
■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年度冬学期ショートビジットプログラム（オンライン）
各国言語コース

 2021/01/08
※この表は情報の更新が確認でき次第アップデートされます。

最新情報は留学先のウェブサイトで各自ご確認ください。

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 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：19180423】
【2018年度以前入学者：180423】

中国語と台湾文化(3週間)

2021 Spring+ Online Chinese Language
& Culture Program

2021/03/08-03/26

・授業料:USD1,100（協定校価格）
  (受講料、オリエンテーション料、文化活動費を含む)
　(教材費は含まず）
・申請料:USD150（返金不可）

2020/11/01-2021/01/15

52
（言語40時間、

文化[英語]6時間、
Tutor6時間）

特になし
https://oiasystem.ntu.edu.tw/
summer/course/index.detail/
season/1/course_sn/214

望
月
 

圭
子

2
中
国

北京語言大学
Beijing Language and Culture University

【2019年度以降入学者：19180424】
【2018年度以前入学者：180424】

中国語プログラム(4週間)

Online Chinese Language Programs, 2021

Regular Chinese Courses
・【3】2021/02/25-03/24
9:30-13:30(日本時間）
8:30-12:30(現地時間）

・【4】2021/02/25-03/24
19:00-22:50(日本時間）
18:00-21:50(現地時間）

・授業料:4000RMB　（各コース）
・申請料:300RMB 2021/2/19 80

Platforms and software:
VooV Meeting, WeChat, Ding Talk

(Note: Please download Wechat and
register for a Wechat account before
taking the placement test.)

https://admission.blcu.edu.cn
/en/2020/1104/c1453a2177/
page.htm

橋
本
　
雄
一

3
中
国

北京大学
Peking University

【2019年度以降入学者：19180425】
【2018年度以前入学者：180425】

中国語プログラム(4週間)

PKU 4-week
Chinese Language Studies Program, Spring 2021

・Comprehensive Chinese
・Advanced Business Chinese

course
・HSK (new) Course

2021/03/01-03/26
09:00–19:00（日本時間）
08:00-18:00（現地時間）
※時間割は各自要確認

・申請料：RMB 400　(返金不可)
・授業料
Comprehensive Chinese：RMB 6,000/person
Advanced Business Chinese course：RMB 7,000/person
HSK (new) Course：RMB 7,000/person

2020/11/15　～
先着順、早めの申請推奨

56
40 (lecture) + 16

(review and
practice)

Teaching Platform: Canvas, Microsoft
teams, Zoom platform, etc.

・Non-Chinese citizen with valid foreign
passport
・No criminal record and be friendly to
China.

http://www.isd.pku.edu.cn/inf
o/1532/6512.htm

望
月
　
圭
子

4
韓
国

延世大学
Yonsei University

【2019年度以降入学者：19180422】
【2018年度以前入学者：180422】

韓国語プログラム(3週間)
3-Week program

・Winter
・Spring(1)

・Winter
2021/01/28～02/19

(placement test:
     2021/01/25  09:30)

・Spring(1)
2021/03/04～03/24

(placement test:
     2021/03/03  09:30)

◎申請料:80,000₩   (返金不可）
◎授業料:865,000₩ (No cultural experience activity)

There is no cultural experience activity in case of non-face-to-face
real-time classes.

Winter  :
2020/10/12-2021/01/08
Spring1:
2020/11/16-2021/01/15

先着順、早めの申請推奨

募集人数に達しない場合
は、開催されない

60 特になし
https://www.yskli.com/hp/crs
e/crseIntro006.do?yskliMenuN
o=crseIntro006

南
　
潤
珍

5
韓
国

ソウル大学
Seoul National University

【2019年度以降入学者：19180406】
【2018年度以前入学者：180406】

韓国語プログラム（3週間）

Online 3-Week Intensive Program

2021/02/15～03/05
(placement test: 1月中)

授業：09:00-11:50

・授業料：KRW450,000（1Session）
・申請料：KRW30,000(返金不可)

2021/1/5 45

Platforms and software:
Zoom

募集人数に達しない場合は、開催されな
い。

https://lei.snu.ac.kr/mobile/jp
/klec/3Week-
Online/course.jsp

南
　
潤
珍

6
韓
国

梨花女子大学
EWHA Womans University

【2019年度以降入学者：19180426】
【2018年度以前入学者：180426】

韓国語と韓国文化（3週間）

Short-term Program
2020 Winter(Feb)

2021 Spring 1st(Mar)

・2021/01/29～02/22
(placement test:2021/01/22)

・2021/03/05～03/25
(placement test:2021/02/25)

授業:14：00～17：50 予定

◎入学金: 60,000ウォン(返金不可)
◎受講料: 840,000ウォン (各コース）
◎教材費:別途(昨年度）

2020 Winter(Feb)
2021/01/15

2021 Spring 1st(Mar)
2021/02/19

60

特になし

トップページ　お知らせ：
【短期】2021年2月、3月短期コースのご

案内

http://cms.ewha.ac.kr/user/e
dukoreanjap/

南
　
潤
珍

33

フ
ィ
リ
ピ
ン

デラサール大学
De La Salle University

【2019年度以降入学者：19180410】
【2018年度以前入学者：180410】

タガログ語コース

※受講人数が少ない場合は、
コースが開催されない可能性があります。

・2021/2/8～2/26
(enrolment dates:
2021/1/18-29),

・2021/3/8～3/26
(enrolment dates:
2021/2/15-2/26)

14:15pm～16:15pm
（日本時間）

◎授業料(協定校の為、25%offの価格です）：
　regular class(4-14人クラス) P8550
　special class(2-3人クラス)  P11,250
　tutorial class(個別指導) P11,400/16 hours
　tutorial class(個別指導) P21,375/30 hours

◎その他の料金(変更の可能性あり)
・Official I.D. with I.D. jacket & lace:P175(P20 ID validation)
・Registration fee:P400 ・Assessment fee: P200
・Computer fee: P60/course
・AnimoSpace fee P700

支払い期限：
コース開始10日前

留学支援共同利用
センターへメールで参加
希望の連絡をすること。
（先方への申請は別途連

絡します。）

 
30時間

特になし
https://drive.google.com/file/
d/1C7ExILhapVeblSi94rfICLg2
3rGXgWaC/view?usp=sharing

小
川
　
英
文

30
ラオス語
1・2年生
全員

ラ
オ
ス

ラオス国立大学
National University of Laos

【2019年度以降入学者：19180418】
【2018年度以前入学者：180418】

ラオス語とラオス文化を学ぶ総合型コース 2021/1/25～1/29 金額は担当教員に確認 担当教員に確認 36
・ラオス語専攻1年生および2年生

・全日程参加すること
http://www.nuol.edu.la

ブ
ア
ソ
ー

ン

鈴
木
　
玲
子

31

カ
ン
ボ
ジ
ア

王立プノンペン大学
Royal University of Phnom Penh

【2019年度以降入学者：19180396】
【2018年度以前入学者：180396】

カンボジア語とカンボジア文化を学ぶ総合型コース 2021/2/8～2/12 金額は担当教員に確認 担当教員に確認 30

・カンボジア語専攻の１年生及び２年生
及び、地域言語Ｃのカンボジア語既修者
のうち、オリエンテーションでカンボジア
語運用能力が認められた者

・全日程参加すること、事前のオリエン
テーションの指示に従うこと

http://www.rupp.edu.kh/

福
富
 

友
子

上
田
　
広
美

1
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7

イ
ン
ド

ザバーン・ランゲージ・
インスティテュート

Zabaan Language Institute

【2019年度以降入学者：19180403】
【2018年度以前入学者：180403】

ウルドゥー語集中コース

Intensive Course in Urdu
2021/2/15～3/5

授業料については参加者が確定後にお知らせします

（参考・昨年度）
◎登録料：2000インド・ルピー
◎授業料：
・49560ルピー：デリー校
・56640ルピー：ムンバイ校

   2020年12月4日（金）
希望者は、氏名、学籍番
号、希望言語および連絡先
メール・アドレスを明記の
上、上記期限までに萬宮先
生まで連絡すること。
k_mamiya(at)tufs.ac.jp
*(at)は@マークに置き換え
てください。締切は厳守。

60
不明点は、萬宮先生にお尋ねすること。
k_mamiya(at)tufs.ac.jp
*(at)は@マークに置き換えてください。

萬
宮
 

健
策

8

イ
ン
ド

ザバーン・ランゲージ・
インスティテュート

Zabaan Language Institute

【2019年度以降入学者：19180403】
【2018年度以前入学者：180403】

ヒンディー語集中コース

Intensive Course in Hindi
2021/2/15～3/5

授業料については参加者が確定後にお知らせします

（参考・昨年度）
◎登録料：2000インド・ルピー
◎授業料：
・49560ルピー：デリー校
・56640ルピー：ムンバイ校

   2020年12月4日（金）
希望者は、氏名、学籍番
号、希望言語および連絡先
メール・アドレスを明記の
上、上記期限までに萬宮先
生まで連絡すること。
k_mamiya(at)tufs.ac.jp
*(at)は@マークに置き換え
てください。締切は厳守。

60
不明点は、萬宮先生にお尋ねすること。
k_mamiya(at)tufs.ac.jp
*(at)は@マークに置き換えてください。

水
野
 

善
文

萬
宮
 

健
策

9

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：19180392】
【2018年度以前入学者：180392】

アラビア語コース（3週間）

Online Arabic Language Course

2021/2/7～2/25

16:00～19:00(日本時間）
 9:00～12:00(現地時間)

◎授業料：$500（外大生価格）
◎諸費用：$65
　※登録料、プレースメントテスト費、面談費、教材費含む

2020/11/20
留学支援共同利用

センターまで
メールにて連絡

45
原則として1年生

（2年生以上希望者も可）
https://www.alibaba.edu.jo/

青
山
 

弘
之

10

ポ
ー

ラ
ン
ド

ヤギェロン大学
Jagiellonian University

【2019年度以降入学者：19180417】
【2018年度以前入学者：180417】

ポーランド語コース(2週間)
Two-week Intensive courses -In Class and Online：

Winter with Polish Language

Session I
・2021/01/25-02/05

SessionII
・2021/02/08-02/19

23:00-03:15(日本時間)
15:00-19:15(現地時間)

・授業料:1590 PLN　/　1Session

Session I:
・2021/01/11

SessionII：
・2021/01/25

37.5
（50 lesson x

45分）

Platforms used:
Lajkonik, Webex, MS Teams,

BigBlueButton, Skype
(depending on the teacher and

participants preferences)

http://www.plschool.uj.edu.pl/
en_GB/kursy-
jezykowe/intensywne-2-
tygodniowe

森
田
　
耕
司

11

ド
イ
ツ

ゲッティンゲン大学
University of Göttingen

【2019年度以降入学者：19180402】
【2018年度以前入学者：180402】

ドイツ語コース(4週間)

Goettingen online intensive
Half-level courses

 (A1.1, A1.2, A2.1, A2.2,
 B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1)

2021/3/1～3/25

17:30～20:00(日本時間)
  9:30～12:00(現地時間）

◎授業料：€249
2021/1/29

（定員を設けているため
早めの申し込みを推奨）

36
(48 lessons x

45min)

1クラス6～12人
要件は特になし。

（希望者は追加で文法の短期コースなど
も受講可。ただし、単位認定には影響し

ない）

https://www.iik-
goettingen.de/en/courses/su
mmer-erasmus-
courses/online-classes-for-
international-students/

西
岡
　
あ
か
ね

12

オ
ー

ス
ト
リ
ア

ウィーン大学
University of Vienna

【2019年度以降入学者：19180394】
【2018年度以前入学者：180394】

ドイツ語コース(3週間)

e-February Intensive Courses for German

2021/2/9～2/26

17:00～20:15(日本時間)
  9:00～12:15(現地時間）
プレースメントテストは

コース開始1週間前まで

・授業料：€ 435
　キャンセルはコース開始の5日前まで。以降は返金も不可。
　※テキスト代別

申込開始：2021/1/7
締切日の記載はないが
早めの申込みを推奨

42
(56 units x

45分)
特になし

https://sprachenzentrum.univi
e.ac.at/en/german-
courses/february-intensive-
courses/

西
岡
　
あ
か
ね

13

フ
ラ
ン
ス

グルノーブル・アルプ大学
Université Grenoble Alpes

【2019年度以降入学者：19180401】
【2018年度以前入学者：180401】

フランス語コース（1か月）

Monthly distance courses
Level:CEFR A1 ～ C1

・2021/2/1～2/26
・2021/3/1～3/26

21:00～ 1:30(日本時間)
13:00～17:30(現地時間)

◎授業料：€660（deposit: €200)
◎管理手数料：€20（返金不可）

特に期日を設けていない
が、早めの申込みを推奨

60 特になし

https://cuef.univ-grenoble-
alpes.fr/main-
menu/students/french-as-a-
foreign-language/monthly-
distance-courses/

秋
廣
 

尚
恵

14

ス
ペ
イ
ン

サラマンカ大学
University of Salamanca

【2019年度以降入学者：19180404】
【2018年度以前入学者：180404】

スペイン語と文化(3-4週間)

Online Spanish and Culture courses

・2021/2/1～2/19(3 weeks)
・2021/2/1～2/26(4 weeks)

・2021/3/1～3/19(3 weeks)
・2021/3/1～3/26(4 weeks)

Morning ・ Afternoon　選択可
17:00～(日本時間)
09:00～(現地時間)

00:00～(日本時間)
16:00～(現地時間)

3-4週間で選択可能。※ 授業時間数は45時間以上であること
◎授業料：476€-564€
(授業時間は1日3時間)

4Weeks course includes:
Exam to obtain the official USAL esPRO Spanish certificate.
Adaptive Spanish test of listening and reading comprehension, with
proctoring.

2月：2020/09/15-
2021/01/25

3月：2020/09/15-
2021/02/22

45-60

※ 授業時間数は
45時間以上である

こと
特になし

https://cursosinternacionales.
usal.es/en/online-language-
and-culture-courses

川
上
　
茂
信

2
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https://www.uma.es/centroint
ernacionaldeespanol/navegad
or_de_ficheros/MATERIAL-
CORPORATIVO/descargar/M
aterial%20UMA/2020/folletos/
cursos-online-ingles-2020.pdf

https://drive.google.com/file/
d/1YvlQ08KTsdnSXUv3Ds0e-
nc5NNuABYkn/view?usp=shar
ing

◎授業料:€600  (外大の学生は ここから 25% discountあり)

申請先:Centro Internacional de Espanol  email:cie@uma.es
- application form
 (右記よりダウンロードし、各自メールで申請してください。
その際、外大生であることを伝え支払方法を確認してください)
- copy of passport
- document from TUFS (英文の在籍証明書)
- copy of payment

特になし 80
参加要項：特になし

川
上
　
茂
信

・2021/2/1～2/26
・2021/3/2～3/26

<予定>
17:00～19:00(日本時間)
09:00～11:00(現地時間)

ス
ペ
イ
ン

15

マラガ大学
University of Malaga

【2019年度以降入学者：19180415】
【2018年度以前入学者：180415】

オンラインスペイン語コース（4週間）

CIE-UMA Online Spanish Courses 2021

3

https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/navegador_de_ficheros/MATERIAL-CORPORATIVO/descargar/Material UMA/2020/folletos/cursos-online-ingles-2020.pdf
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/navegador_de_ficheros/MATERIAL-CORPORATIVO/descargar/Material UMA/2020/folletos/cursos-online-ingles-2020.pdf
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/navegador_de_ficheros/MATERIAL-CORPORATIVO/descargar/Material UMA/2020/folletos/cursos-online-ingles-2020.pdf
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/navegador_de_ficheros/MATERIAL-CORPORATIVO/descargar/Material UMA/2020/folletos/cursos-online-ingles-2020.pdf
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/navegador_de_ficheros/MATERIAL-CORPORATIVO/descargar/Material UMA/2020/folletos/cursos-online-ingles-2020.pdf
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/navegador_de_ficheros/MATERIAL-CORPORATIVO/descargar/Material UMA/2020/folletos/cursos-online-ingles-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YvlQ08KTsdnSXUv3Ds0e-nc5NNuABYkn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YvlQ08KTsdnSXUv3Ds0e-nc5NNuABYkn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YvlQ08KTsdnSXUv3Ds0e-nc5NNuABYkn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YvlQ08KTsdnSXUv3Ds0e-nc5NNuABYkn/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年度冬学期ショートビジットプログラム（オンライン）
英語コース

 2021/01/08
※この表は情報の更新が確認でき次第アップデートされます。

最新情報は留学先のウェブサイトで各自ご確認ください。

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 締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当
教員
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フ
ィ
リ
ピ
ン

デラサール大学
De La Salle University

【2019年度以降入学者：19180410】
【2018年度以前入学者：180410】

英語コース（3週間）
※Select 2 classes

◎Regular Class (4 to 14 students)
・Conversation English

・English Grammar
・English Pronunciation

・Reading Comprehension and Vocabulary Development
・Writing Skills

◎Tutorial Class (1 on 1)
・IELTS、・TOEIC、・TOEFL、・TESL/TEFL、・TESOL

A.2021/2/8～2/26
(enrolment dates:
2021/1/18-29),

B.2021/3/8～3/26
(enrolment dates:
2021/2/15-2/26)

1時間目9:00～11:00
2時間目11:15～13:15

(日本時間)

・授業料(25%off for partner institutions):
  regular class(4-7人)  P18,400フィリピンペソ/2 classes
　special class(2-3人)  P12,550フィリピンペソ/1 class
  tutorial class(1 to 1)　P22,675フィリピンペソ/1 class
(上記の価格にはAnimoSpace fee,Registration fee, Assessment feeを含む）

申請期間：
A.2021/1/18-29

B.2021/2/15-2/26

支払い期限：
コース開始10日前

留学支援共同利用
センターへメールで参加
希望の連絡をすること。

（先方への申請は別途連絡
します。）

60時間
 (30時間ｘ2 class)

特になし

https://drive.google.com/file/
d/1G9lYPHjL26xCGGPd-
Mu0Fzv4cquAO7cm/view?usp
=sharing

小
川
　
英
文

英語プログラム(4週間）

Global Citizenship through English (GCE)
Online Program

(4 week)

※体験授業あり（下段参照）

(1)2021/1/26～2/19
(2)2021/2/23～3/19

9:00am-11:15am（日本時間)

（現地時間は前日
A:1/25～2/18
B:2/22～3/18

16:00pm～18:15pmとなります）

・Tuition:CA$1,325
　※2020/12/31までに申請の場合、20% discount有(=$1,060)
・Application Fee:CA$150
・Deposit:CA$300

先着順で定員に達したら締
め切る。

60時間
・Integrated skills
classes (週9時間)

 ・グループ
プロジェクト
 (週6時間)

特になし
https://eli.ubc.ca/global-
citizenship-english-online

英語プログラム体験授業
GCEの授業を無料で体験できます！

Experience a Global Citizenship through English
(GCE) Online Class

A.2020/11/27
B.2020/12/16

9:00am-10:00am（日本時間）

(現地時間は前日
A:11/26 B:12/15

16:00pm～17:00pmとなります)

無料

※体験授業後、アンケートに回答し、GCEに参加を確定した方にはapplication
fee($150）が無料となるコードが配布されます。

A.2020/11/19
B.2020/12/8

TOIECスコアを添付して留
学支援共同利用センターに
メールで参加希望と連絡し

てください。

1時間
（授業40分、

質疑応答15分）

クラス分けの為、
TOEICのスコア提出要

（CEFR A2-B1 および B2-C1の
2つのレベルで開講されます。）

https://extendedlearning.ubc.
ca/courses/experience-
global-citizenship-through-
english-gce-online-
class/ec409

https://drive.google.com/file/
d/1esBzClXj164Uybe5LpX_Rc
Y-
ydZD5afh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/
d/1M9Njwz2ASL4LnQufjpBUS
aCrHikSBMqW/view?usp=shari
ng

18

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：19180399】
【2018年度以前入学者：180399】

集中英語コミュニケーションコース(4週間）

 Intensive English Communication Program
 (IECP) (4 weeks)

Winter B
2021/2/2-2/26

Winter C
2021/3/2-3/26

9:00am-15:00pm（日本時間）

(現地時間は日本の前日
16:00pm-22:00pmとなります)

・Program Fee : US$2,420
 The Student Services and Program Fees are required for all full-time
programs. Cost of books and other expenses are not included in the above
fees.

Applications are accepted
until programs are full.

20 class sessions
weekly, each class
50 minutes

Minimum English skills must be above
basic vocabulary knowledge and above

basic spoken communication skills.

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

相
木
　
裕
史

19

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：19180397】
【2018年度以前入学者：180397】

英語コース(4週間）

 ・Conversation & Culture
 (4 weeks)

 ・Business English
 (4 weeks)

2021/02/02～02/27

2:00am-6:00am（日本時間)

(現地時間は日本の前日
2021/02/01～02/26

9:00am-13:00pmとなります)

・Application Fee : $200
・授業料 : $2,500(x 25%off=$1,875)
  （内、$1,500をデポジットとしてプログラム開始ひと月前までに支払う）
・Late Fees (Non-refundable):$250

授業料支払い期限:
プログラム開始7日前

申請期限:
プログラム開始1ケ月前

72クラス（4週間）

 (+ up to 18 hours of
free optional small
group tutoring /

conversation time!)

 <Conversation & Culture>
all levels of English proficiency

<Business English>
Toeic 500/IELTS 4.5/TOEFL 45

http://ip.ce.uci.edu/programs
/english-language-programs/

相
木
　
裕
史

(1)2020/12/20
(2)2021/1/20

申請書類を留学支援共同
利用センターに提出。

申請書類は下のURLから
ダウンロードして下さい。

https://drive.google.com/fil
e/d/1luafVp59mXjS4S5jVN
XArTJ3HYuk_QAm/view?u
sp=sharing

カ
ナ
ダ

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

【2019年度以降入学者：19180413】
【2018年度以前入学者：180413】

16

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：19180398】
【2018年度以前入学者：180398】

ア
メ
リ
カ

20

17

カ
ナ
ダ

レジャイナ大学
University of Regina

【2019年度以降入学者：19180421】
【2018年度以前入学者：180421】

英語コース(4週間）

・Conversation and Fluency

https://extension.ucsd.edu/in
ternational-programs/online-
courses/esl-courses

相
木
　
裕
史

(1) 2021/2/2～2/27
(2) 2021/3/2～3/26

11:00am-14:00pm（日本時間)

(現地時間は日本の前日
(1)2021/2/1～2/26
(2)2021/3/1～3/25

18:00pm-21:00pmとなります)

・授業料:$1500
・申請料:$50

60時間
(週15時間
　×4週間)

100% LIVE online instruction
Platform: Zoom; Canvas LMS

相
木
　
裕
史

相
木
　
裕
史

英語とカナダ文化(3週間)

INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE
AND CANADIAN CULTURE PROGRAM

※OPTION：VIRTUAL LOCAL CONTACTS

※日本の協定校向けプログラム

2021/2/28～3/20

Live sessions
8:30am-13:30pm（日本時間）

(現地時間は前日
2/27～3/19

17:30pm-22:30pmとなります)

・授業料:CA$625
・オプション　virtual local contacts : CA$200

※Virtual local contactsはレジャイナ大学の学生やレジャイナ現地の
年配の住民の方々との交流と通して、英会話や文化に触れることを目的と
したプログラムです。

2021/01/15

留学支援共同利用センター
でまとめて申請

※早めの申請を推奨

65時間
(オプションは
+4.5時間。

合計69.5時間と
なります。）

特になし

4

https://drive.google.com/file/d/1G9lYPHjL26xCGGPd-Mu0Fzv4cquAO7cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9lYPHjL26xCGGPd-Mu0Fzv4cquAO7cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9lYPHjL26xCGGPd-Mu0Fzv4cquAO7cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9lYPHjL26xCGGPd-Mu0Fzv4cquAO7cm/view?usp=sharing
https://eli.ubc.ca/global-citizenship-english-online
https://eli.ubc.ca/global-citizenship-english-online
https://extendedlearning.ubc.ca/courses/experience-global-citizenship-through-english-gce-online-class/ec409
https://extendedlearning.ubc.ca/courses/experience-global-citizenship-through-english-gce-online-class/ec409
https://extendedlearning.ubc.ca/courses/experience-global-citizenship-through-english-gce-online-class/ec409
https://extendedlearning.ubc.ca/courses/experience-global-citizenship-through-english-gce-online-class/ec409
https://extendedlearning.ubc.ca/courses/experience-global-citizenship-through-english-gce-online-class/ec409
https://drive.google.com/file/d/1esBzClXj164Uybe5LpX_RcY-ydZD5afh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1esBzClXj164Uybe5LpX_RcY-ydZD5afh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1esBzClXj164Uybe5LpX_RcY-ydZD5afh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1esBzClXj164Uybe5LpX_RcY-ydZD5afh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9Njwz2ASL4LnQufjpBUSaCrHikSBMqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9Njwz2ASL4LnQufjpBUSaCrHikSBMqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9Njwz2ASL4LnQufjpBUSaCrHikSBMqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9Njwz2ASL4LnQufjpBUSaCrHikSBMqW/view?usp=sharing
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/intensive-english-communication-program-iecp
http://ip.ce.uci.edu/programs/english-language-programs/
http://ip.ce.uci.edu/programs/english-language-programs/
https://drive.google.com/file/d/1luafVp59mXjS4S5jVNXArTJ3HYuk_QAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1luafVp59mXjS4S5jVNXArTJ3HYuk_QAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1luafVp59mXjS4S5jVNXArTJ3HYuk_QAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1luafVp59mXjS4S5jVNXArTJ3HYuk_QAm/view?usp=sharing
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
https://extension.ucsd.edu/international-programs/online-courses/esl-courses
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2020年度冬学期ショートビジットプログラム（オンライン）
英語コース

 2021/01/08
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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：19180405】
【2018年度以前入学者：180405】

集中英語コミュニケーションコース(5週間）

・Intensive English Communication
　IEC (Session A Flex Entry/Part-time)

※最新情報をHPで確認して下さい。状況に応じて変更
される可能性があります。

2021/2/2～3/6

2:00am-7:20am（日本時間)

(現地時間は日本の前日
2021/02/01～03/5

9:00am-14:20pmとなります)

・申請料：$175
・授業料：$312/週(full-time) $228/週(Part-time)

支払い期限:
プログラム開始7日前

申請期限：
プログラム開始1ケ月前

65時間(part-time)
115時間(full-time)

特になし
https://ali.sdsu.edu/intensive
-english-for-communication

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：19180411】
【2018年度以前入学者：180411】

集中英語コース（4 or 8週間）

Intensive English Language Program
4-week Session
Spring A 2021

　(1)4-week 1：2021/1/27-2/26
　(2)4-week 2：2021/2/19～
3/19
　(3)8-week：2021/1/27-3/19

　22:00pm-1:50am（日本時間)
　8:00am-11:50am(現地時間)

・授業料 $2260(8 weeks) /$1695(4 weeks)
・Student Services Fee $175(8 weeks)/$131.25(4 weeks)
・Textbooks 約$150

プログラム開始1ケ月前

80 or 160時間
(1週20時間×
4 or 8週間)

15.5 hours of
synchronous

classes and 4.5
hours of

asynchronous
classes

特になし https://www.albany.edu/ielp/

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：19180409】
【2018年度以前入学者：180409】

集中英語コース(4週間）

IEP online classes（4週間）
A.General English (all levels)
B.English for Academic Purposes (Level 5-6)
C.Business English (Level 4-6)*
D.English through American Culture (Reading
Writing Level4)*
※Business EnglishとEnglish Through
AmericanCultureの開講決定は直前です。
（受講希望人数による）

Orientation Date:
February 25-26(1部要参加)

2021/3/1～2021/3/26

Listening Speaking
 22:15pm-23:55 pm（日本時間)

8:15am-9:55am(現地時間)
Reading Writing

00:25am-02:25am（日本時間)
10:25am-12:25pm(現地時間)

*授業料*：$1,550 (Comprehensive Tuition for 2 courses)
*教科書は各自Amazonなどで購入（約200ドル）レベルチェック後、教科書購入
の案内が来ます

2021/1/6

留学支援共同利用
センターへメールで参加
希望の連絡をすること。

（先方への申請は別途連絡
します。）

80時間
(週20時間×4週間)

特になし https://sites.udel.edu/eli/

相
木
　
裕
史
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オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

ディーキン大学
Deakin University

【2019年度以降入学者：19180408】
【2018年度以前入学者：180408】

総合英語コース(5週間)

General English
Elementary to Advanced

Orientation:2021/2/11

2021/2/15～3/19

6:30am-12:30pm（日本時間)
8:30am-14:30pm(現地時間)

・Program fee：AUD1750
・Enrolment:AUD250

2021/1/6

留学支援共同利用
センターへメールで参加
希望の連絡をすること。

（先方への申請は別途連絡
します。）

100時間
(1週20時間×

5週間)
特になし

https://drive.google.com/file/
d/1yMFbP4F61Mo365fi6X4hH
rzw_hluGe-
d/view?usp=sharing

相
木
　
裕
史
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ニ
ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン
ド

オークランド大学
The University of Auckland

【2019年度以降入学者：19180427】
【2018年度以前入学者：180427】

総合英語コース(4週間)

General English (4週間)

2021/2/15-3/12

4:15am-8:30pm（日本時間)
8:15am-12:30pm(現地時間)

9:00am-13:15pm（日本時間)
13:00pm-17:15pm(現地時間)

・授業料:NZ$475/週
※その他手数料はINVOICEで確認すること

定員になり次第終了

支払いは4週間前までに

80
(週20時間×

4週間)
特になし

https://www.ela.auckland.ac.n
z/

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：19180391】
【2018年度以前入学者：180391】

　　英語コース（4/6/8週間）

　　A. Full-time General English
　　B. Academic English
　　　　（4/8週間）

　　C.Full-time Academic English with IELTS
　　　 (6週間）

A/B. 開始日：
　2021/2/8 or 2021/3/8

  終了日：
　 2021/03/5 or 2021/04/01

 C. 2021/02/08～2021/03/19

18:00pm-22:00pm（日本時間)
9:00am-13:00pm(現地時間)

・授業料(TUFS学生は以下の金額から20%割引)
　　A/B：4 weeks: €1,000  /  8 weeks: €1920
　　C：6 weeks: €1,590
・Deposit €250(non-refundable)

先着35名。早めの申し込み
を推奨。定員なり次第締め
切る。（支払はプログラム開

始１か月前迄）

A/B：80-160時間
(20H/週x4-8週)

C.132
(22H/週x6週)

特になし
https://www.ucc.ie/en/esol/c
ourses/

相
木
　
裕
史
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https://ali.sdsu.edu/intensive-english-for-communication
https://ali.sdsu.edu/intensive-english-for-communication
https://www.albany.edu/ielp/
https://sites.udel.edu/eli/
https://drive.google.com/file/d/1yMFbP4F61Mo365fi6X4hHrzw_hluGe-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMFbP4F61Mo365fi6X4hHrzw_hluGe-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMFbP4F61Mo365fi6X4hHrzw_hluGe-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMFbP4F61Mo365fi6X4hHrzw_hluGe-d/view?usp=sharing
https://www.ela.auckland.ac.nz/
https://www.ela.auckland.ac.nz/
https://www.ucc.ie/en/esol/courses/
https://www.ucc.ie/en/esol/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年度冬学期ショートビジットプログラム（オンライン）
総合型コース

 2021/01/08
※この表は情報の更新が確認でき次第アップデートされます。

最新情報は留学先のウェブサイトで各自ご確認ください。

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 締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当
教員

27
3年生
以上

オ
ー

ス
ト
リ
ア

ウィーン大学
University of Vienna

【2019年度以降入学者：19180394】
【2018年度以前入学者：180394】

英語でウィーンの文化と歴史について学ぶ
プログラム(2週間)

winter school for Cultural Historical Studies:
The Discovery of Modernity - Vienna Around 1900

2021/2/6～2/19
16:30～18:30、19:00～21:00

(日本時間）
 8:30～10:30、11:00～13:00

(現地時間)
※授業時間は選択する

コースによる

◎授業料:€675
　登録料、授業料、教材費、オンラインツアー、成績表発行含む
　※2コースまで受講可。2コース目の授業料は€475
◎学生組合費（students' union fee）: €20.20

◎奨学金（授業料免除）申請可能（希望者のみ）

2021/1/15
（定員があるため

早めの申し込みを推奨）

24時間
（1コースあたり）

・an English level comparable to C1 (within the
CEFR) is recommended. Applicants with a
high B2 level (within the CEFR) can also be
accepted.
（TOEFL、IELTS、ESOL等の公的証明の提出
が必要）
・completed two years of studies at university
level

https://shs.univie.ac.at/winte
r-school/

西
岡
　
あ
か
ね

28

チ

ェ
コ

カレル大学
Charles University

【2019年度以降入学者：19180400】
【2018年度以前入学者：180400】

英語でコロナ禍における国際関係について学ぶ
プログラム（5日間）

International Relations in Challenging Times:
The Multifaceted Impacts of the COVID-19 Pandemic

2021/1/25～1/29

18:00pm～24:00pm(日本時間)
10:00am～16:00pm(現地時間)

・授業料:€300
(Total price includes: tuition; readings and other materials)

2021/1/12 30時間

カレル大学に申請の際、下記の書類提出が求
められます。
1.英文履歴書
2.志望動機書
3.在籍証明書
4.B2レベルの英語力証明書コピー
(IELTS/TOEFLなど）

https://online-winter-
school.fsv.cuni.cz/

篠
原
　
琢
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チ

ェ
コ

マサリク大学
Masaryk University

【2019年度以降入学者：19180420】
【2018年度以前入学者：180420】

英語で国際関係と世界の安全保障について学ぶ
プログラム（3週間）

International Relations and
Threats to Global Security

2021/1/25～2/12

17:00～19:00(日本時間)
  9:00～11:00(現地時間）

・授業料:€700
　※early bird discountあり（€100）
　※協定校割引あり（€100）（early birdと併用可）

・2020/11/30
(early bird)

・2021/1/10
(最終〆切)

30時間
特に記載はないが、

グループ学習への参加ができること

https://czs.muni.cz/en/stude
nt-from-abroad/summer-
schools/social-
sciences/international-
relations-and-threats-to-
global-security-winter

篠
原
　
琢

[2021.01.08] 29　マサリク大学総合型コースの締切日を更新しました。
[2021.01.07] 32　オークランド大学の時間割コードを追加しました。
[2021.01.04] 15　マラガ大学のプログラム情報を更新しました。
[2021.01.04] 34　デラサール大学英語コースのプログラム情報を更新しました。
[2020.12.25] 27　ウィーン大学の締切日を更新しました。
[2020.12.23]  4　延世大学のWinterプログラムの締切日を更新、Spring(1)プログラムを追加しました。
[2020.12.21] 17　レジャイナ大学のプログラム情報を更新しました。
[2020.12.21] 34　デラサール大学英語コースの情報を修正しました。
[2020.12.16] 33　デラサール大学のタガログ語コースを追加しました。
[2020.12.16] 34　デラサール大学の英語コースを追加しました。
[2020.12.15] 30　ラオス国立大学の授業時間数と参加要件を更新しました。　
[2020.12.14] 32　オークランド大学のプログラムを追加しました。
[2020.12.11] 26　パリ政治学院のプログラムを削除しました。
[2020.12.10]  4　延世大学の授業料と締切日を更新しました。
[2020.12.02]      【時間割コード】の情報を更新しました。
[2020.11.30] 31　王立プノンペン大学のプログラムを追加しました。
[2020.11.30] 30　ラオス国立大学のプログラムを追加しました。
[2020.11.26] 12　ウィーン大学の情報（コース名・開始日・授業時間・申込締切日）を更新しました。
[2020.11.25]　9　アリー・バーバー・インターナショナル・センターの料金を更新しました。
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https://shs.univie.ac.at/winter-school/
https://shs.univie.ac.at/winter-school/
https://online-winter-school.fsv.cuni.cz/
https://online-winter-school.fsv.cuni.cz/
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools/social-sciences/international-relations-and-threats-to-global-security-winter
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools/social-sciences/international-relations-and-threats-to-global-security-winter
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools/social-sciences/international-relations-and-threats-to-global-security-winter
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools/social-sciences/international-relations-and-threats-to-global-security-winter
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools/social-sciences/international-relations-and-threats-to-global-security-winter
https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/summer-schools/social-sciences/international-relations-and-threats-to-global-security-winter

