岩
崎
　
稔

18

マ
レ
ー

シ
ア

マレーシア国民大学
University Kebangsaan Malaysia -

National University of Malaysia

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

マレー語力養成集中講座
（5週間）

INTENSIVE MALAY LANGUAGE
PROFICIENCY COURSE

This course is offered year-round on
demand and according to the student’s
request.

◎授業料
1,800リンギット（3名以上）

※一昨年度
申請期間の指定はないが、

2月中が望ましい
100 最低3名

http://www.ukm.my/atma/en
/intensive-malay-language-
proficiency-course/

野
元
　
裕
樹

2

http://summer.sookmyung.ac.kr/
http://summer.sookmyung.ac.kr/
http://lingua.sookmyung.ac.kr/mbs/KoreanEn/subview.jsp?id=KoreanEn_020204000000
http://lingua.sookmyung.ac.kr/mbs/KoreanEn/subview.jsp?id=KoreanEn_020204000000
http://lingua.sookmyung.ac.kr/mbs/KoreanEn/subview.jsp?id=KoreanEn_020204000000
http://cms.ewha.ac.kr/user/edukoreaneng/
http://cms.ewha.ac.kr/user/edukoreaneng/
https://klcejp.bufs.ac.kr/klcejp/index.php?pCode=MN000018
https://klcejp.bufs.ac.kr/klcejp/index.php?pCode=MN000018
https://klcejp.bufs.ac.kr/klcejp/index.php?pCode=MN000018
http://www.ukm.my/atma/en/intensive-malay-language-proficiency-course/
http://www.ukm.my/atma/en/intensive-malay-language-proficiency-course/
http://www.ukm.my/atma/en/intensive-malay-language-proficiency-course/
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19

モ
ン
ゴ
ル

モンゴル国立大学
National University of Mongolia

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

モンゴル語とモンゴル文化(2週間)

Summer School of
Mongolian Language and Culture

※昨年度
2019/8/8～2019/8/21

◎Program fee: USD 1250 (deposit: USD200) includes:
a) course teaching and study materials
b) accommodation and three meals (breakfast, lunch and dinner)
c) museum and natural park tickets
d) local transports which include country-side tour, airport
transport (pick up and airport transfers).
-International travel costs, Mongolian visa fee and personal
expenses are NOT included in the tuition fee.

※昨年度
2019/6/30

※昨年度
最低3名

https://drive.google.com/file/
d/1jIJ5p8UN68M6glS4IIN6T1
UuNKZR0u7O/view?usp=shari
ng

青
木
 

雅
浩

20

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

タシュケント国立ウズベク言語・文学大
学

Tashkent State University of Uzbek
Language and Literature named after

Alisher Navoi

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

TSUULL Summer School Program
(14 days)

Uzbek language courses + excursions +
extra curricular activities

2019/7/28～8/10
費用：全参加者の人数によって変動
　　　1000ドル（20人参加）～1615ドル（10人参加）
授業料、全日程の宿泊・朝食、エクスカーション費用含む

2019/5/31 特になし

http://www.navoiy-
uni.uz/en/basic-
page/tsuull-summer-
school

島
田
　
志
津
夫

21
1年生全

員

ミ
ャ
ン
マ
ー

ヤンゴン大学
University of Yangon

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ビルマ語コース(3週間) 2020/8/20～2020/9/16　（予定）
※一昨年度

約15-18万円（宿泊費込）
2016年4月中

（予定）

※一昨年度
60

（1日4時間×週5日
×3週間）

※一昨年度
・原則として地域言語Aとして

ビルマ語を学ぶ
1年生全員参加

・2年生以上は希望者

※詳細は後日発表

岡
野
　
賢
二

土
佐
　
桂
子

22
1年生全

員

ベ
ト
ナ
ム

ハノイ国家大学
人文・社会科学大学

University of Social Sciences and
Humanities - Vietnam National

University, Hanoi

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

東京外国語大学ベトナム語
サマーセミナー

ベトナム語派遣プログラム
(1年生全員、２年以上志望者）

(3週間)

【調整中】
32日間以上となる予定

※昨年度
2019/8/31～9/24

※昨年度
22万円

※昨年度
※詳細は後日発表

※昨年度
60

※昨年度
・1年生

・２年生以上の参加は任意と
する予定

http://www.vnu.edu.vn/home
/

野
平
 

宗
弘

23

ペルシ
ア語文

法をひと
通り終え
ているこ

と。

イ
ラ
ン

イスラーム自由大学
シーラーズ校

Islamic Azad University, Shiraz branch

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

夏期ペルシア語集中講座

2020年9月下旬 予定

実施条件：
外務省が発出する危険情報において

レベル１以下になること

※昨年度
およそUS$500

※詳細は後日発表

※昨年度
40(・言語30時間

・文化体験・見学旅
行10時間)

・ペルシア語文法をひと通り
終えていること。

・参加を希望する学生は、ペ
ルシア語担当教員に問い合

わせること。

特になし
（ペルシア語専攻生専用のプ
ログラムのため，ウェブサイト
等はなし。
参考として同校のウェブサイト
は以下の通り：
http://www.intl.iau.ir/about.ht
ml）

吉
枝
聡
子

24
イ
ラ
ン

イスファハン大学

University of Isfahan

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

サマースクール2019（1カ月）

Summer schools & Tours to the most
popular tourist cities in Iran, Summer

2019

1month summer school

Summer school, 2020のページはあるが、（右記
URL）具体的な記載はなし。

⇒昨年は4/19に大学から案内メール受領

【実施条件】
外務省が発出する危険情報において

レベル１以下になること

※昨年度
2019/7/26～8/25

※昨年度
240€ (Student Dorms)(food not included)
～
535€（3.5 Star Hotel)(high-quality food included)
◎各自選択可

◎Tour Programs
Shiraz：80€/3Days
Yazd:60€/2Days
Kashan：30€/1Day

※昨年度
2019/6/9

64 特になし

https://ui.ac.ir/ShowPage.asp
x?page_=form&order=show&la
ng=2&sub=128&PageId=14748
&codeV=1&tempname=Langua
geCenterEn

佐
々
木
　
あ
や
乃

25
イ
ラ
ン

イスファハン大学

University of Isfahan

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

サマースクール2019（2週間）

Summer schools & Tours to the most
popular tourist cities in Iran, Summer

2019

2-week Programs

Summer school, 2020のページはあるが、（右記
URL）具体的な記載はなし。

【実施条件】
外務省が発出する危険情報において

レベル１以下になること

※昨年度
2019/7/26～8/10
2019/8/11～8/25

※昨年度
125€ (Student Dorms)(food not included)
～
280€（3.5 Star Hotel)(high-quality food included)
◎各自選択可

◎Tour Programs
Shiraz：80€/3Days
Yazd:60€/2Days
Kashan：30€/1Day

７月開始のプログラム：
2019/6/9

8月開始のプログラム：
2019/6/23

32 特になし

https://ui.ac.ir/ShowPage.asp
x?page_=form&order=show&la
ng=2&sub=128&PageId=14748
&codeV=1&tempname=Langua
geCenterEn

佐
々
木
　
あ
や
乃

26
1年生全

員

ト
ル
コ

アンカラ大学
Ankara University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

トルコ語コース（1年生全員）（1か月）
※2年生以上は担当教員に要相談

1 Month Turkish Course
(20 hours per week)

※昨年度
2019/7/23～8/26（5週間）

※昨年度
・Course Fee:US$440 (Students pay rest of the course fee in
Turkish Lira after they come to Turkey)
・ホームステイ:€350 with meal
・空港送迎(希望者): $50 USD

※昨年度
プログラム開始

2カ月前

※昨年度
80

※昨年度
地域言語Aとして
トルコ語を学ぶ

1年生全員

http://tomer.ankara.edu.tr/

http://tomer.ankara.edu.tr/en
/home-page/

菅
原
　
睦

3

https://drive.google.com/file/d/1jIJ5p8UN68M6glS4IIN6T1UuNKZR0u7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jIJ5p8UN68M6glS4IIN6T1UuNKZR0u7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jIJ5p8UN68M6glS4IIN6T1UuNKZR0u7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jIJ5p8UN68M6glS4IIN6T1UuNKZR0u7O/view?usp=sharing
http://www.vnu.edu.vn/home/
http://www.vnu.edu.vn/home/
http://tomer.ankara.edu.tr/
http://tomer.ankara.edu.tr/
http://tomer.ankara.edu.tr/
http://tomer.ankara.edu.tr/


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
各国語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

27

ヨ
ル
ダ
ン

アリー・バーバー・
インターナショナル・センター
Ali Baba International Center

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

アラビア語プログラム(4週間)

(1)1 Month Group Course,
(2)1 Month Summer Course

2020/8/9～9/3
※(1)Group Courseは9/6～10/1もあり

※昨年度
◎授業料：＄1,000/1ヶ月
◎登録料：＄100
◎宿泊施設： (例)
・Private Studio＄650/月、
・Homestay＄850/月
◎空港送迎：＄50/片道

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

80 特になし
https://www.alibaba.edu.jo/co
urses/about-courses

青
山
　
弘
之

28

エ
ジ
プ
ト

カイロ大学
Cairo University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

アラビア語プログラム(1カ月)

Modern Standard Arabic Courses
2020/8/23～9/17

・授業料：＄500
・宿舎は個人で用意する

●留学支援共同利用セン
ターでプレースメントテスト、
申請書を受領の上、提出。

●カイロ大学説明
会:2020/4/27 12:00～　研究

講義棟100講義室にて

60 特になし http://www.alcc.cu.edu.eg/

青
山
　
弘
之

29
チ

ェ
コ

カレル大学
Charles University in Prague

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

チェコ語と文化コース(4週間)

Czech Language аnd (not only) Culture
Course

（Centre: Prague-Albertov）

2020/7/20～8/14
(Registration: July 19, 2020)

※7/20～8/2のコースもあり

◎授業料：
Tuition + study materials 790 EUR
Cultural events and trips 165 EUR
Price with sale: 925 EUR (tuition + cultural events and trips)

◎宿泊施設:Hostivar Dormitory
Dates of the accommodation:2020/ 7/18～8/15
Price
Double room ensuit: 308 EUR
Single room ensuit: 420 EUR

※昨年度
2019/7/22

75 特になし
http://ujop.cuni.cz/en/course
/czech-language-and-
culture-course

篠
原
　
琢

30

学部生、
大学院

生

チ

ェ
コ

カレル大学
Charles University in Prague

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スラブ研究サマースクール(4週間)

Programme of the Summer School of
Slavonic Studies

2020/7/26～8/23

◎費用：37,500 CZK.
The full price of the LŠSS (four weeks of language courses,
weekend trips, culture programme, accommodation, full board –
breakfast and dinner in cafeteria, meal vouchers for lunch)

Non-refundable registration fee*:3,000 CZK
Price of the course including cultural programme：16,500 CZK
Price of accommodation in a student dormitory and full board:18,000
CZK

2020/6/15
（申請書送付/登録料支払

い）

90
 (120 lessons

（自習を含む） x 45
min )

特になし
http://ubs.ff.cuni.cz/en/sum
mer-school/

篠
原
　
琢

31
チ

ェ
コ

マサリク大学
Masaryk University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スラブ研究サマースクール(4週間)
Summer School of Slavonic (Czech)

Studies
2020/7/18～8/15

◎授業料：CZK 35,000,- (covers registration fee, tuition
fee, accommodation, meals (half board) and costs
associated with excursions).
◎Reduced Proce：自分で宿泊施設を手配する場合、費用はCZK
26.000,-になる(registration fee + tuition fee + meals
(half board) + excursions)
※登録料（CZK 4,000) - NON-REFUNDABLE

2020/7/13
100～

（履修授業数によ
る）

limited to
approximately 150

participants
（最大150名）

https://kabcest.phil.muni.cz/e
n/study/summer-school

篠
原
　
琢

32
チ

ェ
コ

パラツキー大学
Univerzita Palackého v Olomouci

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

チェコ語の集中コース4週間)

SummerSchool of Slavonic Studies
2020/7/18～8/16

◎授業料
4wk:850€ /2wk:425€
◎手数料
4wk,3wkともに:35€
◎宿泊
4wk:250€（double room),  315€（double room)
2wk: 125€（double room),  155€（double room)

2020/6/30 100 lessons 特になし
http://www.lsss.upol.cz/en/s
ummer-school/

篠
原
　
琢

33

ス
ロ
バ
キ
ア

コメンスキー大学
Comenius University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スロバキア語と文化コース
(4週間)

56th Summer School SAS

※昨年度
2019/8/4～8/24

◎授業料：550 €
◎宿泊施設：寮/ホテル Druzba
・single hotel room, private bathroom：520 €
・double hotel room, private bathroom：450 €
・double dorm room, shared bathroom：220 €
◎食事:
・breakfasts 72€
・lunches 80 €
◎Field trip around Slovakia :175 €
◎Administration fee (non-refundable)：50 €

2019/6/30 90-120 特になし

https://fphil.uniba.sk/en/departme
nts-and-research-centres/studia-
academica-
slovaca/teaching/summer-school-
sas/

https://fphil.uniba.sk/en/departme
nts-and-research-centres/studia-
academica-slovaca/info-sas-
2019/

篠
原
　
琢

34

フ
ラ
ン
ス

エクス・マルセイユ大学
Aix-Marseille Université

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

フランス語・文化コース(3週間)

Intensive Summer Course -
August to September session

2019/8/19～9/6
・Registration fees:€ 825
(pre-registrationで300€のデポジット：non-refundable）

2019/7/19
※昨年度

60
does not accept complete

beginners

http://sufle.univ-
amu.fr/en/courses/Intensive
Courses%20/all-intensive-
courses

https://www.univ-
amu.fr/en/public/summer-

秋
廣
 

尚
恵

4

http://www.alcc.cu.edu.eg/
http://ujop.cuni.cz/en/course/czech-language-and-culture-course
http://ujop.cuni.cz/en/course/czech-language-and-culture-course
http://ujop.cuni.cz/en/course/czech-language-and-culture-course
http://ubs.ff.cuni.cz/en/summer-school/
http://ubs.ff.cuni.cz/en/summer-school/
http://sufle.univ-amu.fr/en/courses/IntensiveCourses /all-intensive-courses
http://sufle.univ-amu.fr/en/courses/IntensiveCourses /all-intensive-courses
http://sufle.univ-amu.fr/en/courses/IntensiveCourses /all-intensive-courses
http://sufle.univ-amu.fr/en/courses/IntensiveCourses /all-intensive-courses
http://sufle.univ-amu.fr/en/courses/IntensiveCourses /all-intensive-courses
http://sufle.univ-amu.fr/en/courses/IntensiveCourses /all-intensive-courses
http://sufle.univ-amu.fr/en/courses/IntensiveCourses /all-intensive-courses


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
各国語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

35

フ
ラ
ン
ス

グルノーブル大学
Université Grenoble Alpes

 
【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

フランス語コース (4週間)

French Language Courses
2020/8/3～8/28

◎授業料：840€（deposit:200€）
※一昨年度↓
◎Homestay：
・Room with breakfast: ±360 €/month
・Room with breakfast and dinner: ±630 €/month
◎University residences： ±295 €/month

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

80 A1-C1

https://cuef.univ-grenoble-
alpes.fr/main-menu/useful-
information/schedules-and-
rates/

秋
廣
 

尚
恵

36
ス
イ
ス

ジュネーヴ大学
University of Geneva

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

フランス語コース（3週間）
◎Summer FRENCH Courses:

3 Week Course  Session：3 (Aug)
2020/8/3～8/21

◎授業料：CHF 1050   早割①：CHF 850　早割②：CHF 950
※ジュネーヴ大学への派遣留学予定者は授業料割引あり
◎宿泊施設：Cite Universitaire of Geneva (HPの"Course &
accommodation"から予約)
・授業料+宿泊費　21nights : 1,700 CHF  (2020/6/28 申込・支払締
切)
◎課外活動は別料金：CHF10～65/visit

2020/07/29
(宿泊施設と一緒に申込む場

合は、2020/6/28まで)
（早割①: 2020/2/29まで)

（早割②: 2020/3/1-7/19ま
で)

45 特になし
https://www.unige.ch/lettres
/elcf/coursete/en/french-
courses/

秋
廣
 

尚
恵

37
ド
イ
ツ

ゲッティンゲン大学
University of Göttingen

【2019年度入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語と文化コース
(4週間)

INTERNATIONAL SUMMER COURSE
2020

2020/8/3
(arrival 2020/8/1 12noon - 7pm)

～
2020/8/28

(departure 2020/8/29　until 11am)

◎授業料：€ 670
The course fee includes:
・ the language course
・ the teaching material
・ the tutorials and extracurricular activities, including 3 day trips
◎宿泊施設：各自で手配(hpに紹介あり)

【奨学金あり】
※ドイツ学術交流会(DAAD)語学研究奨学金(2019年12月1日(必着))
※下記URLから必要情報を確認の上、直接応募
https://www.daad.jp/ja/find-funding/scholarships-for-students-
and-graduates-from-japan/

2020年1月から受付開始
（昨年度は締切日を待たず、

満席になり受付終了）

total of 78 lessons
(one lesson = 45

minutes)
特になし

https://www.iik-
goettingen.de/en/courses/su
mmer-erasmus-
courses/summer-course/

西
岡
　
あ
か
ね

38
ド
イ
ツ

ゲッティンゲン大学
University of Göttingen

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語コース
(6週間)

Program 2019:
Preparatory German Courses,

 German language courses at IIK

・A2-B2:2020/7/22-9/2,

・Advanced Training Course C1 for DSH:
2020/7/22-8/30

◎授業料：495€
※昨年度↓
◎宿泊施設：not provided. (HPからホステル等の紹介あり。各自で予
約。Hostel fees start at 18 € per night.）

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

・150 (one lesson =
45 minutes)

特になし
https://www.iik-
goettingen.de/en/courses/pr
eparatory-german-courses/

西
岡
　
あ
か
ね

39
ド
イ
ツ

ギーセン大学
University of Giessen

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語と文化コース
(4週間)

International Summer Course

（昨年度）
2019/8/29～9/27

・授業料：€ 630
・宿泊施設 around € 325 per month (including utilities, internet
access and linen)
・保証金: € 250 (refunded, a service charge is deducted)
・Health insurance: around € 90 per month
・Cost of living: around € 300 per month

【奨学金あり】
※ドイツ学術交流会(DAAD)語学研究奨学金(2018年12月1日(必着))
※下記URLから必要情報を確認の上、直接応募
https://www.daad.jp/ja/find-funding/scholarships-for-students-
and-graduates-from-japan/

2019/7/15 or when the
maximum number of

participants(75) has been
reached

100 特になし

https://www.uni-
giessen.de/internatio
nal-pages/language-
courses/in/hsk

西
岡
　
あ
か
ね

40
ド
イ
ツ

ギーセン大学
University of Giessen

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語コース
（7～8週間）

German Intensive Courses
in Preparation for Academic Study

・C1.1：2020/8/3～9/25
 

・A2：2020/8/3～9/25

◎授業料
€ 563

You can register up to three
months before the start of a
course.
The maximum capacity per
course is 18-20 participants.

160 特になし

https://www.uni-
giessen.de/international-
pages/language-
courses/in/intensive/index_ht
ml

西
岡
　
あ
か
ね

41
ド
イ
ツ

ハンブルク大学
Hamburg University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語サマースクール
Summer School -Deutsch Intensiv-

※初心者～初級者向け
（CEFR ： A1 ～ A2 レベル）
日本・韓国・台湾の学生向け

2020/8/1～8/31
（授業は8/4～8/28）

◎費用:
・1500 EUR (授業料、教材費、宿泊費、ハンブルク全市内交通（バ
ス、電車）の１ヶ月定期券、遠足プログラム交通費）

◎宿泊施設:学生寮(宿泊費は上記料金に含まれる)

2020/4/下旬
 

参加希望者は留学支援共同
利用センターまでメール等で

連絡すること。

・ドイツ語:54時間
・母国語による補講:
１8時間
・チューターによる授
業:36時間
※授業日数：平均１8
日
+課外活動

特になし
（初心者～初級者向け）

1クラス15人前後

https://drive.google.com/file/
d/1u8exOXyi_ntJVw7dD37roV
_t5WkuiBMg/view?usp=sharing

西
岡
　
あ
か
ね

5

https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/summer-course/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/summer-course/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/summer-course/
https://www.iik-goettingen.de/en/courses/summer-erasmus-courses/summer-course/
https://www.uni-giessen.de/international-pages/language-courses/in/hsk
https://www.uni-giessen.de/international-pages/language-courses/in/hsk
https://www.uni-giessen.de/international-pages/language-courses/in/hsk
https://www.uni-giessen.de/international-pages/language-courses/in/hsk
https://drive.google.com/file/d/1u8exOXyi_ntJVw7dD37roV_t5WkuiBMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u8exOXyi_ntJVw7dD37roV_t5WkuiBMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u8exOXyi_ntJVw7dD37roV_t5WkuiBMg/view?usp=sharing


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
各国語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

42
ド
イ
ツ

ビーレフェルト大学
Universität Bielefeld

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語コース
(4週間)

International German Summer Course
2020

2020/8/7～9/2

◎授業料€640（includes:
Language course and project work, Proficiency test (if
desired), Some of the leisure programme and two weekend
excursions）
◎宿泊：希望があれば大学がアレンジ可（€ 250-350)

【奨学金あり】
※ドイツ学術交流会(DAAD)語学研究奨学金(2019年12月1日(必
着))
※下記URLから必要情報を確認の上、直接応募
https://www.daad.jp/ja/find-funding/scholarships-for-
students-and-graduates-from-japan/

2020/6/30
（参加にあたりビザが必要

が学生は2020/6/1）

A2,B1:25H/week

B2/C1:17 hours of
general language
and 8 hours of

technical
language per week

18才以上

https://www.uni-
bielefeld.de/studium/studienin
teressierte/international/som

merdeutschkurse/

西
岡
　
あ
か
ね

43
ド
イ
ツ

ベルリン自由大学
Freie Universität Berlin

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語集中コース（C-Track)
FUBiS Term III 2020 (C-Track)

2020/7/18～8/15

Program Fee:€ 250(2020/5/23までの支払で€50割引)
Intensive German Language Class:€ 1,650

◎宿泊：single room in shared €420～/homestay €695

【奨学金あり】
※ドイツ学術交流会(DAAD)語学研究奨学金(2019年12月1日(必
着))
※下記URLから必要情報を確認の上、直接応募
https://www.daad.jp/ja/find-funding/scholarships-for-
students-and-graduates-from-japan/

2020/6/20 A1～C2：120 特になし
http://www.fubis.org/2_prog/t

erm_3/index.html

西
岡
　
あ
か
ね

44
ド
イ
ツ

ミュンヘン大学
University of Munich

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

Intensive Course August 2020
ドイツ語コース (4週間) または

Intensive Course July and August 2020
 ドイツ語コース (8週間)

Special Course(追加オプション)
(各・週2回)

(1)Pronunciation Training Special (A2)
(2).Speaking Practice Basic (A2/B1)

2020/8/4～8/27 または
2020/7/8〜8/27

※8週間のコースについては、授業、試
験に影響がないことを確認できれば参加

可

◎費用
・Intensive Course:
　990ユーロまたは1,890ユーロ（授業料、宿泊費(8/3～8/28または
7/7〜8/28)、教材費を含む）
　※外大生優待価格

・Special Course: 各155ユーロ

・午前授業の受講保証: 60 ユーロ

4/30

まずは本学の留学支援共同
利用センター(留日センター
棟1F)へのオンライン申請及
び書類提出を4/17迄に行う
こと。（先方への申請は別途

個別に連絡します。）

・Intensive Course:
54(72units x 45分)
または
111(148units x 45分)

・Special Course:
12(16units x 45分)

最低5名・最大15名
(応募が15名を超える場合、
1・2年生優先、先着順)

追加オプション(1)CEFR:A2
追加オプション
(2)CEFR:A2/B1

http://www.tufs.ac.jp/ts/pers
onal/fujinawa/ms/Angebot_T
UFS_2020_E.pdf

藤
縄
 

康
弘

45
ド
イ
ツ

トリーア大学
University of Trier

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語と文化コース
(4週間)

48h International Summer School at Trier
University 2020

2020/8/3
(arrival:2020/8/3 ,

placement test:2020/8/4)
～

2020/8/28
(depature:2020/8/28)

◎授業料：600 Euro
◎宿泊施設：寮　(希望すれば手配可能、数に限りあり)
・single room：325€ (寝具含む) and 50 € for the deposit

2020/7/15
(or if all places are

allocated)
※すぐに定員に達してしま
うため早めに応募すること

75H(1クラス45
分）、12 hours
conversation OR

seminars

Basic knowledge of
German

https://www.uni-
trier.de/index.php?id=25921&L
=2

西
岡
あ
か
ね

46

ベ
ル
ギ
ー

リエージュ大学
Université de Liège

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

フランス語コース(3週間)

Intensive French course
2020/8/3～8/21

◎授業料：-Practice: 620 €
　　　　　　　-Cultural activities: About 125 €
◎宿泊：学生寮やシェアハウスの紹介あり

2019/7/21までに申込み及び
デポジット250€を支払う

60
・スピーキング・ライ

ティング45ｈ
・ラボ、ベルギーのフ
ランス語文化、会話
のいずれか選択15ｈ

特になし

https://www.islv.ulieg
e.be/cms/c_1057186
5/en/islv-l-
universite-d-ete

秋
廣
 

尚
恵

47

オ
ー

ス
ト
リ
ア

ウィーン大学
University of Vienna

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ドイツ語コース
(3-4週間)

Summer Intensive Courses

・4wks:
2020/8/3～8/28

・3wks:
2020/8/31～9/18

◎費用:
・4 weeks:
　・Course: € 505
　・Course + 寮(1人部屋): € 1.085
　・Course + 寮(2人部屋）: € 1.010 (per person)

・ 3 weeks:
　・Course: € 495
　・Course +寮(1人部屋): € 995
　・Course +寮(2人部屋）: € 925 (per person)

2019/2/14
受付開始

42.75((57units x 45
分),

42((56units x 45分),
1グループ最大16名

https://sprachenzentrum.univ
ie.ac.at/en/german-
courses/summer-intensive-
courses/

西
岡
　
あ
か
ね

6

http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/International/Sommerkurse/index.html
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/International/Sommerkurse/index.html
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/International/Sommerkurse/index.html
http://www.uni-bielefeld.de/%28en%29/International/Sommerkurse/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_3/index.html
http://www.fubis.org/2_prog/term_3/index.html
https://www.uni-trier.de/index.php?id=25921&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=25921&L=2
https://www.uni-trier.de/index.php?id=25921&L=2
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571865/en/islv-l-universite-d-ete
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571865/en/islv-l-universite-d-ete
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571865/en/islv-l-universite-d-ete
https://www.islv.uliege.be/cms/c_10571865/en/islv-l-universite-d-ete
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/sommer-intensivkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/sommer-intensivkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/sommer-intensivkurse/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/sommer-intensivkurse/
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■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。
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員

48

イ
タ
リ
ア

トリノ大学
University of Turino

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

イタリア語と音楽コース
(3週間)

Italian, Words and Music

(昨年度)
2019/9/4～9/26

(昨年度)
◎Program fee　€ 600　 includes:
- Italian language and culture courses
- Personalized exercises
- Seminars
- Teaching material
- participants can get ECTS credits
- A selection of tickets for "MITO SettembreMusica" concerts (on
request, depending on the availability)
Program fees do not include accommodation or meals.
◎Accomodation: On request, you can book accommodation in
EDISU residence halls

プログラム開始
2週前

（先着順）

・言語：60
・文化：30

特になし
http://www.italianoperstranier
i.unito.it/en/summer_school/s
ummer_school_settembre.html

小
田
原
 

琳

49

イ
タ
リ
ア

ペルージャ外国人大学
Università per Stranieri di Perugia

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

イタリア語と文化
Italian Language and Culture Courses (1-

MONTH COURSES)

2020/8/3～8/31

2020/9/2～9/30

◎授業料（外大生はここから20%割引）
※授業料は現地でクレジットカード払い可
Elementary-Intermediate: € 600
Advanced: € 680

Elementary-Intermediate: 6 ECTS
Advanced: 8 ECTS

ペルージャ外国人大学へは
留学支援共同利用センター

にてとりまとめて申請します。
詳細についてはE-applyをし
た学生へ後日ご連絡します。

Elementary-
Intermediate: 80
Advanced: 96 or 108

特になし
https://www.unistrapg.it/en/n
ode/30

小
田
原
 
琳

50

イ
タ
リ
ア

ローマ大学「ラ・サピエンツァ」
Universita degli Studi di Roma "La

Sapoenza"

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

イタリア語と文化
Italian Language and Culture Summer

School
（英語、イタリア語から選択）

2019/7/15～7/27
授業料: €1400
出席率75％以上で5ECTSクレジット付与
希望者は大学から徒歩10分の"Casa dell'Aviatore"へ特別料金での
入居申込可

2019/4/20 70（うち講義40） 特になし

https://www.uniroma1.it
/en/offerta-
formativa/corso-di-
formazione/2019/italian
-language-and-culture-
summer-school

小
田
原
 
琳

51

イ
タ
リ
ア

パヴィア大学
Università di Pavia

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

イタリア語コース
Italian Courses at Language Centre

2019/9/4～9/20 ・プログラム料：€320 2019/7/25
・50H（プログラム末
テストでプラス2H）

・週10/20H
特になし

https://cla.unipv.it/?page_id=1
71

小
田
原
 
琳

52

ポ
ー

ラ
ン
ド

ヤギェロン大学
Jagiellonian University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ポーランド語コース（3週間）

Summer School 2020 –
D. 3-week intensive program

新型コロナウィルスの影響で、
開催されない可能性があります

 
(Arrival: 2020/7/26 )
2020/7/27～8/16

(Departure: 2020/8/16)

・Full package: 5,986 PLN, includes  tuition, textbook, all
complementary programs,room and board, and non-refundable 500
PLN prepayment
・Academic program only: 2,690 PLN, includes tuition, textbook, and
non-refundable 500 PLN prepayment

2020/6/30 75 特になし
http://www.uj.edu.pl/en_GB/
web/sjikp/szkola-letnia/o-
szkole

森
田
　
耕
司

53

ポ
ー

ラ
ン
ド

シロンスク大学
University of Silesia

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ポーランド語と文化コース
(4週間)

Summer School of Polish Language,
Literature and Culture

新型コロナウィルスの影響で、
開催されない可能があります

(Arrival: 2020/7/31)
2020/8/1～8/29

・Program fee: 910 Euro (language classes, "Polish Life and Culture"
seminar, cultural events, excursions, on-campus recreation, meals
in the student restaurant, dormitory accommodation (double room)
and text books.
・シングルルーム希望者のみ: extra charge of 150 euro, if available
※ISIC国際学生証保持者は10％割引(前もってCOPYの提出必要）

2020/5/31　（先着順）

language classes
(80）

extra classes (20)
language games (20）

特になし

http://www.sjikp.us.edu.pl/en
/summer-school-of-polish-
language-literature-and-
culture/

森
田
　
耕
司

54

ポ
ー

ラ
ン
ド

アダム・ミツキェヴィチ大学
Adam Mickiewicz University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ポーランド語と文化コース
(3週間)

Summer School of Polish Language and
Culture 2019

新型コロナウィルスの影響で、
開催されない可能性があります

2020/8/10～8/28

Full option:880€
The fee covers costs of didactics, accommodation, meals, cultural
programme, excursions, didactic materials. The fee does not cover
costs of tickets and entrances to galleries, cinemas and clubs
visited in free time.
Didactics only:600€
The fee covers costs of didactics, cultural programme in Poznań
and all didactic materials. The fee does not cover costs of
accommodation, meals, excursions.
Participants can also choose to live in single rooms, for extra 95
EUR. シングルルーム数に限りあり。申請時に記入。先着順。

特に期日を設けていないが、
申請受付中。早めの申し込

みを推奨。

language course -
60h

特になし
http://summerschool.amu.edu
.pl/

森
田
　
耕
司

7

http://www.italianoperstranieri.unito.it/en/summer_school/summer_school_settembre.html
http://www.italianoperstranieri.unito.it/en/summer_school/summer_school_settembre.html
http://www.italianoperstranieri.unito.it/en/summer_school/summer_school_settembre.html
https://www.unistrapg.it/en/node/30
https://www.unistrapg.it/en/node/30
https://www.uniroma1.it/en/offerta-formativa/corso-di-formazione/2019/italian-language-and-culture-summer-school
https://www.uniroma1.it/en/offerta-formativa/corso-di-formazione/2019/italian-language-and-culture-summer-school
https://www.uniroma1.it/en/offerta-formativa/corso-di-formazione/2019/italian-language-and-culture-summer-school
https://www.uniroma1.it/en/offerta-formativa/corso-di-formazione/2019/italian-language-and-culture-summer-school
https://www.uniroma1.it/en/offerta-formativa/corso-di-formazione/2019/italian-language-and-culture-summer-school
https://www.uniroma1.it/en/offerta-formativa/corso-di-formazione/2019/italian-language-and-culture-summer-school
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/szkola-letnia/o-szkole
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/szkola-letnia/o-szkole
http://www.uj.edu.pl/en_GB/web/sjikp/szkola-letnia/o-szkole
http://www.sjikp.us.edu.pl/en/summer-school-of-polish-language-literature-and-culture/
http://www.sjikp.us.edu.pl/en/summer-school-of-polish-language-literature-and-culture/
http://www.sjikp.us.edu.pl/en/summer-school-of-polish-language-literature-and-culture/
http://www.sjikp.us.edu.pl/en/summer-school-of-polish-language-literature-and-culture/
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員

55

ポ
ー

ラ
ン
ド

ウッチ大学
University of Lodz

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ポーランド語とポーランド観光
(1カ月)

Polish Language Course / Summer
Course

新型コロナウィルスの影響で、
開催されない可能性があります

2020/8/1-8/31

Tuition fee - 480 EUR

ACCOMMODATION  AND  BOARD
double rooms : 100 EUR/month.
deposit : 700 PLN(in cash and it can be paid only in Polish Zloty)
Students can buy full-board or half-board in the canteen.
Board cost in Poland is about 120 EUR/month.

2020/07/01 締切

100 teaching hours
of Polish language +
20 teaching hours of

sightseeing

特になし

https://iso.uni.lodz.pl/study-
in-english/learning-polish-at-
ul/

http://www.sjpdc.uni.lodz.pl/?
q=node/43&language=en

森
田
　
耕
司

56

ウ
ク
ラ
イ
ナ

リヴィウ国立大学
University of Lviv

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

初級ウクライナ語コース
(3週間)

「ウクライナとの出会い ――
ことば、文化、伝統 ――」

2020/9/3～9/23

◎授業料:389米ドル
◎ 寮の提供可能性あり（月額2000円程度）

※参加者2名以上で開講
2020/5/22 60

・ウクライナに興味のある東
京外国語大学の学生
（学士課程及び博士課程）

・キリル文字既習者

なし

前
田
　
和
泉

57

リ
ト
ア
ニ
ア

ヴィータウタスマグヌス大学（カウナス）
Vytautas Magnus University (Kaunas)

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

リトアニア語と文化コース
(4週間)

Lithuanian Language and Culture
Summer Course

2020/7/11～8/9

開始が試験期間にかかるため、参加
の可否は各自で判断してください

◎授業料:750ユーロ（4月中に申込完了だと700ユーロ）

◎宿泊施設:
・寮 5ユーロ/night
・private accommodation provided　（大学定型の民間宿泊施設）：
　13ユーロ/night + 30 ユーロ（bedding set rent）
※4-week-stay価格
（昨年度は奨学金の記載あり。本年度は確認できず）

2020/6/1 100 特になし

http://balticsummeruniver
sity.com/courses/lithuania
n-language-and-culture-
summer-course-2020/

沼
野
　
恭
子

58

ポ
ル
ト
ガ
ル

コインブラ大学
University of Coimbra

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ポルトガル語コース(3週間)

September Portuguese Intensive Course
2019

2019/8/26～9/13
・授業料：General public: 335 Euros
・登録費：20 Euros
・宿泊施設：各自で用意する。HPに宿泊情報あり

2019/7/26 68 特になし
http://www.uc.pt/fluc/ensino
/cpe/ciset/cintsetingles

黒
澤
　
直
俊

59

ポ
ル
ト
ガ
ル

リスボン大学
University of Lisbon

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ポルトガル語コース(4週間)

85th summer course

・2020/8/3～8/28,
・2020/9/3～9/30

・授業料：€540 (Payment of the registration fee: 50% of the tuition
fee + the remainder must be paid within the first 3 days of classes.)
・宿泊先はStudent support office を通じて行う。

プログラム開始
15日前

80 特になし
https://www.iclp.letras.ulisboa
.pt/en/summer-course-
2020-2/

黒
澤
　
直
俊

60
ロ
シ
ア

極東連邦大学
Far Eastern Federal　University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

インターナショナルサマースクール(3週
間)

International Summer School "Russia -
Far East"

2020/8/10-8/28

◎プログラム費用:60,000 Russian rubles
◎Accommodation: Dormitory rooms with a two-person occupancy
2人部屋の1ベッド使用料：1月あたり3,500～4,200ルーブル
（別途要ミニ冷蔵庫使用料290～370ルーブル）

2020/4/30

ロシア語：25.5H
モジュール：27H

カルチャープログラ
ム：28.5H

undergraduate, graduate,
postgraduate, and non-
matriculated students

https://www.dvfu.ru/en/admi
ssion/pre-university-
courses/international-
summer-school-russia-far-
east/

鈴
木
義
一

61
ロ
シ
ア

モスクワ大学
M. V. Lomonosov Moscow State

University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ロシア語コース

2 cities - 2 universities
2019/8/25-9/22 ◎プログラム費用：2,300US$　(含宿泊費用） 2019/6/30

ロシア語を1年以上学んだ学
生

鈴
木
義
一

62
ロ
シ
ア

モスクワ大学
M. V. Lomonosov Moscow State

University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ウラジオストク国際外国語学校で学ぶ
ロシア語集中コース

International Linguistic School in
Vladivostok

2019/9/9-9/20

　
◎プログラム費用: 780$
含まれているもの：ホテル（トリプルルーム）滞在費、朝食、授業料、
観光費用（美術館、劇場、水族館訪問など）

70

・満18歳以上
・ロシア語を少し学んだこと
がある人
・初めから学びたい人

なし

鈴
木
義
一

63
ロ
シ
ア

サンクトペテルブルク大学
St. Petersburg University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ロシア語コース（4週間）

Russian as a foreign language. Main
course

随時
40,000 rubles

学生寮あり
随時 80 特になし

https://english.spbu.r
u/education/russian-
language

8
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
各国語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

64
ロ
シ
ア

サンクトペテルブルク大学
St. Petersburg University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ロシア語ショートタームコース（3週間）

Russian as a foreign language. Short-
term Course

※1週間、2週間のオプションもあるが、
ショートビジットとして認められるのは3週

間コースのみ

随時
3週間：27,000ルーブル

学生寮あり
随時 60 A2以上

https://english.spbu.r
u/education/russian-
language

65

ス
ロ
ヴ

ェ
ニ
ア

リュブリャーナ大学
University of Ljubljana

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スロヴェニア語コース(2週間)(4週間）

38th Summer School of Slovene
Language 2019

・two-week morning cours
・two-week morning course + elective

afternoon course

2019/7/15～7/26(2weeks) ◎授業料：
・morning course: EUR 540
・morning course + elective course: EUR 540 + EUR 158
・別途　textbook
◎宿泊施設：各自で用意する。HPに宿泊情報あり

2019/7/1 40/58 特になし

http://centerslo.si/en/course
s-for-
adults/schools/summer-
school/

金
指
　
久
美
子

66

ス
ペ
イ
ン

サラマンカ大学
University of Salamanca

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語と文化コース
 （2-4週間）

Spanish Language and Culture Courses

・2020/8/3～8/14 (2 weeks),
・2020/8/3～8/21 (3 weeks),
・2020/8/3～8/28 (4 weeks),

---------
・2020/9/2～9/16 (2 weeks),
・2020/9/2～9/23 (3 weeks),
・2020/9/2～9/30 (4 weeks)

2-4週間で選択可能
◎授業料：450€-1185€(授業時間は1日3-5時間から選択)
◎宿泊：
・宿泊予約手配料：200€    ・宿泊設備料：35€
・寮,ホームステイ,singleかdouble,食事付きか無しか選択
・(宿泊費)寮：約18.25€-32.50€/day、
・(宿泊費)ホームステイ：約22€-24€/day

・2020/8/3,
・2020/9/2

開始日までだが、早めの申請を推奨

30-100
（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://cursosinternacionales.
usal.es/index.php/en/cursos-
de-lengua-y-cultura

川
上
　
茂
信

67

ス
ペ
イ
ン

アルカラ大学
University of Alcalá

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語コース(4週間)

Intensive Language course

・2020/8/3-8-31
・2020/9/1-9/29

◎Tuition： Language course 760 €
◎宿泊施設：
 ・例. UNIVERSITY RESIDENCE (CRUSA) 380 €/  MONTH
　　　　ホームステイ：30€/DAY　　HPに情報あり

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

80 特になし
http://www.alcalingua.com/en
/courses

久
米
　
順
子

68

ス
ペ
イ
ン

アルカラ大学
University of Alcalá

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語と文化コース
(4週間)

Intensive Language and culture course

・2020/8/3-8-31
・2020/9/1-9/29

◎Tuition： 940 €
◎宿泊施設：
 ・例. UNIVERSITY RESIDENCE (CRUSA) 380 €/  MONTH
　　　　ホームステイ：30€/DAY　　HPに情報あり

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

100 特になし
http://www.alcalingua.com/en
/courses

久
米
　
順
子

69

ス
ペ
イ
ン

マラガ大学
Universidad de Málaga

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

夏期集中コース
Intensive Summer Course

・1month   2020/8/3～8/31
　　　　　　  2020/9/1～9/29
・2week
               2020/8/1～8/13
               2020/9/1～9/14

◎授業料：
・1month €799
・2week　€420
◎宿泊：紹介あり

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

・1month
 90hours
・2week
 45hours

特になし

https://www.uma.es/centroin
ternacionaldeespanol/info/10
8134/curso-de-verano-
2018/

久
米
　
順
子

70

ス
ペ
イ
ン

バルセロナ自治大学
Universitat Autònoma de Barcelona

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語集中コース

Spanish intensive courses (A1 - B2)
2018/7/30～8/24

（昨年度）　◎授業料：960€　（includes: Registration and enrolment
fee / Placement test / Welcome pack / Course materials /
Progress tests / Final exam / UAB Certificate / Student card /
Wifi）
◎宿泊：　arranged by the university (Vila Universitària)
https://vilauniversitaria.uab.cat/en/

コース開始2週間前には申請 80 特になし

http://www.uab.cat/web/stud
y/uab-languages-
courses/courses-offer/list-
of-courses/general-
information/x-
1345687005708.html?param1=
1345681497686

川
上
　
茂
信

71

ス
ペ
イ
ン

バルセロナ自治大学
Universitat Autònoma de Barceｌona

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

外国語としてのスペイン語

Spanish as a Foreign Language (level B1
CEFRL)

2019/7/15～8/2
 授業料　€ 840
6ETCS
 ・宿泊：紹介あり。各自で申込み。

4/1までの申込みで授業料
10％オフ

特になし

https://www.uab.cat/web?c=
Page&cid=1345778450083&pa
gename=UAB2013%2FPage%2
FTemplatePageInteriorWEB_F
acultatsUAB2015_RWD

川
上
茂
信

注: 定期試験期間中の為、

試験の予定が無いことを自

分で確認して参加して下さい

9
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
各国語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

72

ス
ペ
イ
ン

グラナダ大学
University of Granada

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語集中コース(CILE)（2・3・4週間）

Intensive Spanish Language Courses
(CILE)

2019/7/18～8/31   LEVEL TESTS 7/17
(40H)

2019/8/1～8/14　  LEVEL TESTS 7/31
(40H)

2018/8/19～8/30　 LEVEL TESTS 8/14
(40H)

2019/08/1～8/23　 LEVEL TESTS 7/31
(60H)

2019/08/1～8/30　 LEVEL TESTS 8/14
(80H)

2019/9/3～9/16   LEVEL TESTS 9/2
(40H)

2019/9/17～9/30   LEVEL TESTS 9/16
(40H)

2018/9/3～9/23　 LEVEL TESTS 9/2
(60H)

2019/9/3～9/30　 LEVEL TESTS 9/2
(80H)

◎Registration fee & Courses fee:
　440EUR (40H)、660 EUR(60H), 759 EUR(80H)

◎宿泊施設:別途必要
 ホテル・ゲストハウス・ホームステイ・学生寮・アパート・シェアハウス
等選択可

特にないが、早めの申請を
推奨

・スペイン語
40H/60H/80H

beginnersは、月初めのコー
スを推奨

2019/7/18～8/31（40H)
2018/8/19～8/30（40H)
beginnersは参加不可

http://www.ugr.university/pag
es/prospective_students/lang
uage_courses

川
上
　
茂
信

73

ス
ペ
イ
ン

グラナダ大学
University of Granada

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語と文化サマーコース

Spanish Language and Culture Subjects
in Summer

2019/8/1～8/30（22.5H）

2019/8/1～8/30（45H）

◎Registration fee & Subject fee:
22.5H：124＋186=310€
45H：248＋372=620€

◎宿泊施設:別途必要
 ホテル・ゲストハウス・ホームステイ・学生寮・アパート・シェアハウス
等選択可

特にないが、早めの申請を
推奨

会話（10H/22.5H）
Spanish Civilization
and Culture (22.5H)

level A2+ (CLM - 3 lower
intermediate)

https://www.clm-
granada.com/en/esp/
asig-
verano.html#cursos18
-19

川
上
　
茂
信

74

コ
ロ
ン
ビ
ア

エアフィット大学
Universidad EAFIT

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語コース（4-8週間）

Spanish as a Foreign Language Program
- Intensive Courses

1コース2週間
※2コース以上取ること

・2019/7/29～8/9,
・2019/8/12～8/23,
・2019/8/26～9/6,
・2019/9/9～9/20

※4,6,8週間で選択可能（2週間で1コース）
・授業料：1,390.000 cop/2週間コース（参加者が3名以上の場合）
 (Materials are no included, A 3% discount will be applicable if more
than two courses are paid in advance,)
 ・宿泊：not provided (紹介あり。各自で予約。）

プログラム開始2週前
76-152

(週19時間×
4週間から8週間)

特になし
http://www.eafit.edu.co/idiom
as/spanish-
program/Paginas/home.aspx

久
野
　
量
一

75

メ
キ
シ
コ

グアナフアト大学
University of Guanajuato

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語コース(4週間)

Spanish courses for foreigners：
Monthly Courses

・2019/8/5～8/30
・2019/9/2～9/27

◎申請費:USD85
◎授業料:USD695（外大生は40%割引でUSD417）
◎宿泊施設:ホームステイ (3 meals included, except for sundays)
・Single US$28-30/day
・Double US$26/day
◎Pick-up service (optional): US$40-50

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

92 hours for the
beginner course
and 88 hours for
the intermediate
and advanced
courses

特になし

http://www.dcsh.ugto
.mx/idiomas/spanish-
foreigners

久
野
　
量
一

76

キ

ュ
ー

バ

ハバナ大学
Universidad de La Habana

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

スペイン語コース(3週間)

 Intensive Spanish Language Courses

Classes start the first Monday of each
month except August.

・2020/9/7～9/25 (3 weeks)

◎授業料:
[Elementary, Intermediate, Advanced]
・3 weeks: 240.00 CUC,
[High Level]
・3 weeks: 270.00 CUC,

（※要確認）
◎宿泊:各自で予約(但し、担当者からの推薦を受けたアパート情報
あり) 例：賃貸アパート 約7万円/月

プログラム開始日の1ヵ月前
までに、The Faculty of
Spanish for Non-native

Speakers (FENHI) 担当者に
メールすることが望ましい。プ
ログラム初日（9/7）に直接
行って手続きをしてもOK。

60 hours/3 week

*1 teaching hour =
45 minutes

特になし
http://www.uh.cu/pa
gina/estudiar-espanol

久
野
　
量
一

77

ブ
ル
ガ
リ
ア

ソフィア大学
Sofia University

【】

ブルガリア語と文化(3週間)
International School of Bulgarian

Language and Culture Sessions 2020
STANDARD 3 WEEKS COURSE

・2020/8/10～8/28
・2020/9/8～9/25

◎授業料：
・:679 Leva
※昨年度↓
※別途教科書代 60 leva
◎Hostel accommodation：
single room:14 EUR/day (non EU members)

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

・言語:60
・Bulgarian folk
dances and folk

songs (optional):12

特になし

http://www.deo.uni-
sofia.bg/en/sessionsi
s

匹
田
　
剛

10
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

78

フ
ィ

リ
ピ
ン

デラサール大学
De La Salle University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

英語コース（3週間）
※Select 2 or 3 classes
◎Regular Class(4-14 students)
・Conversation English
・English Grammar
・English Pronunciation
・Reading Comprehension and
Vocabulary Development
◎Tutorial Class (1 on 1)
・IELTS ・TOEIC ・TOEFL ・TESL/TEFL
・TESOL

(orientation 2019/8/2)
2019/8/5～8/28

(orientation 2019/9/6)
2019/9/9～9/27

・授業料:
  P22,800-34,200/regular course
  P15,000-30,000/special class
・申請料: P400
・Assessment fee: P200
・Official I.D. with I.D. jacket & lace: P 175.00 (P 20.00 ID
validation)
・Computer fee: P 20.00/course
・宿泊：紹介あり。各自で予約。

まずは本学の留学支援共同利
用センター(事務棟F1)へのオ
ンライン申請及び書類提出を
4/17迄に行うこと。（先方へ
の申請は別途個別に連絡しま

す。

60-90
 (30時間ｘ
2コースから
3コース)

特になし

http://xsite.d
lsu.edu.ph/ac
ademics/coll
eges/ced/cel
l/default.asp

相
木
 
 

裕
史

79
カ
ナ
ダ

ブリティッシュコロンビア大学
University of British Columbia

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

英語コース（4週間、3週間）
English for the Global Citizen

 (4 weeks、3weeks)

(4 weeks)
2020/8/4-8/28

(3 weeks)
2020/9/8-9/25

・授業料: CAD 2,650/4weeks、1,950/3weeks
 (このうち保証金CAD300は申請時に前払い)
・申請料: CAD 150
・Mandatory Insurance: CAD 80
・宿泊
（ホームステイ）
Homestay Placement Fee: CAD 250
Homestay: CAD 37/night (include 3 meals/day)
（学内寮　※利用できるかは日程によるのでサイトで確認）
Residence Placement Fee: CAD 150
Residence: CAD 35/night

概ね3か月前
人気がありすぐに定員に達する

ため早めに申し込むこと
すべての支払いは1か月前まで

108
（週27×4）

特になし

http://www.e
li.ubc.ca/egc
/index.html

相
木
 
 

裕
史

80
カ
ナ
ダ

レジャイナ大学
University of Regina

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

英語コース（3週間）
University of Regina ESL Intensive Program

 (arrival 8/9)
2020/8/10～8/28
(departure 8/29)

・授業料: 3 weeks CA$2,604 (include homestay with 3 meals/day)
・上記の料金にはほかに教材費、文化活動費、バスパス、宿泊手配料等も含ま
れる
・extra homestay fee: CA$ 30/day

留学支援共同利用センター
でまとめて申請

レジャイナ大学SV説明会
2020/4/24 11:50
研究講義棟100

授業75時間（週25×3）
+現地学生との交流15

時間
特になし

http://www.uregin
a.ca/esl/

相
木
 
 

裕
史

81

ア
メ
リ
カ

ニューヨーク州立大学
オルバニー校

University at Albany,
State University of New York

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　　　【要F-1ビザ】

集中英語コース(4週間)
Intensive English Language Program
4-week Session

2020/8/19-9/16

・Program fee : US$1,695
・Application fee : US$130
・IELP Service fee : US$150
・University comprehensive service fee : US$49
・International health & emergency assistance insurance : US$131.69

(IELP does not make housing arrangements. Students should handle their own
arrangements and housing applications.)
・On-Campus Domitories : US$1,126/month
・On-campus apartments : US$1,248-1,695/month
・Homestays : US$860/month (2meals/day), Application fee : US$200

（要参加）
COIL説明会

日時、場所：TBD

Apply at least one month before
the start of a new session

Full-time students
study 20 hours per

week, which includes
two core classes and
one elective course

特になし

https://www.
albany.edu/ie
lp/index.php

相
木
 
 

裕
史
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ア
メ
リ
カ

サンディエゴ州立大学
San Diego State university

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　　　【要F-1VISA】
Intensive English for Communication (IEC)
International Business English
(IBE)
(4-6週間)

2020/8/17, 24, 31 ～ 9/11,
18, 25

授業料 : USD390/week
application fee(non-refundable) : $175

宿泊：
例）Homestay Placement Fee $290/4 Week Rent $865

特にないが、
早めの申請を推奨
（概ね３か月前）

23+/week

Most programs do
not require test
scores before

arrival.

https://ali.sd
su.edu/apply
-online

相
木
 
 

裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
サンディエゴ校

University of California,
San Diego

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　　　【要F-1ビザ】

英語コース(4週間)
English Language Program 4-weeks
 ① Academic English
 ② Conversation and Fluency
 ③ Business English

(4週間)

 ①②
 2020/8/3～8/28
 2020/8/31～9/25

 ③
 2020/8/3～8/28

・Application Fee: $150 (nonrefundable)
・FedEx fee: $50 (optional, but recommended)
・2020 Tuition  (外大の学生はここから10％引)
      :  ①② $2,000 　③  $2,300
・2020 International Student Service Fee: $175
・UC San Diego Extension medical insurance: $180
・Books/Materials: Approximately $150-175 (Payment CANNOT be made in
advance. Books and materials must be purchased upon arrival at UC San Diego.)

〈宿泊〉
 　Homestay: $200 (手配料) + $960 (2食付)/$860(食事無)
 　Near-campus apartment:
     $250 (手配料) + $925 (shared) / $1,525 (private)
 　On-campus housing (7/28入居・8/24退去、3食付):
     $2025 (shared) / $2295 (private)

概ね3か月前

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

UCSD申請説明会
2020/4/22 11:50
研究講義棟100

 ①②
 80時間
 （週20×4）

 ③
 100時間
 （週25×4）

①③ High-
intermediate and
advanced students：目
安
TOEFL iBT 60, IELTS
5.0, or Cambridge
Exam (FCE) 160（証明
書の提出は不要）

②特になし

https://exten
sion.ucsd.edu
/international
-
programs/en
glish-
language-
institute

相
木
 
 

裕
史

11

http://xsite.dlsu.edu.ph/academics/colleges/ced/cell/default.asp
http://xsite.dlsu.edu.ph/academics/colleges/ced/cell/default.asp
http://xsite.dlsu.edu.ph/academics/colleges/ced/cell/default.asp
http://xsite.dlsu.edu.ph/academics/colleges/ced/cell/default.asp
http://xsite.dlsu.edu.ph/academics/colleges/ced/cell/default.asp
http://www.eli.ubc.ca/egc/index.html
http://www.eli.ubc.ca/egc/index.html
http://www.eli.ubc.ca/egc/index.html
http://www.uregina.ca/esl/
http://www.uregina.ca/esl/
https://www.albany.edu/ielp/index.php
https://www.albany.edu/ielp/index.php
https://www.albany.edu/ielp/index.php
https://ali.sdsu.edu/apply-online
https://ali.sdsu.edu/apply-online
https://ali.sdsu.edu/apply-online
https://extension.ucsd.edu/international-programs/english-language-institute
https://extension.ucsd.edu/international-programs/english-language-institute
https://extension.ucsd.edu/international-programs/english-language-institute
https://extension.ucsd.edu/international-programs/english-language-institute
https://extension.ucsd.edu/international-programs/english-language-institute
https://extension.ucsd.edu/international-programs/english-language-institute
https://extension.ucsd.edu/international-programs/english-language-institute
https://extension.ucsd.edu/international-programs/english-language-institute


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
サンディエゴ校

University of California,
San Diego

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　　　【要F-1ビザ】

英語コース(8週間)
English Language Program 8-weeks
 ①Communication and Culture
 ②Intensive Communication and Culture
 ③Intensive Academic English
 ④Intensive TOEFL Preparation
 ⑤Intensive IELTS Preparation
 ⑥Academic English Through Service-
Learning

(8週間)

2020/7/27～9/25

・Application fee: $150 (nonrefundable)
・2020 Tuition  (外大の学生はここから10％引)
　　:　① $3,100　　②～⑥ $3,500
・2020 International Student Services fee: $380
・UC San Diego Extension medical insurance: $450
・Books/Materials: $250 - $400 (Payment of books/materials CANNOT be made
in advance. Books/materials must be purchased upon arrival at UC San Diego.)

〈宿泊〉
 　Homestay:$200 (手配料) + $240/週 (2食付)、$215/週 (食事無)
 　Near-campus apartment (9weeks):
     $250 (手配料) + $2,020 (shared) / $3,392 (private)
 　On-campus housingは基本的に8月まで・4週間のみだが希望者は問合せによ
り可能性あり。

概ね3か月前

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

UCSD申請説明会
2020/4/22 11:50
研究講義棟100

 ①
 160時間
 （週20×8）

 ②～⑦
 200時間
 （週25×8）

①②③All levels

④⑤⑥High-
intermediate to
advanced levels only
（TOEFL500以上目安）

⑦Advanced levels only
（TOEFL550以上目安）

https://exten
sion.ucsd.edu
/international
-
programs/en
glish-
language-
institute

相
木
 
 

裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
ロサンゼルス校

University of California
Los Angeles

【2019年度入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　　　【要F-1ビザ】

Academic Intensive English Program
 (AIEP) 6weeks

 Intensive English Communication Program
 (IECP)　3/4weeks

AIEP C (6weeks)
2020/8/3-9/11

 IECP B (4weeks)
2020/7/27～8/20

IECP C (3weeks)
2020/8/24～9/11

・Application fee：$150
・Program Fee
AIEP 6weeks：$3600 IECP 4weeks：$2580 3weeks：$2010
・Student Services Fee（injury & sickness insurance, Express mail
fee included）
　
・Accommodation :
　On-campus housing 例(IECP B) 2人部屋・週11食付き US$1642.42
  ホームステイ、アパート　紹介のみで外部委託

（要参加）
COIL説明会

日時、場所：TBD

Applications are accepted until
programs are full.

We recommend allowing at least
8 weeks to obtain F-1 student

visa.

20 class sessions
weekly, each class
50 minutes

5 hours a day,
usually 9am-3pm
Monday-Thursday;
3-week session
meets Monday-
Friday.

Minimum English
skills must be

above the beginner
level; with above
basic vocabulary

knowledge and above
basic spoken
communication

skills.

https://www.
uclaextension
.edu/internati
onal-
students/am
erican-
language-
center

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
リバーサイト校

University of California
Riverside

【2019年度入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　　【要F-1ビザ】

Intensive English Program
 (INT) 　4/6/8weeks

プログラム開始日：
2020年 夏

7/20、8/3、8/17、8/31
終了日は受講週数
（4・6・8週間）による

・Application Fee : $200
・Program Fee : $2300(4week) $3100(6weeks) $3700(8week)
・Student Services Fee : $100-300
・Medical Insurance : $200-1500
・Books and supplies : $150-350
・Accommodation :
 - Housing Application Fee $200
 - International Village (4weeks) $1624(single) $896(double)
 - Homestay $900(4weeks)

（要参加）
COIL説明会

日時、場所：TBD

（特に記載なし）

20-25 hours a week
to develop
academic
language skills +
8 hours a week of
afternoon
elective classes

This program is for
all English
language levels,
from beginning to
advanced.
No TOEFL/IELTS exam
requirements.

https://www.
iep.ucr.edu/p
rogram/6875
9#

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
リバーサイト校

University of California
Riverside

 
【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　【F1ビザ不要・ESTAのみ】

Communication & Culture Program(CCP)
4/6weeks

プログラム開始日：
2020年 夏

7/20、8/3、8/17、8/31
終了日は受講週数
（4・6週間）による

・Application Fee : $200
・Program Fee : $1950(4week) $2900(6weeks)
・Student Services Fee : $100-300
・Medical Insurance : $200-1500
・Books and supplies : $150-350
・Accommodation :
 - Housing Application Fee $200
 - International Village (4weeks) $1624(single) $896(double)
 - Homestay Cost per week:$225 Cost per day:$33

（要参加）
COIL説明会

日時、場所：TBD

（特に記載なし）

12 hours of
classroom
instruction per
week

This program is for
all English
language levels,
from upper-
beginning and
beyond.
No TOEFL/IELTS exam
requirements.

https://www.
iep.ucr.edu/p
rogram/1547
761261

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
アーバイン校

University of California
Irvine

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　　【要F-1ビザ】

 ①Conversation & Culture
 ②Business English

 4/6/8 weeks
　*2週と4週の組み合わせによる

両プログラム共通

2020/8/3～9/29
の間で4/6/8週になるよう

自分で組み合わせる

・Application Fee(Required, non-refundable) : $200
・Tuition : 2weeks-$1,500  4weeks-$2,500
・Student Services Fee : $80/2weeks
・Medical Insurance : $100/2weeks
・Airport Pick-Up (one way)
　　From Los Angeles (LAX): $75
　　From John Wayne (SNA): $50
・Accommodation : 業者を紹介。価格等は様々
　　-University Apartments（例）Park West $1,075(Shared,2020/7/31-
8/29)
　　-Homestays

（要参加）
COIL説明会

日時、場所：TBD

The application deadline is 1
month prior to the program start

date

Classes meet
Monday-Friday at
various times
between 8:00 and
18:00. 72 class
hours per four-
week session (+ up
to 18 hours of
free optional
small group
tutoring/conversat
ion time!)

①all levels of
English proficiency

②
TOEIC500,iBTTOEFL45
,  IELTS4.5

http://ip.ce.u
ci.edu/progra
ms/english-
language-
programs/

相
木
　
裕
史
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます
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大
学
院
生
向
け

ア
メ
リ
カ

コロンビア大学
Columbia University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

【要F-1ビザ】

英語コース（3週間）
English for Professional Purposes : Business

（3週間）

2020/7/27～8/14

・Application fee $150
・Tuition $4,610 (tuition deposit: $350)
・Activity Fee $50
・Instructional Support Fee $60
・ALP Students Services Fee $20
・Technology Fee $35
・Housing (学内寮または各自で手配)
　例：Colombia University Housing : $1,378(double rate)
                                                   + $100(non-refundable application fee)
・Textbooks about $150

2020/6/21
52時間以上
(週18×3)

Students must hold a
bachelor's degree.

TOEFL iBT 85
IELTS 6.5

http://sps.co
lumbia.edu/al
p/programs/
english-for-
business

相
木
 
 

裕
史
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ア
メ
リ
カ

コロンビア大学
Columbia University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

【要F-1ビザ】

英語コース（４週間）
Intensive Program (Summer C)

（４週間）

2020/7/20～8/14

・Application fee $150
・Tuition $3,688 (tuition deposit: $350)
・Activity Fee $50
・Instructional Support Fee $30
・ALP Students Services Fee $20
・Technology Fee $35
・Housing (学内寮または各自で手配)
　例：Colombia University Housing : $1,378(double rate)
                                                   + $100(non-refundable application fee)
・Textbooks about $150

2020/6/21
72時間

(週18×4)
from pre-intermediate
to very high advanced

https://sps.c
olumbia.edu/
academics/e
nglish-
language-
programs/am
erican-
language-
program/inte

相
木
 
 

裕
史
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ア
メ
リ
カ

デラウエア大学
University of Delaware

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　【F1ビザ不要・ESTAのみ】
英語コース（４週間）

4-week English Language and American
Culture Program

2019/8/26～9/20(4週)

（昨年度）
申請料（申込時にカード払い・返金不可） $100
※express mail feeは払わなくてよい（ビザ不要のため）

$3,747（下記全て込み）
授業料、ホームステイ（朝晩2食付）、保健センター利用料、昼食meal plan、週末
エクスカーション3回分、空港送迎費用

まずは本学の留学支援共同利用
センター(事務棟F1)へのオンライ
ン申請及び書類提出を4/19迄
(2019年度）に行うこと。（先方へ
の申請は別途個別に連絡しま

す。）

112時間
(週28×4)

特になし

https://sites.
udel.edu/eli/
programs/iep
/

相
木
 
 

裕
史
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ア
メ
リ
カ

ハワイ大学マノア校
University of Hawaii at Manoa

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　【F1ビザ不要・ESTAのみ】

英語コース（3週間）
NICE 3-WEEK PROGRAM

（3週間）

2020/8/3～21

・Application fee：$75
・Course fee：$1,092
・Text books：$20-$30
・宿泊：大学サイトを参考に各自で予約
 例: On-campus East-West Center Hale Manoa and Hale Kuahine:
      $33/day(single room)
      Homestay

one month before the term
begins

早めの申し込みを推奨。
定員なり次第締め切る。

・English class
　 44時間
・Activiites 週2日
・学生との交流
  1時間×5回
・Hula work shop
  1回（2時間）

特になし

http://www.n
ice.hawaii.edu
/nice/shortT
erm_descripti
ons.asp

相
木
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オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

ディーキン大学
Deakin Unuversity

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

一般英語コース（5週間）
Integrated General English

5週間：
2020/8/17～9/18　　(8/13
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ）　　　　バー
ウッド／ジーロング　いず
れかのキャンパスを選択

・Program fee バーウッド：AUD2225(5w)
　　　　　　　ジーロング:AUD1925(5w)
・Enrolment:AUD250
・Student service:AUD150
・Additional Excursion:AUD150/回
・Airport Transfers
  バーウッド:AUD200　ジーロング：AUD230
・Accommodation:AUD250(placement)
  + homestay バーウッド:AUD329/week　ジーロング：AUD315/week
  + studio apartment バーウッドのみ:AUD420/week               +
shared apartmentバーウッド:AUD350/week
　　　　　　　　　　ジーロング：AUD315/week

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

ディーキン大学
SV説明会

日時、場所：TBD

80/90時間
(週20×4/5)

特になし
http://deakin.j
p/dueli

相
木
 
 
裕
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オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

ボンド大学
Bond University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

【ETA必要】
General English

2020/8/3-2020/9/4

・Tuition:$440/week
・Processing fees: AUD$200
・Activity:AUD$5/week
・Rent and Utilities:On-Campus residence AUD$260-355
                     Homestay AUD$270

特に期日を設けていないが、早
めの申し込みを推奨。

25 hours/week 特になし

https://bond.
edu.au/progr
am/general-
english

相
木
　
裕
史
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

95

ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン
ド

オークランド大学
University of Auckland

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

A.General English（4or6週間）
B.Business English（4週間）

（4週間）
AorB.2020/7/20～8/14
B.2020/8/17～9/11

（6週間）
2020/8/17～9/25

・授業料:NZ$465/週
・申請料:NZ$285
・Resource Fee:NZ$80
・Mandatory Insurance: NZ$65/月
・宿泊手配料：NZ$250
・ホームステイ: NZ$305/週 (最低4週、includes 2 meals on Mon to
Fri, 3 meals on weekends/holidays)
・宿泊施設:
 -Empire Apartment
　Studio apartment NZ$435/week
  Shared room in 3 bed NZ$245/week
 Accommodation Placement Fee:$250

概ね3か月前

※毎回すぐに定員に達してし
まうので早めに申請

60～160
(週20×3～8)

特になし

https://www.
ela.auckland.
ac.nz/

相
木
 
 
裕
史
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ア
イ
ル
ラ
ン
ド

アイルランド国立大学
コーク校

University College Cork

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

週20時間 英語コース（3-6週間）
◎Summer School
 ・Option A：General English
  (3～6 weeks)
＜昨年度＞
◎Full-Time English Language courses
Term 1(Study by Week 1-4 Weeks)

（毎週月曜日入学可能）
・外大夏学期開始の7/19か
らUCCサマースクール終了
の8/28までの間で3～6週間
選択

　・Term 1は8/31から1～4
週間選択

◎授業料 (外大生はここから20％割引)
 ・Option A：€ 785(3 week) - 1455 (6 weeks)
＜昨年度＞
 ・Term 1(Study by Weeks)：€ 230/week

◎Homestay  週€220 (追加1泊€35) (2食付)
◎寮　週€ 185 (食事なし)

先着35名。すぐに定員に達する
ため早めの申し込みを推奨。（支
払はプログラム開始１か月前迄）
アイルランド国立大学コーク校

SV説明会
2020/4/7（火） 11:50

研究講義棟 115

Summer School
60～120 時間
（週20×3～6）
＜昨年度＞

Fuｌl-Time Courses
20～80時間

（週20 x 1～4）

Option A:CEFR A2-C2

http://www.u
cc.ie/en/esol
/courses/

相
木
 
 

裕
史

97

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

アイルランド国立大学
コーク校

University College Cork

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

週20時間 Cambridge 試験対策コース
（4週間）
Summer School
 ・Option B：Cambridge First Exam Preparation
Course (FCE)
 ・Option C：Cambridge Advanced Exam
Preparation Course (FCE)

2019/8/4～8/28

◎授業料 (外大生はここから20％割引)
・Option B：€1235
・Option C：€1250
◎Homestay  週€220 (追加1泊€35) (2食付)
◎寮　週€ 185 (食事なし)

先着35名。すぐに定員に達する
ため早めの申し込みを推奨。（支
払はプログラム開始１か月前迄）
アイルランド国立大学コーク校

SV説明会
2020/4/7（火） 11:50

研究講義棟 115

80 時間
（週20×4）

・Option B: CEFR B2
・Option C: CEFR C1

http://www.u
cc.ie/en/esol
/courses/su
mmer/

相
木
 
 

裕
史
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ア
イ
ル
ラ
ン
ド

アイルランド国立大学
コーク校

University College Cork

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

週20時間 IELTS 試験対策コース
（4または6週間）
Summer School
 ・Option D：IELTS Preparation Course

（毎週月曜日入学可能）
・外大夏学期開始の7/19か
らUCCサマースクール終了
の8/28までの間で3～6週間
選択

◎授業料 (外大生はここから20％割引)
・Option D：€ 1,050 (4weeks) - 1,505 (6weeks)
◎Homestay  週€220 (追加1泊€35) (2食付)
◎寮　週€ 185 (食事なし)

先着35名。すぐに定員に達する
ため早めの申し込みを推奨。（支
払はプログラム開始１か月前迄）
アイルランド国立大学コーク校

SV説明会
2020/4/7（火） 11:50

研究講義棟 115

80 or 120 時間
 （週20×4 or 6）

Option D:CEFR B1
http://www.ucc.ie
/en/esol/courses
/summer/

相
木
 
 

裕
史
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ア
イ
ル
ラ
ン
ド

アイルランド国立大学
コーク校

University College Cork
【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

週26時間 英語コース（3-6週間）
Summer School
 ・Option E：General + Business English
 ・Option F：General + Focus on Speaking
 ・Option G：General +One-to-one

（毎週月曜日入学可能）
・外大夏学期開始の7/19か
らUCCサマースクール終了
の8/28までの間で3～6週間
選択

◎授業料 (外大生はここから20％割引)
・Option E,F ：€ 985 (3weeks) - 1,825 (6weeks)
・Option G ：€ 1,865 (3weeks) - 3,255 (6weeks)
◎Homestay  週€220 (追加1泊€35) (2食付)
◎寮　週€ 185 (食事なし)

先着35名。すぐに定員に達する
ため早めの申し込みを推奨。（支
払はプログラム開始１か月前迄）
アイルランド国立大学コーク校

SV説明会
2020/4/7（火） 11:50

研究講義棟 115

78～156 時間
（週26×3～6）

・OptionE:CEFR B2
・OptionF:
      CEFR A2～C2
・OptionG:CEFR B1

http://www.ucc.ie
/en/esol/courses
/summer/

相
木
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イ
ギ
リ
ス

ロンドン大学
東洋・アフリカ

研究学院
SOAS

(The School of Oriental and African
Studies), University of London

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

英語コース（3・6週間）
English Courses(3/6週間)
＜Block 2＞
 ・English Language Skills 2 (3 weeks)
 ・Intermediate Reading & Writing 1
   (6 weeks)
＜Block 3＞
 ・Intermediate Reading & Writing 2
   (3 weeks)

＜Block 2＞
2020/8/3～8/21（3週）
2020/8/3～9/11（6週）

＜Block 3＞
2020/8/24～9/11（3週）

・Tuition  3weeks: 1,500 GBP（外大生ここから5%OFF）
　          6weeks: 2,900 GBP（外大生ここから5%OFF）
・大学寮(Dinwiddy House):790 GBP/1 block = 3 weeks （no meals）
・外部業者によりホームステイも選択可

We recommend you apply early,
especially if you want

accommodation in the SOAS
Halls of Residence.

（週18時間）
3weeks:54
6weeks:108

Minimum entry level:
・ELS：
Pre-intermediate
IELTS 4.5 / TOEFL
IBT 60
・IRW
Intermediate IELTS 5.0
/TOEFL IBT 68
※証明書の提出不要
（スコア記入のみ必要）

https://www.soas.
ac.uk/ifcels/summ
er/

相
木
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・地
域名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額 申請期間/締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員
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イ
ギ
リ
ス

ロンドン大学
東洋・アフリカ

研究学院
SOAS

(The School of Oriental and African
Studies), University of London

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

英語サポート付テーマ別コース
（3・6週間）
Subject Courses with English Language
Support (3/6週間)
※特に記載のないものは3週間
 ・Art of the World in London
 ・International Relations
   (3 or 6weeks)
 ・Global Business Studies
 ・Introduction to Film Studies
＜Block 3＞
 ・Introduction to the Media
 ・International Relations
 ・Environment & Development and Changing
World Views
 ・Global Business Strategy

＜Block 2＞
2020/8/3～8/21（3週）
2020/8/3～9/11（6週）

＜Block 3＞
2020/8/24～9/11（3週）

・Tuition  3weeks: 1,500 GBP（外大生ここから5%OFF）
　          6weeks: 2,900 GBP（外大生ここから5%OFF）
・大学寮(Dinwiddy House):790 GBP/1 block = 3 weeks （no meals）
・外部業者によりホームステイも選択可

We recommend you apply early,
especially if you want

accommodation in the SOAS
Halls of Residence.

（週18時間）
3weeks:54
6weeks:108

Students will need at
least an intermediate
level of English in order
to understand the
lectures, which are
delivered at
undergraduate level,
and to engage in lively
discussion in the
seminars and tutorials.
See our brochure for
further details of
appropriate language
test scores.
Intermediate IELTS 5.5
/ TOEFL IBT 76
（スコア記入のみ必要）

https://www.
soas.ac.uk/if
cels/summer
/

相
木
 
 

裕
史
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イ
ギ
リ
ス

リーズ大学
University of Leeds

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

一般英語コース（3～6週間）
General English course

3～6 weeks
 2020/7/20～9/11

授業料
　・3～8 weeks ￡849～1,698

宿泊(申請後案内が来るのでサイトから予約)
　例：Lupton Residences (central Headingley) from Friday 12 July until 10:00am
Saturday 07 September 2019 @ £13.04 per single room per night.  Rent includes
energy costs, internet access and contents insurance; it excludes gym
membership & car parking.
※You can apply for a place in University accommodation on or close to campus.
Further details, including fees, will usually be available in April.
※You could apply for Homestay accommodation through Unipol Student Homes

Deadlines to be confirmed

7月開始のコース：2020/5/1
8月開始のコース：2020/5/29

※締め切り後でも空きがあれば
受入可能

（週15時間）
3weeks:45
5weeks:75
6weeks:90

・a lower
intermediate/independ
ent level of English
(CEFR B1) or above
・TOEFL450, TOEFL-
iBT45, TOEIC500,英検
準二級（２年以内）

https://www.
leeds.ac.uk/i
nfo/130567/l
anguage_cent
re/618/gener
al_english_cou
rse

相
木
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イ
ギ
リ
ス

マンチェスター大学
University of Manchester

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

英語コース（3～8週間）
English Summer Programme

開始日：2020/7/20以降の月
曜日
終了日：2020/9/11

この間で3～6週間を選択

授業料：£360/week
宿泊：
Standard, Self-Catered Whitworth Park
             Cost: £133.00 per week (£19.00 per night)
Standard, Self-Catered Oak House
             Cost: £133.00 per week (£19.00 per night)

The deadline for applications is
normally 20 working days before

the commencement of the
course

（週21時間）
3weeks:63
8weeks:168

・IELTS 3.0 in all skills:
speaking, listening,
reading and writing
・CEFR A2
※This course is not
suitable for advanced
students (IELTS 7.0,
CEFR C1/C2).

https://www.la
nguagecentre.
manchester.ac.
uk/study-
english/our-
courses/englis
h-summer-
programme/

相
木
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イ
ギ
リ
ス

セントラル・ランカシャー大学
The University of Central Lancashire

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

A. English Language Summer School

B. English Plus Summer School

A. 2020/7/20～8/28
上記期間のうち3週間以上

月曜入学

B. 2020/7/20～8/7

A. Study & Accommodation Fee：￡550/週
宿泊 : self-catered flat,  10 to 15 minutes walk to language academy

B. Study & Accommodation Fee : ￡1,500
    Single En-suite rooms, Self-catered accommodation
    10 to 15 minutes walk from class room & the city centre

週17時間

A. Suitable for B1, B2,
C1 students

B. なし

https://www.u
clan.ac.uk/sch
ools/language-
global-
studies/langua
ge_academy/e
nglish-
language-
school.php

相
木
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
総合型コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・
地域
名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額
申請期間/
締切日

授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

105

ブ
ル
ネ
イ

ブルネイ・ダルサラーム大学
Universiti Brunei Darussalam

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

グローバル・ディスカバリー・プログラム-
ディスカバー・ブルネイ・コース(英語)(4週間)

[言語,文化,歴史,ビジネス業界,グリーンサイエンスを学ぶコース]

Global Discovery Programme
 -The Discover Brunei Course　(DBC）

2020/8/5～8/31

・Tuition fees: USD1,000 (※昨年度⇒外大の学生は授業料免
除)
・GDP fees (living expenses fees): USD1,550 (includes airport
transfer, accommodation, three meals per day, Field-trips and
Excursion,
local transportation)

at least 2 months before the Programme
starts

「7.Verification」欄のサインは、留学支援共
同利用センターまで

42
able to understand and

communicate in basic English

http://www.ubd.edu.bn/ad
mission/international-
exchange/global-
discovery-programme/

青
山
　
亨
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イ
ン
ド
ネ
シ
ア

ガジャマダ大学
Gadjah Mada University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

　サマープログラム（英語)(2週間)

DREaM 2020
7/15～7/28

◎Program Fee
UGM’s Partner University Students：
・Early bird： Rp 13.000.000,-
・Regular：Rp 14.000.000,-
　includes accommodation, local transportation and most meals
during the program.

・Early bird: 2020/4/30
・通常：2020/5/31

※一昨年度
71

・Maximum age of 30 years
old
・Have strong academic
background
・Good command in English
（English certificateの提出が
必要）

http://dream.ugm.ac.id/

降
幡
　
正
志

107
台
湾

国立台湾大学
National Taiwan University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

サマープログラム（英語・中国語)(2-5週間）

NTU  Summer + Programs
◎N1    Biotechnology
◎2020 +R2 Research & Culture Program
等

プログラムにより異なる
(外大夏学期: 2020/7/17～

9/30)

・Application fee: USD 150
・Program fee for partner-university students: USD 1,400-2,900
（includes expenses for lectures, study materials and resources,
orientation, accommodation, travel insurance, cultural events,
field trips and airport shuttle service.）

プログラムにより異なる
プログラムによ

り異なる
プログラムにより異なる

https://oiasystem.ntu.edu
.tw/short-term-programs

望
月
　
圭
子

108
台
湾

国立清華大学
National Tsing Hua University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

2020　グローバル・サマー・スクール
(3週間)(英語)

2019 NTHU Global Summer School

★台湾外交、台湾近代歴史等の8コース
から2コースを選択

(追加料金を払えば、3コース選択可能)

2020/7/17
～

2020/8/2

 ◎Program Fee :
・2000 USD (協定校)　* Including 2 courses, housing fee, two
cultural experiece courses and two parties .
・We charge additional 200 USD if you take overall three
courses.
◎宿泊施設:提供されます(2-3人部屋)

2020/04/30
  (For students from China)

2020/5/14
(For students from other countries)

・講義36
(18h×2コース)

・課外活動
特になし

http://oga.nthu.edu.tw/w
eb.page/detail/sn/66/lan
g/en

相
木
 
 

裕
史
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中
国

北京大学及びロンドン・スクール・オブ・
エコノミクス

Peking University - London School of
Economics and Political Science

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

LSE-PKU　サマー・スクール　in 中国・北京
(英語)(2週間)

LSE-PKU Summer School in Beijing, China
(Choose from one of our innovative courses taught

by LSE and PKU faculty)

【コースの例】
・China and the World Economy: International

Monetary Economics
・Corporate Finance in a Global World: Challenges

and opportunities
・The Political Economy of Urbanisation in China and

Asia: Globalisation and Uneven Development
・Opening the Black Box: Understanding Chinese

Foreign Policy Making

2020/8/3～8/14

（昨年度：金額）
◎Tuition fees: STUDENT RATE
・Early Bird(3/31迄に申請） :￡1325
・without Early Bird discount:￡1600
◎Application fee:￡50(non-refundable)
◎宿泊施設:各自手配
(但し、希望者にはPKU Global Villageの予約方法等
に関する情報提供可能。予約は先着順)

2020/5/31 48

【Proficiency in English】
・TOEFL internet-based: 107
・IELTS: 7.0
・CAE: B or 185 points
・CPE: C or 185 points
・PTEA: 65
【Prerequisites】
・Some courses have specific
prerequisites listed in the
course description.

http://www.lse.ac.uk/stud
y-at-lse/Summer-
Schools/lse-pku-
summer-school

望
月
　
圭
子
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
ロサンゼルス校

University of California
Los Angeles

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

＜要F1-ビザ＞
UCLA Summer Sessions 2020
ACADEMIC COURSES

- Asian American Studies
- Global Studies
- International & Area Studies
- Linguistics
- Music Industry
- World Arts & Culture
- English as a Second Language
- Film & Television
                 (and more and more)

Session C
(OVER 300 ACADEMIC

COURSES)
 

2020/8/3～9/11
(6 weeks)

Session C
(OVER 16 ACADEMIC

COURSES)
 

2020/8/3～8/21
(3 weeks)

Expenses vary depending on the number of courses you
choose to take and the length of your studies.

Estimated TOTAL $4,234
(6-week session 8 unit enrollment)

・Tuition (two 4-unit courses at $355 per unit):
$2,840
・Registration Fee: $400
・Service Fee: $400
・Health Insurance Plan: $384
・iStart (online orientation): $59
・IEI Fee: $61
・Document Fee: $50
・Housing：Residence Halls $3,106.80(Double Room,
21meals/week)
           Residential Suites $3,716.80(Double Room,
21meals/week)

（要参加）
COIL説明会

TBD
研究講義棟

Session C 締切：
2020/6/1

International
students
are required to
enroll in a
minimum of
eight units per
session, which
generally
means two
courses.

1 unit:4
lectures
1 lectire:2.5
hours

UCLA accepts the
following:

TOEFL - minimum score of
80 (iBT) or 550 (PBT)
IELTS - minimum score of
6.5
iTEP - minimum score of
5
CAE/CPE - Level C1 A, B,
and C
(２年以内の証明書提出
要）

https://summer.uc
la.edu/internationa
lstudent

相
木
　
裕
史
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http://www.ubd.edu.bn/admission/international-exchange/global-discovery-programme/
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http://oga.nthu.edu.tw/cont.php?id=176&lang=en
http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Summer-Schools/lse-pku-summer-school
http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Summer-Schools/lse-pku-summer-school
http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Summer-Schools/lse-pku-summer-school
http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Summer-Schools/lse-pku-summer-school
https://summer.ucla.edu/internationalstudent
https://summer.ucla.edu/internationalstudent
https://summer.ucla.edu/internationalstudent


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
総合型コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・
地域
名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額
申請期間/
締切日

授業時間数 参加要件 URL
担当教

員
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
リバーサイド校

University of California
Riverside

 
【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

 UCR Summer Sessions 2020
 (3・5・7weeks)

Session B: 7/27 - 8/29
 (5 weeks)

Session C3: 8/3 - 8/22
 (3 weeks)

Session E: 7/27 - 9/12
 (7 weeks)

・Tuition fees: $283/unit
    ($279 tuition fee and the $4 Student Technology
Fee)
・Mandatory Campus Fees: (B)$209.54  (C3)$125.72
(E)$293.36
・Single Document Fee: $50
・Accommodation:
  -Residence Halls
  -UCR Campus Apartments
  -Family Housing

（要参加）
COIL説明会

TBD 研究講義棟

A Late Transaction fee of $50 may
apply to enrollment modifications

made after

(B) 2020/7/31
(C3) 2020/8/5
(E) 2020/8/4

Students may
enroll in a
maximum of 15
units

You must also have
strong English language
skills, with a TOEFL
score of at least 550
(paper) or 80 (IBT)

http://summer.ucr
.edu/

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
アーバイン校

University of California
Irvine

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

 UC Irvine Summer Session
 (6weeks)

Session II
2020/8/3 - 9/9

Orientation 8/3
Instruction ends 9/9
Final Exams 9/8, 9

・International Student Application Fee $750 (non-
refundable)
・Summer Session Tuition $349 per unit
　(additional materials and/or lab fees may apply)
  *Most courses are 4 units and most students take
two courses per
   session.
・Mandatory Campus Fee $283 (non-refundable)
・UCI Health Insurance $250 (Session II)
・Housing :Cost varies by length of stay: $1,049 -
$2,098

（要参加）
COIL説明会

TBD 研究講義棟

Application Deadline : June 12,
2020

The online application will open on March
2. Because courses will fill up quickly,
it is important that you submit your

application as soon as possible
regardless of the session(s) you want to

attend.

Most courses
are 4 units and
most students
take two
courses per
session.

取る授業により
異なる

TOEFL 213(Computer
based)

79(iBT) 550(Paper-based)
IELTS 6.5
TOEIC 685

https://summer.uc
i.edu/international
/

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
サンディエゴ校

University of California,
San Diego

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

＜要F-1 VISA＞

学部授業受講プログラム
サマーユニバーシティⅡ

 (5週間)

Summer University Program II
（5 weeks）

2020/7/31～9/5

・Application Fee: $200 (nonrefundable)
・FedEx fee: $50 (optional, but recommended)
・Full-time Tuition (8 units): $6,075（外大生はここから10%オフ）
・International Student Service Fee: $380
・UC San Diego Extension medical insurance fee: $270
・Books/Materials: Approximately $200-$800 per quarter
(Payment CANNOT be made in advance. Books and materials
must be purchased upon arrival at UC San Diego.)

・Housing:
 -on campus:
　　　　　Attending the Summer Session program, you may
organize your housing
　　　　 through the UC San Diego Summer Housing Website.
 -homestay : $200 placement fee
               $960 (個室2食付)/4weeks + $31-37/day
 -near campus apartment : placement fee $250
               $1,575private, $925shared /4weeks

Please visit our website in April 2019 for
details

UCSD・SV説明会
2020/4/22 11:50
研究講義棟100

8 units
 (usually two

classes)

【英語要件】
・TOEFL internet-based: 83
・IELTS: 7.0
・Cambridge Proficiency or
　Advanced Exams: Pass
・CEFR: (level C1)
【成績要件】
Transcripts must clearly
indicate excellent academic
achievement – top 10% in
your school.

https://extension.ucsd.ed
u/international-
programs/summer-
session-university-
study-abroad

相
木
 
 

裕
史
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ア
メ
リ
カ

ニューヨーク州立大学
オルバニー校

University at Albany,
State University of New York

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

サマーセッション2020（4週間）

Summer Sessions 2020
Four-Week 3

2020/7/20 - 8/14

※昨年度
·Tuition（charged by CREDIT）: $898/credit (undergraduate)
・Academic Excellence Fee : $15.63/credit
·University fee: $5.21/credit
·Summer service fee: $49
·Housing: Liberty Terrace $200/week, Empire Commons
$200/week

Registration begins on Wednesday, March
23, 2020. Registration will continue until
the first day of each summer session

Course
descriptions should

be reviewed
※コースにより違う

ので各自確認

Course descriptions should
be reviewed to be sure that
course prerequisites have

been met.
※コースにより違うので各自

確認

http://www.albany.
edu/summer/

相
木
 
 

裕
史
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チ

ェ
コ

カレル大学
Charles University in Prague

【】

ヨーロッパ研究 (英語)

Summer University Prague2020
※昨年度↓

 “European Identity between Unity and Diversity:
Problems and Challenges”

2020/9/5～9/19

※日程のみ告知あり

◎The program fee is 990 EUR. This includes:
•Tuition
•Cultural and social events
•Reading materials
•Accommodation in the dormitory
•2 meals per day (breakfast and lunch)
•advice and help from our team during whole your stay in
Prague

2019/6/27

 B2 level of The Common
European Framework of

Reference for Languages.
http://summer-
university.fsv.cuni.cz/

篠
原
　
琢
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ェ
コ

カレル大学
Charles University in Prague

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

ジャーナリズム (英語)

Prague Summer School of Journalism　2020
CROSS-PLATFORM FOREIGN CORRESPONDENCE

2020/8/15～8/29

◎The program fee is 990 EUR. This includes:
•Tuition (all lectures, workshops, excursions, guests)
•Cultural and social events (as mentioned in the programme)
•Reading materials (an on-line version will be at your disposal
after enrolling)
•Housing at the Hall of Residence
•advice and help from our team during whole your stay in
Prague
※食事は含まれない（昨年度は2食分が含まれていた）

2019/6/30
・Proof of knowledge of
English: CEFR B2 level

http://summer-
school.fsv.cuni.cz/

篠
原
　
琢

17

http://summer.ucr.edu/
http://summer.ucr.edu/
https://summer.uci.edu/international/
https://summer.uci.edu/international/
https://summer.uci.edu/international/
https://extension.ucsd.edu/international-programs/summer-session-university-study-abroad
https://extension.ucsd.edu/international-programs/summer-session-university-study-abroad
https://extension.ucsd.edu/international-programs/summer-session-university-study-abroad
https://extension.ucsd.edu/international-programs/summer-session-university-study-abroad
https://extension.ucsd.edu/international-programs/summer-session-university-study-abroad
http://www.albany.edu/summer/
http://www.albany.edu/summer/
http://summer-university.fsv.cuni.cz/
http://summer-university.fsv.cuni.cz/
http://summer-school.fsv.cuni.cz/
http://summer-school.fsv.cuni.cz/


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
総合型コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます
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ド
イ
ツ

ギーセン大学
University Giessen

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

U.S.-German Summer Law School
（4週間）

choose 2 out of the 4 courses:
・International Economic Law & Business

Transactions
・Business Ethics and Human Rights Law

・Comparative Constitutional Law
・International Intellectual Property Law

*An optional German language course is also offered

2020/7/18～8/15

◎授業料：1900 Euro
include:
・course material and a supplementary reading list (all
documents on a USB stick)
・free public transport within Giessen
・accommodation in shared bedrooms (Hotel), incl. breakfast
・free Wi-Fi at the university campus and in your hotel room
・health, accident and liability insurance
・participation in social events
◎オプション（ドイツ語）：50 Euro
【奨学金あり】※Partial Scholarship
応募締め切り：2020/5/31　（受け入れに限りあり）
下記URLから必要情報を確認の上直接応募
http://intlaw-giessen.de/summer-schools-main/us-german-
summer-law-school/feesscholarships/

2020/5/31

early bird:
2020/2/28

(reduction  250 €)

コースによって異な
る

designed for undergraduate
students, graduate students
who are interested in
international and comparative
law.

http://intlaw-
giessen.de/summer-
schools-main/us-
german-summer-law-
school/

西
岡
　
あ
か
ね
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イ
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ギーセン大学
University Giessen

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

U.S.-German Summer Law School in International
and Comparative Law

-International Economic Law & Business
Transactions

-Business Ethics and Human Rights Law
-Comparative Constitutional Law

-International Intellectual Property Law
-German Language

2020/7/18～8/15

申請料：250€

◎授業料：1650 Euro
include:materials, ammodation in shared bedrooms, health,
accident and liability insurance, free public transport within
Giessen, Free Internet Access

オプショナルのドイツ語コース参加希望の場合は＋50€

【奨学金あり】※Partial Scholarship
応募締め切り：May 31st 2020　（受け入れに限りあり）
下記URLから必要情報を確認の上直接応募
http://intlaw-giessen.de/summer-schools-main/us-german-
summer-law-school/feesscholarships/

2020/5/31

early bird:
2020/2/28

(reduction  250 €)

コースによって異な
る

The program is designed for
undergraduate students,
graduate students and young
professionals from all over
the world, studying topics
related to economics;
management; natural
sciences; pharma; medicine
and law.

http://intlaw-
giessen.de/summe
r-schools-
main/hessen-
international-
summer-
university/basic-
information/

西
岡
　
あ
か
ね
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マールブルク大学
Marburg University

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

サマープログラム(英語、ドイツ語)
(4週間)

Hessen International Summer University (ISU) 2020
-Germany and Europe in a Turbulent World: History,

Politics, Society, and Culture

2020/7/18～8/15

※今年の内容か不明（トップページからのリンク先にあったもの）
◎費用:
・2100 ユーロ (4/1以降)/1850 ユーロ (3月末まで)
※以下を含む
·授業料・教材
·accommodation in a single room in one of our student
dormitories,
·health and personal liability insurance for the duration of the
program,
·meal subsidy of € 50 (charged on to a mensa debit card),
·11 am snack (weekdays between classes),
·evening events,
·monthly ticket for public transportation in Marburg as well as
all of Hessen,
·cultural program (two one-day excursions as well as one
weekend trip to Strasbourg in France, opening and closing
party, and more!).

June 15th  of the current year.
当該年の6/15

・言語(ドイツ語):
　45時間,
・two academic
seminars:各18時間
・supplement
course:18時間
・3 Firled trips

Prerequisites: Applicants
should
- have reached the
equivalent of second-
semester sophomore status
in college or university,
- have a very good command
of English (at least B2 for
non-native speakers - proof
of respective (TOEFL - 80)
score required) and

https://www.uni-
marburg.de/en/studying/
studying-at-umr/short-
term-programs/isu

西
岡
　
あ
か
ね
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ベルリン自由大学
Freie Universität Berlin

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

4週間コース（A/B-Track)
FUBiS Term III 2020 （A/B-Track)

2020/7/18～8/15

Program Fee:€ 250(2020/5/23までの支払で€50割引)
Subject course:€ 1,100（コースはA-track subject
coursesとB-trackの2つがあり、いずれかまたは両方を選
択できる。※両方の場合コース料金は2倍。詳細はHP参
照）

◎宿泊：single room in shared €420～/homestay €695

2020/6/20
AまたはB-track:

48
AとB-track: 96

特になし
http://www.fubis.org/2_pr
og/term_3/index.html

西
岡
　
あ
か
ね
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イ
ギ
リ
ス

ロンドン大学　東洋・アフリカ
研究学院　SOAS

(The School of Oriental and African
Studies), University of London

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

Academic Summer School at SOAS
Session 2
・Conflict and International Development
・Finance and Risk Management in the Global
Economy
・Gender and Conflict
・International Relations in the 21st Century
・Media and Gender: Representations, Subjectivities
and Power
・Sanskrit for Beginners
・South Asia: Contested Histories, Uncertain Futures
・Sustainable Finance & Climate Change
・The United Nations and Global Advocacy

2020/7/20～8/7

Application fee : £40
Tuition fees (Sessions 2) : £1,600
*An early bird discount of 10% is available until 31 March 2020

Accommodation is available to Summer School students at
Urbanest King’s Cross(£299 per week, plus VAT) and
Intercollegiate Halls of Residence(£72 per night), Dinwiddy
House（Prices start at £37.5 per night）.
(Accommodation is offered on a first-come first-served basis,
so early booking is advised)

Application Deadline
25 May 2020

Early bird discount
31 March 2020

150 notional hours,
50 of which are
contact hours
Monday - Friday
10am - 3pm (core
teaching). Guest
lectures,
workshops and
social activities will
take place outside
of these hours.

IELTS of 6.5 of higher
TOEFL iBT of 100 or higher
Pearson of 70 or higher
Or equivalent proof

https://www.soas.
ac.uk/summerscho
ol/subjects/

相
木
 
 

裕
史
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース 注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2020（令和2）年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
総合型コース

2020/3/12
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・
地域
名

協定大学・教育機関名 プログラム名 日程 金額
申請期間/
締切日

授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

122

イ
ギ
リ
ス

リーズ大学
University of Leeds

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

The Leeds International Summer School(LISS),
block 2(2weeks)

・Comedy, Performance and British Culture
・Ethics for Business and Society

・Education in the Media
and more…

2020/7/19～8/1

programme fee : ￡1820
(including tuition,accommodation, brealfast and lunch(Monday-
Friday), field trips, weekend excursions, social programme,
sports centre membership)
航空券＆保険は別

acceptance letter受け取り後、席確保料として￡300(non-
refundable)

2020/5/1 57
2.8/4.0(GPA)
・IELTS5.5

・TOEFL(iBT)80

http://www.leeds.a
c.uk/info/125000/l
eeds_international_
summer_school

相
木
裕
史
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フ
ィ

ン
ラ
ン
ド

オウル大学
University of Oulu

【2019年度以降入学者：】
【2018年度以前入学者：】

サマープログラム
スカンジナヴィア研修2019

(2週間）
（英語・フィンランド語)

Scandinavian Studies Summer School　2019

2019/9/3～9/17
(滞在期間は9/2～9/18)

◎参加費:1450ユーロ
(含まれているもの：授業料、宿泊、オウル市内の移動・フィール
ドワーク)

2019/6/10
(定員26名のため、選抜あり)

オウル大学説明会
2019/4月11日

平日約6時間/1日あ
たり
・Finnish Language
and Culture
・History of Finland
and Scandinavia
・Living in Japan and
Finland
・Scandinavian
Societies

特になし

春
名
 

展
生
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