
■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。

2022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

2022/05/25
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
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

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:19180307】
【2018年度以前入学者:180307】

アラビア語1カ月グループコース
(4週間)

1 Month Group Course

2022/8/7～9/1
もしくは

2022/9/4～9/29

◎授業料：
①Standard: ＄1,000/1ヶ月
②Combined-5: ＄1,500/1ヶ月
*Combined-5:Standard course plus 5 individual lessons
per week.
③Combined-10: ＄2,000/１ヶ月
*Combined-10:Standard course plus 10 individual lessons
per week.

◎登録料：＄100
◎宿泊施設： (例)
・Private Studio＄650/月、
・Homestay＄850/月
◎空港送迎：＄50/片道
◎教材費：＄20～＄50.

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/courses/8/1

三
代
川
　
寛
子

2

エ
ジ
プ
ト

アレキサンドリア大学
Alexandria University

【2019年度以降入学者：19180308】
【2018年度以前入学者：180308】

アラビア語コース（4週間）
Arabic Language Course

【4名以上で開講】
参加希望者が3名以下の場合は開講さ

れません。

2022/8/21～9/15 ◎授業料：$1,000

留学支援共同利用
センターまでメールで連絡の上、パス

ポートの写しを提出すること
（オンライン申請期限の4/28まで）

60
原則として1年生

（2年生以上希望者も可）

https://www.faceboo
k.com/taflcenter.edu.
eg/

三
代
川
　
寛
子

3
チ

ェ
コ

カレル大学
Charles University

【2019年度以降入学者：19180309】
【2018年度以前入学者：180309】

スラブ研究サマースクール(4週間)

The 65th Summer School of Slavonic
Studies

2022/7/22～8/19

・Registration fee: 3,000 CZK (Non-refundable)
・Tuition: 20,000 CZK
includes: Four-week language course,Educational materials,
Accompanying cultural and weekend program (entrance fees and
travel expenses),CU FA certificate.
・Housing Fee: 19,500 CZK (Includes full meal plan)

The registration deadline
15 June 2022.

The payment deadline
 30 June 2022.

100 特になし
https://lsss.ff.cuni.cz
/en/

篠
原
　
琢

4
チ

ェ
コ

マサリク大学
Masaryk University

【2019年度以降入学者:19180310】
【2018年度以前入学者:180310】

スラブ研究サマースクール(4週間)

Summer School of Slavonic (Czech)
Studies

2022/7/23～8/20

◎授業料：CZK 35,000,- (includes: registration fee,
tuition fee, meals (half board) and costs associated
with excursions, accommodation).
◎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(includes: registration fee, tuition fee,
meals (half board) and costs associated with excursions)
※登録料（CZK 4,000) - NON-REFUNDABLE

2022/7/15
100～

（履修授業数によ
る）

特になし

https://kabcest.phil.m
uni.cz/en/courses/su
mmer-school

篠
原
　
琢

5
チ

ェ
コ

パラツキー大学
Univerzita Palackého v Olomouci

【2019年度以降入学者：19180311】
【2018年度以前入学者：180311】

チェコ語の集中コース(2週間)

Summer School of Slavonic Studies

2022/7/30～8/14 (2週間)

※7/16開始の日程ではなく、上記の2週
間を選択すること。開講済のクラスに途

中から参加するため、初心者レベルの学
生には推奨しません。

◎授業料 2week:425€
※割引あり：詳細はホームページ内"PRICING">"Discounts for
self-payers at the 36th LŠSS FF UP 2022"参照。

◎手数料:35€

◎宿泊
2wk: 150€（double room),  180€（individual accommodation)

2022/6/30
(5/31までの支払で30€割引）

50 lessons 特になし

https://www.lsss.upol
.cz/en/summer-
school/

篠
原
　
琢

6

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：19180312】
【2018年度以前入学者：180312】

フランス語コース (4週間)

French Language Courses
Summer 2022

(A1-C1)

2022/8/1～8/26

◎Course fees：840€
（pre-registrationで200€のデポジット：non-refundable）
◎Administration fees：20€
-The course fees are not refundable.
-The administration fees are not refundable.

◎宿泊先について
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-
information/where-to-live-and-eat-on-campus/

特に期日を設けていないが早め
の申し込みを推奨

https://cuef.univ-grenoble-
alpes.fr/main-menu/useful-

information/enrolment/

80 特になし

https://drive.google.com/file/
d/1tv9_kxS4U8g-
7IO3FD8Hek6Xjy0jX9fh/view?
usp=sharing

荒
原
　
邦
博

7

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：19180312】
【2018年度以前入学者：180312】

フランス語コース (4週間)

Monthly Intensive course
(A1-C1)

2022/9/5～9/30

◎Course fees：840€
（pre-registrationで200€のデポジット：non-refundable）
◎Administration fees：20€
-The course fees are not refundable.
-The administration fees are not refundable.

◎宿泊先について
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-
information/where-to-live-and-eat-on-campus/

特に期日を設けていないが早め
の申し込みを推奨

https://cuef.univ-grenoble-
alpes.fr/main-menu/useful-

information/enrolment/

80 特になし
https://drive.google.com/file/
d/1bDEieiiaP7MiIkxI7s6bOL46
OSB0HNcu/view?usp=sharing

荒
原
　
邦
博
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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。

2022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

2022/05/25
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
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

8
ス
イ
ス

ジュネーヴ大学
University of Geneva

【2019年度以降入学者：19180313】
【2018年度以前入学者：180313】

フランス語コース
（3週間）

3-Week intensive course

Session 3

2022/7/25～8/12

◎授業料：CHF 950 ( 3/1-7/10 申込み )
　　　　　　　CHF 1050 ( 7/11-7/19 申込み）
※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：別途。各自手配。
Cite Universitaire of Geneva
 (HPの"Course & accommodation"から予約)
・21nights in a single room: CHF 800
(23 July to 13 August 2022)

2022/7/19

(宿泊施設と一緒に申込む場合は、
2022/6/26まで)

60
特になし

https://www.unige.ch
/lettres/elcf/courset
e/en/french-
courses/

荒
原
　
邦
博

9
ド
イ
ツ

ゲッティンゲン大学
Georg-August-Universität Göttingen

【2019年度以降入学者：19180314】
【2018年度以前入学者：180314】

ドイツ語秋コース
International Autumn Course 2022

2022/9/5(placement test)
～

2022/9/29

◎授業料€ 399(German lessons in-person/in-classroom in the
mornings including course book and including extracurricular
activities/excursions
◎宿泊：個人でアレンジ

定員になり次第締切
total of 68 lessons:

(1 lesson=45
minutes)

winter semester 2021/22受
講の交換留学生が対象だ
が、その他の学生も受入れ
る

https://www.iik-
goettingen.de/en/courses
/summer-erasmus-
courses/spring-autumn-
german-course/

小
野
寺
　
拓
也

10
ド
イ
ツ

ギーセン大学
University of Giessen

【2019年度以降入学者：19180315】
【2018年度以前入学者：180315】

ドイツ語コース
（8週間）

【A2レベル】

German Intensive Courses
in Preparation for Academic Study

・A2(8 weeks)
2022/8/8～9/30

◎授業料
・A2: 08.Aug - 30.Sep,2022
8 weeks,160 hours: € 563

【Blended Learning】
2つのグループに分かれ、対面授業とオンライン授業を毎日交互に
行う。

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

小
野
寺
　
拓
也

11
ド
イ
ツ

ギーセン大学
University of Giessen

【2019年度以降入学者：19180315】
【2018年度以前入学者：180315】

ドイツ語と文化コース
(4週間)

International Summer Course

オンライン実施に変更される
可能性があります。その場合は

ショートビジットの扱いには
なりません。

2022/9/1～2022/9/30

・授業料：€ 770
・宿泊施設 around €453 per mont(including linen, utilities, and
internet access)
・保証金: € 250 (refunded at the end of your stay, a service charge
is deducted)
・Health insurance: around € 100 per month
・Cost of living:around €300 per month
※COVID-19の状況により、ガイドツアーやワークショップ開催可能
性は低いです。

2022/7/15 or when the maximum
number of participants has been

reached

100
(1 lesson=45

minutes)
特になし

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

小
野
寺
　
拓
也

12
ド
イ
ツ

ビーレフェルト大学
Universität Bielefeld

【2019年度以降入学者:19180316】
【2018年度以前入学者:180316】

ドイツ語コース
(4週間)

German Summer Course 2022
2022/8/5～8/31

◎授業料€ 640（includes:Language course and project
work,Proficiency test,Consultation on studying at
Bielefeld University,Leisure program including day-trips
on the weekends）

◎宿泊：希望があれば大学がアレンジ
€ 250-350 plus € 50 deposit.

2022/6/30
25 teaching hours
(at 45 min. each)

per week
特になし

https://www.uni-
bielefeld.de/studium/st
udieninteressierte/inter
national/sommerdeutsc
hkurse/

小
野
寺
　
拓
也

13
ド
イ
ツ

ベルリン自由大学
Freie Universität Berlin

【2019年度以降入学者:19180317】
【2018年度以前入学者:180317】

ドイツ語コース
(4週間)

FUBiS Term III 2022
Intensive German language courses

(C-Track)

2022/7/23～8/20

◎費用
・Program Fee:€ 250（返金不可）
(program feesは、2022/5/28までの支払で€50割引)
・Intensive German Language Class:€ 1,650

◎宿泊：希望があれば大学がアレンジ
金額は要問合せ

2022/6/25 120 特になし

http://www.fubis.org/2_
prog/term_3/term_3/ind
ex.html

小
野
寺
　
拓
也

14
ド
イ
ツ

ミュンヘン大学
University of Munich

【2019年度以降入学者：19180318】
【2018年度以前入学者：180318】

ドイツ語
Intensive Course August 2022

(4週間)

(1)Intensive Course Standard 1 month
(2)Extra: Special Course "Speaking

Practice Basic"(twice a week)

右記リンク先にはオンラインコースの
情報も含まれますが、

オンラインコースを受講した場合、
ショートビジットの扱いには

なりません。

2022/8/3～8/29

(1)Option-1: Intensive Course Standard 1month:
・1,030ユーロ【授業料、宿泊費(8/2～8/30)、事務手数料含む】
授業時間は、09:00am-12:30pm または 02:00pm-05:30pm

(2)Extra: Special Course "Speaking Practice Basic"(A2/B1)
 (twice a week):
・160ユーロ

(3)Guarantee AM-course fee: 60ユーロ
Option-1 Intensive courseで午前中の授業を保証したい人は、+60
ユーロで可。

まずは本学の留学支援共同利用セ
ンターへのオンライン申請を4/20(水)

までに行うこと。
（先方への申請は締切後別途個別に

連絡します。）

オンラインコースを希望の場合、
4/20（水）までに留学支援共同利用
センターにメールでお知らせくださ

い。（ショートビジットのオンライン申
請は不要です）。

(1)Intensive
Course:54

(72units x 45分)

(2)Extra 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)

https://drive.google.co
m/file/d/1v0n8PZdZel-
paghDLWkSJosDTcXs-
vj0/view?usp=sharing

藤
縄
 

康
弘

削除
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https://drive.google.com/file/d/1v0n8PZdZel-paghDLWkSJosDTcXs-vj0/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。

2022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

2022/05/25
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
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

15
ド
イ
ツ

トリーア大学
Trier University

【2019年度以降入学者：19180319】
【2018年度以前入学者：180319】

ドイツ語と文化コース
(4週間)

Internatinoal Summer School 2022
（A2以上）

オンライン実施に変更される
可能性があります。その場合は

ショートビジットの扱いには
なりません。

2022/8/1
(placement test:2022/8/2)

～
2022/8/26

※学生寮を利用する場合、滞在期間は
8/1～26のみ

◎授業料：670 Euro
◎宿泊施設：寮(希望者は申請可)
            320 Euro + deposit 50 Euro（現地払い）
　　　　　　または個人的に手配

2022/7/25
(or if all places are

allocated)

85-90 hours
(45 minutes each)

Basic knowledge of
German

https://www.uni-
trier.de/index.php?id=25
921&L=2

小
野
寺
　
拓
也
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オ
ー

ス
ト
リ
ア

ウィーン大学
Universität Wien

【2019年度以降入学者：19180320】
【2018年度以前入学者：180320】

ドイツ語コース
(4週間/3週間)

Summer Intensive Courses

2022/8/2～8/26 (4週間)
2022/8/30～9/16 (3週間)

◎授業料:
Course fees: 2022: EUR 530 (4週間) / EUR 520 (3週間)
Course + single room 2022: EUR 1120 (4週間) / EUR 1060 (3週間)
*Course time: Monday–Friday
  9.15 a.m–12 p.m. (CEST/UTC+2) (4週間)
  9.15 a.m–1 p.m. (CEST/UTC+2) (3週間)

特に期日を設けていないが、早めの
申し込みを推奨。

57 units (4週間)

56 units (3週間)

*1unit = 45 minutes

特になし

https://sprachenzentru
m.univie.ac.at/en/germa
n-courses/summer-
intensive-courses/

小
野
寺
　
拓
也

17

イ
タ
リ
ア

ペルージャ外国人大学
The University for Foreigners of Perugia

【2019年度以降入学者：19180321】
【2018年度以前入学者：180321】

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

MONTH COURSES)

2022/8/4～8/26
もしくは

2022/9/1～9/28

◎授業料（A1-B2)： € 540

・外大生は上記授業料から20%割引
・授業料は現地でクレジットカード払い可

【注意】
授業料を支払う際は、必ず上記割引分を差し引いた金額を支払って
ください。

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。
詳細についてはオンライン申請をし

た学生へ後日ご連絡します。

週18時間 特になし
https://www.unistrapg.it
/en/node/30

小
田
原
 
琳

18

ポ
ー

ラ
ン
ド

ヤギェロン大学
Jagiellonian University in Kraków

【2019年度以降入学者：19180322】
【2018年度以前入学者：180322】

ポーランド語コース（3週間）

Three-week Program in August

 2022/7/25～8/14
7/24までに到着

・The full program
　(with accommodation and board): 6,546 PLN
　 includes:complementary programs, tourist attractions

・The academic program
　(without accommodation and board　): 2,960 PLN

※ 内500 PLN は返金不可・前払い

2022/6/30
先着順のため、早
めの申請を推奨

75 特になし

https://plschool.uj.ed
u.pl/en_GB/szkola-
letnia/kurs-
czterotygodniowy-
lipiec-stacjonarny

森
田
　
耕
司

19

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：19180323】
【2018年度以前入学者：180323】

ポーランド語と文化コース
(3週間)

Summer School of
 Polish Language and Culture

2022/8/1～8/19

◎option 1:  5520 PLN (CA1200 EUR)
Polish language lessons, lectures, excursions,
accommodation(double room), food

追加料金　single room: 2 000 PLN, (CA 430 EUR)
（申請時に記入。19年度：シングルルーム数に限りあり。先着順）

◎ option 2:　2350 PLN (CA510 EUR)
Polish language lessons, lectures and excursions

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。

・A Polish language
course – 60h
・Lectures on the
history of Poland,
Polish culture, film,
and literature –
20 h (in Polish and in
English)
・Journalist classes –
6h – and theater
classes – 6h
・Intercultural
workshops – 8 h

特になし
（英語での講義がある。

講義を理解できる英語力が
あった方が望ましい）

http://summerschool.
amu.edu.pl/

森
田
　
耕
司

64

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：19180323】
【2018年度以前入学者：180323】

NAWAサマーコース
(3週間)

 NAWA summer course
2022/8/01～8/21

65

ポ
ー

ラ
ン
ド

シロンスク大学
University of Silesia in Katowice

【2019年度以降入学者：19180356】
【2018年度以前入学者：180356】

NAWAサマーコース
(4週間)

 NAWA summer course

2022/8/01～8/28

ポーランド政府のNAWAによる無償サマーコースのプログラム
（受講料・宿泊費・食費は免除になります）

※ショートビジットのJASSO奨学金は申請不可
※ショートビジットの対象となるのは現地渡航プログラムのみ

（オンラインコースは対象外）

詳細について、また
申請については、

森田先生に
直接お問い合わせください。

・母語がポーランド語でない
こと

・現在ポーランドに住んでい
ないこと

・ポーランド語または英語の
レベルがB1以上であること
・留学先大学が指定する最

低出席日数以上の授業への
参加が必要

・プログラム期間中、またプ
ログラム修了後の評価活動
（オンラインアンケート）が必

須
・主催者および授業担当す
る教授に協力的であること

必ず右記URLをご確認くださ
い。

https://nawa.gov.pl/en/
the-polish-

language/nawa-
summer-courses

森
田
　
耕
司

3

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://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/summer-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/summer-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/summer-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/summer-intensive-courses/
https://www.unistrapg.it/en/node/30
https://www.unistrapg.it/en/node/30
https://plschool.uj.edu.pl/en_GB/szkola-letnia/kurs-czterotygodniowy-lipiec-stacjonarny
https://plschool.uj.edu.pl/en_GB/szkola-letnia/kurs-czterotygodniowy-lipiec-stacjonarny
https://plschool.uj.edu.pl/en_GB/szkola-letnia/kurs-czterotygodniowy-lipiec-stacjonarny
https://plschool.uj.edu.pl/en_GB/szkola-letnia/kurs-czterotygodniowy-lipiec-stacjonarny
https://plschool.uj.edu.pl/en_GB/szkola-letnia/kurs-czterotygodniowy-lipiec-stacjonarny
http://summerschool.amu.edu.pl/
http://summerschool.amu.edu.pl/
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses
https://nawa.gov.pl/en/the-polish-language/nawa-summer-courses


■昨年度の日程
■今年度新規コース
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担当教

員

20

リ
ト
ア
ニ
ア

ヴィータウタス・マグヌス大学
Vytautas Magnus University

【2019年度以降入学者：19180324】
【2018年度以前入学者：180324】

リトアニア語と文化コース
(4週間)

Lithuanian Language and Culture
Summer Course

2022/7/16～8/14

◎授業料:720ユーロ

【奨学金】締切：2022/4/27
・リトアニア語の能力がC1以下の人。
・応募できるのは3回まで。（4回目以降は不可）
・奨学金は630 EUR。授業開始後約2週間後に直接支給。
https://balticsummeruniversity.com/scholarships/

2022/6/17 120 特になし
https://balticsummer
university.com/

沼
野
　
恭
子

21

ス
ペ
イ
ン

サラマンカ大学
University of Salamanca

【2019年度以降入学者：19180326】
【2018年度以前入学者：180326】

スペイン語と文化コース
 （2-4週間）

Spanish Language and Culture Courses

・2022/8/1～8/12 (2 weeks)
・2022/8/1～8/19 (3 weeks)
・2022/8/1～8/26 (4 weeks)

・2022/9/1～9/15 (2 weeks)
・2022/9/1～9/22 (3 weeks)
・2022/9/1～9/29 (4 weeks)

2-4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　595EUR-1185EUR

◎宿泊施設:　別途、各自手配。HPに宿泊情報あり
・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)　ホームステイ：約24.50EUR～/day、
・(宿泊費)　寮：約21.75EUR～/day

8月開始：2022/7/24

9月開始：2022/8/23

授業時間数は
45時間以上で

あること！
特になし

https://corintio.usal.e
s/en/spanish-
language-and-culture

川
上
　
茂
信

22

ス
ペ
イ
ン

アルカラ大学
University of Alcalá

【2019年度以降入学者：19180327】
【2018年度以前入学者：180327】

スペイン語コース(4週間)

Intensive de Agosto (Language)

2022/8/1～8/29
もしくは

2022/9/1～9/28

◎Tuition： 760 €
◎宿泊施設：別途、各自手配。HPに宿泊情報あり

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

https://www.alcalingu
a.com/en/courses/la
nguage-language-
and-culture

久
米
　
順
子

23

ス
ペ
イ
ン

アルカラ大学
University of Alcalá

【2019年度以降入学者：19180327】
【2018年度以前入学者：180327】

スペイン語と文化コース
(4週間)

Intensive de Agosto
(Language and Culture)

2022/8/1～8/29
もしくは

2022/9/1～9/28

◎Tuition： 940 €
◎宿泊施設：別途。各自手配。HPに宿泊情報あり

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

https://www.alcalingu
a.com/en/courses/la
nguage-language-
and-culture

久
米
　
順
子

24

ス
ペ
イ
ン

マラガ大学
The University of Málaga

【2019年度以降入学者：19180328】
【2018年度以前入学者：180328】

スペイン語コース(1カ月)

Face-to-face Spanish Course 2022
(1 month)

2022/8/1～8/31
もしくは

2022/9/2～9/30

◎授業料： €740

◎宿泊：別途。各自手配。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。

80 特になし

https://www.uma.es/ce
ntrointernacionaldeespa
nol/info/129769/curso-
de-espanol-presencial-
2022/

川
上
　
茂
信

25

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：19180329】
【2018年度以前入学者：180329】

スペイン語集中コース

Spanish intensive courses (A1 - B2)
2022/8/1～8/26

◎授業料：960€　（includes: Registration and enrolment fee /
Placement test / Welcome pack / Progress tests / Course
certificate / Student card / Free Wifi）

◎宿泊：別途、HPに宿泊情報あり
https://vilauniversitaria.uab.cat/en/

開講1ヶ月前までに登録すること 80
・Certificate demonstrating a

pass in the previous level

https://www.uab.cat/web/ua
b-languages-
barcelona/courses/spanish/fi
txa-de-cursos-
1345821533190.html?param1=
1345810801052

川
上
　
茂
信

26

ス
ペ
イ
ン

グラナダ大学
University of Granada

【2019年度入学者：19180330】
【2018年度以前入学者：180330】

スペイン語集中コース(CILE)（3・4週間）

Intensive Spanish Language Courses
(CILE)

(A1 to C2)

2022/9/2～9/22 (60H)
2022/9/2～9/29 (80H)

*LEVEL TEST: 9/1

◎Registration fee & Courses fee:

　9月開始：706 EUR (60H), 812 EUR (80H)
　"Intensive Spanish Language Course 2022-23"のページを参照

◎宿泊施設:別途。　HPに宿泊先情報あり。
 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 60H/80H 特になし

https://clm-
granada.com/intensive-
spanish-language-
course-2022-23/

川
上
　
茂
信
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コ
ロ
ン
ビ
ア

エアフィット大学
Universidad EAFIT

【2019年度以降入学者：19180331】
【2018年度以前入学者：180331】

スペイン語コース（4週間）

Spanish Program
Intensive Courses

・Cycle6 2022/7/25～8/5
＋

・Cycle7 2022/8/8～8/18,
※2週間で1コース。上記の2コースを

受講のこと。

　
・授業料：1.485.000 cop/2週間コース
(Materials are no included, A 5% discount will be applicable if more
than two courses are paid in advance, Cash or pay by credit card at
the EAFIT program office)
・宿泊：We don't have our own housing service but there are
external options that we can offer you (各自で手配）

申込締切はコース開始前の最後の
オフィス営業日。

2週38時間×2
4週間で76時間

特になし
http://www.eafit.edu.co/spani
shprogram

久
野
　
量
一

4
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https://corintio.usal.es/en/spanish-language-and-culture
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https://www.alcalingua.com/en/courses/language-language-and-culture
https://www.alcalingua.com/en/courses/language-language-and-culture
https://www.alcalingua.com/en/courses/language-language-and-culture
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/info/129769/curso-de-espanol-presencial-2022/
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/info/129769/curso-de-espanol-presencial-2022/
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/info/129769/curso-de-espanol-presencial-2022/
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/info/129769/curso-de-espanol-presencial-2022/
https://www.uma.es/centrointernacionaldeespanol/info/129769/curso-de-espanol-presencial-2022/
https://vilauniversitaria.uab.cat/en/
https://vilauniversitaria.uab.cat/en/
https://vilauniversitaria.uab.cat/en/
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https://www.uab.cat/web/uab-languages-barcelona/courses/spanish/fitxa-de-cursos-1345821533190.html?param1=1345810801052
https://www.uab.cat/web/uab-languages-barcelona/courses/spanish/fitxa-de-cursos-1345821533190.html?param1=1345810801052
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キ

ュ
ー

バ

ハバナ大学
Universidad de La Habana

【2019年度入学者：19180332】
【2018年度以前入学者：180332】

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.

・2022/9/5～9/23（3 weeks)

◎授業料:
　3 weeks: 350.00 CUC,
 
◎民泊・ホテル等各自手配。

留学支援共同利用センター
でまとめて申請

60 hours/3 week

*1 teaching hour =
45 minutes

特になし
参考URL：
http://www.uh.cu/pagina/
estudiar-espanol

久
野
　
量
一
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ブ
ル
ガ
リ
ア

ソフィア大学
Sofia University "St. Kliment Ohridski"

【2019年度以降入学者：19180333】
【2018年度以前入学者：180333】

ブルガリア語と文化(3週間)

International School of Bulgarian
Language and Culture－STANDARD 3

WEEKS COURSE

2022/8/1～8/19
もしくは

2022/8/29～9/16

◎授業料：
・3週間コース(5日/週) 814,80 Leva

◎Hostel accommodation：
【2019年の情報】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。

◎3週間コース：
・言語:60
・文化:12

・その他課外活動(オ
プショナル)

特になし
http://www.deo.uni-
sofia.bg/en/sessionsis

匹
田
　
剛

62
イ
ラ
ン

イスファハン大学

University of Isfahan

【2019年度以降入学者：19180336】
【2018年度以前入学者：180336】

ペルシア語コース（3週間）

2022/9/3～9/21

【4名以上で開講】
参加希望者が3名以下の場合は

開講されません。

*Total fee: 296$
含まれるもの：three weeks of instruction, accommodation at the
university hotel for 21 nights (shared and breakfast included), and
Isfahan tour.

※（参考）ビザ代（通常申請10,000円）程度

オンライン申請期限の4/28まで
※ビザ、チケット等は旅行代理店（ペ
ルシアツアー）を通じて手配。手続き

方法は参加者に別途通知。

60 特になし https://pllc.ui.ac.ir/en

佐
々
木
　
あ
や
乃
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モ
ン
ゴ
ル

モンゴル国立大学
National University of Mongolia

【2019年度入学者：19180334】
【2018年度以前入学者：180334】

モンゴル語とモンゴル文化(2週間)

SUMMER COURSE
ON MONGOLIAN LANGUAGE AND

CULTURE

2022/8/3～2022/8/15

◎TUITION FEE: USD 1500.
TUITION FEE covers costs related to 1) course teaching and study
materials, 2) accommodation and three meals (breakfast, lunch and
dinner) 3) museum and natural park tickets, 4) 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.

学内オンライン申請を
【2022/5/13（金）】
までに行うこと。

※留学先への申請期限は
2022/6/30

特になし

https://docs.google.com/v
iewerng/viewer?url=https:/
/news.num.edu.mn/wp-
content/uploads/2022/05
/Summer-School-NUM-
IMS_5222.pdf&hl=en

青
木
 

雅
浩

66

ベ
ト
ナ
ム

ベトナム国家大学
ハノイ人文･社会科学大学

VNU University of Social Sciences and
Humanities, Hanoi

【2019年度入学者：19180335】
【2018年度以前入学者：180335】

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

2022/9/3～9/20
約23万円

（航空券代、滞在費込み）
※申込み人数により確定

参加希望者は担当教員に連絡する
こと

-
・学部２、３年生の希望者の

み
http://www.vnu.edu.v
n/home/

野
平
 

宗
弘
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ト
ル
コ

アンカラ大学
Ankara University

【2019年度入学者：19180337】
【2018年度以前入学者：180337】

トルコ語コース （1か月） 2022/8/1～9/1 ◎授業料：3.510トルコリラ
学内オンライン申請を

【2022/6/1（水）】
までに行うこと

80
・トルコ語1年生全員

・トルコ語2年生希望者
http://tomer.ankara.edu.tr
/

菅
原

睦

5
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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。

2022年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

2022/05/25

※この表は情報が出次第アップデートされます
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担当教
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カ
ナ
ダ

ブリティシュ・コロンビア大学
The University of British Columbia

【2019年度以降入学者：19180338】
【2018年度以前入学者：180338】

Global Citizenship through English （GCE）
(4 weeks)

2022/8/8-9/2

・授業料: CAD 2,700/4weeks
(このうちProgram Deposit CAD300は申請時に前払い)
・Application Fee：CAD 150
・Mandatory Insurance: CAD 90
・宿泊
（ホームステイの場合（ELIを通じて申し込み））
Homestay Placement Fee:  CAD 300
Homestay: CAD 40/night (include 3 meals/day)
（各自でアレンジする場合は、宿泊先による）

先着順で定員に達したら締め切る。
支払期限：コース開始1か月前まで。

〈Application form入力時に
下記の指示を守ること〉

①"Are you a current university
 student?"→　YESを選択。

②続いて大学名を尋ねられるので
TUFSと入力。

108
（週27×4）

特になし

Six levels: upper elementary
to advanced (A2-C1)

https://eli.ubc.ca/programs/glob
al-citizenship-english-oncampus

川
本
 

渚
凡
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カ
ナ
ダ

ブリティシュ・コロンビア大学
The University of British Columbia

【2019年度以降入学者：19180338】
【2018年度以前入学者：180338】

Global Citizenship through English （GCE）
(3 weeks)

2022/9/6-9/23

・授業料: CAD 2,000/3weeks
(このうちProgram Deposit CAD300は申請時に前払い)
・Application Fee：CAD 150
・Mandatory Insurance: CAD 90
・宿泊
（ホームステイの場合（ELIを通じて申し込み））
Homestay Placement Fee:  CAD 300
Homestay: CAD 40/night (include 3 meals/day)
（各自でアレンジする場合は、宿泊先による）

先着順で定員に達したら締め切る。
支払期限：コース開始2か月前まで。

〈Application form入力時に
下記の指示を守ること〉

①"Are you a current university
 student?"→　YESを選択。

②続いて大学名を尋ねられるので
TUFSと入力。

81
（週27×3）

特になし

Six levels: upper elementary
to advanced (A2-C2)

https://eli.ubc.ca/programs/glob
al-citizenship-english-oncampus

川
本
 

渚
凡
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カ
ナ
ダ

レジャイナ大学
University of Regina

【2019年度以降入学者：19180339】
【2018年度以前入学者：180339】

英語コース（3週間）
Language and Culture Program (ESL)

2022/8/8～8/26

・授業料: 3 weeks CA$2935
・上記の料金には、教材費、文化活動費及び関連する交通費、
　宿泊費、寮内の食事（朝・昼・夕の3食/1日、土日：朝・夕の2食/1日）、
  ジム利用料、空港送迎費も　含まれる
・宿泊先は学生寮のみ（ホームステイは不可）

留学支援共同利用センター
でまとめて申請

98～100時間
（授業+現地学生との

交流等）

〈時間割（案）　URL〉
https://drive.google.com/f

ile/d/14FeVTC0pPJ-
LWyTGhoqSs8vhszfLiLoV

/view?usp=sharing

特になし
Three levels:Beginner,

Intermediate,
Advanced

https://drive.google.com/file/d/17EI
hgLJ6P_7DBB5D7xBWB6SL8GK5JQ
pH/view?usp=sharing

川
本
 

渚
凡

33

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：19180340】
【2018年度以前入学者：180340】

　　　【要F-1ビザ】

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

4-week Session

2022/8/17-9/16

・Program fee : US$1,721
・Application fee : US$130
・Student Service fee : US$168.75
・University comprehensive service fee : US$178.13
・International health & emergency assistance insurance : US$164.69

(IELP does not make housing arrangements. Students should handle their own
arrangements and housing applications.)
・UAlbany Residence Halls Domitories : US$1,098/month
※学生寮はミールプラン購入が必須
・On-campus apartments : US$1,216-1,652/month
・Homestays : US$790/month (2meals/day)

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

80時間
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/ielp/ind
ex.php

川
本
 

渚
凡
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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：19180341】
【2018年度以前入学者：180341】

【要F-1ビザ】
基準は週18時間以上の受講

General English Program
 - Conversation and　Fluency

 


2022/8/1～8/26
もしくは

2022/8/29～9/23
(4weeks)

・Application fee: $150 (nonrefundable)
・Tuition  (外大の学生はここから10％引)
　　:　 Part-time Tuition:  $1,800 (15 hours per week)
         Full-time Tuition:  $2,000 (20 hours per week)
・International Student Services fee:$175
・UC San Diego Extension medical insurance:$180
・Books/Materials: $150 - 175 ( Books/materials must be purchased upon arrival
at UC San Diego.)
〈宿泊〉
 　Homestay:$200～275 (手配料／nonrefundable) + $240/週 (2食付)、$215/週
(食事無)
 　Near-campus apartment (9weeks):
     $250 (手配料) + $2,465 (shared) / $3,392 (private)
   On-campus housingはコロナのため、提供できるか未定。

概ね3か月前
（提出書類の当センターへの

提出期限も同上）
※開講1か月前までに

全額支払い

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

 60または80時間
 （週15または20×4）

特になし

https://extension.ucsd.edu/Inter
national-
Programs/Conversation-and-
Fluency-4-week

川
本
 

渚
凡
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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。

2022年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

2022/05/25

※この表は情報が出次第アップデートされます
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ア
メ
リ
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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：19180341】
【2018年度以前入学者：180341】

【要F-1ビザ】
基準は週18時間以上の受講

General English Program
 - Communication and Culture

2022/8/1～9/30
（8weeks）

・Application fee: $150 (nonrefundable)
・Tuition  (外大の学生はここから10％引)
　　:  Part-time Tuition: $3,000 (15 hours per week)
       Full-time Tuition: $3,200 (20 hours per week)
       Full-time Tuition: $3,700 (25 hours per week)
・International Student Services fee: $380
・UC San Diego Extension medical insurance: $450
・Books/Materials: $250 - $400 ( Books/materials must be purchased upon
arrival at UC San Diego.)
〈宿泊〉
 　Homestay:$200～275 (手配料／nonrefundable) + $240/週 (2食付)、$215/週
(食事無)
 　Near-campus apartment (9weeks):
     $250 (手配料) + $2,465 (shared) / $3,392 (private)
   On-campus housingはコロナのため、提供できるか未定。

概ね3か月前
（提出書類の当センターへの

提出期限も同上）
※開講1か月前までに

全額支払い

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

 120、160、200時間
 （週15、20、25×8） 特になし

https://extension.ucsd.edu/inter
national-
programs/communication-and-
culture-8-week

川
本
 

渚
凡
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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：19180341】
【2018年度以前入学者：180341】

【要F-1ビザ】

Academic English Program
 -Academic　English

4週間の場合、
2022/8/1 -8/ 26

もしくは
2022/8/29 - 9/23

8週間の場合、
2022/8/1 -9/30

・Application fee: $150 (nonrefundable)
・Tuition  (外大の学生はここから10％引)
　　　:　４週間 Part-time Tuition:  $1,800 (15 hours per week)
                  　Full-time Tuition:  $2,000 (20 hours per week)
　　     ８週間  Part-time Tuition: $3,000 (15 hours per week)
                  Full-time Tuition:  $3,700 (25 hours per week)
・International Student Services fee: $175（4週間）、$380（8週間）
・UC San Diego Extension medical insurance: $180（4週間）、$450（8週間）
・Books/Materials: $150 - 175（4週間）、$250 - $400（8週間） ( Books/materials
must be purchased upon arrival at UC San Diego.)

〈宿泊〉
 　Homestay:$200～275 (手配料／nonrefundable) + $240/週 (2食付)、$215/週
(食事無)
 　Near-campus apartment (9weeks):
     $250 (手配料) + $2,020 (shared) / $1,970 (private)
 　On-campus housingはコロナのため、提供できるか未定。

概ね3か月前
（提出書類の当センターへの

提出期限も同上）
※開講1か月前までに

全額支払い

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

4週間の場合、
 60または80時間
 （週15または20×4）

 8週間の場合、
120または200時間
 （週15または25×8）

4週間の場合、
high-intermediate to
advancedの英語力

8週間の場合、
all levels

https://extension.ucsd.edu/inter
national-programs/academic-
english

川
本
 

渚
凡
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ア
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リ
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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：19180341】
【2018年度以前入学者：180341】

【要F-1ビザ】

Academic English Program
 -Test Preparation - TOEFL or IELTS

2022/8/1 -9/ 30
(8weeks)

・Application fee: $150 (nonrefundable)
・Tuition  (外大の学生はここから10％引) : $3,700 (25 hours per week)
・International Student Services fee: $380
・UC San Diego Extension medical insurance: $450
・Books/Materials: $250 - $400 ( Books/materials must be purchased upon
arrival at UC San Diego.)

〈宿泊〉
 　Homestay:$200～275 (手配料／nonrefundable) + $240/週 (2食付)、$215/週
(食事無)
 　Near-campus apartment (9weeks):
     $250 (手配料) + $2,020 (shared) / $1,970 (private)
 　On-campus housingはコロナのため、提供できるか未定。

概ね3か月前
（提出書類の当センターへの

提出期限も同上）
※開講1か月前までに

全額支払い

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

200時間
（週25×8）

英語力：
high-intermediate to
advanced

https://extension.ucsd.edu/inter
national-programs/test-
preparation-toefl-or-ielts-8-
week

川
本
 

渚
凡
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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：19180341】
【2018年度以前入学者：180341】

【要F-1ビザ】

English for Specific Purposes
 - Business　English

2022/8/1 -8/ 26
（4weeks）

・Application fee: $150 (nonrefundable)
・Tuition　Part-time Tuition: $2,050 (15 hours per week)
　　　　　　Full-timeTuition: $2,300 (20 hours per weekl)

・International Student Services fee: $175
・UC San Diego Extension medical insurance: $180
・Books/Materials:  $150 - 175 ( Books/materials must be purchased upon arrival
at UC San Diego.)

〈宿泊〉
 　Homestay:$200～275 (手配料／nonrefundable) + $240/週 (2食付)、$215/週
(食事無)
 　Near-campus apartment (4weeks):
     $250 (手配料) + $1,100 (shared) / $1.,970 (private)
 　On-campus housingはコロナのため、提供できるか未定。

概ね3か月前
（提出書類の当センターへの

提出期限も同上）
※開講1か月前までに

全額支払い

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

60または80時間
 （週15または20×4）

英語力：
high-intermediate and
advanced

https://extension.ucsd.edu/i
nternational-
programs/business-english-
4-week

川
本
 

渚
凡
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ア
メ
リ
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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：19180342】
【2018年度以前入学者：180342】

【要F-1ビザ】

Academic Intensive English Program
 (AIEP) (6weeks)

AIEP C (6weeks)
2022/8/1-9/9

・Application fee：$150
・Program Fee : $3600

宿泊先は各自で手配。学生寮、ホームステイ、アパート等
https://www.uclaextension.edu/housing-campus-life/housing

Applications are accepted until
programs are full.

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

23 class sessions
weekly, each class
50 minutes

5 hours a day,
usually 9am-3pm
Monday-Thursday

Minimum English skills
must be above the

beginner level; with
above basic vocabulary

knowledge and above basic
spoken communication

skills.

https://www.uclaextension.edu/
english-language-programs-
american-language-
center/academic-intensive-
english-program-aiep

川
本
 

渚
凡削除
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https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/academic-intensive-english-program-aiep
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/academic-intensive-english-program-aiep
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/academic-intensive-english-program-aiep
https://www.uclaextension.edu/english-language-programs-american-language-center/academic-intensive-english-program-aiep
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■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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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：19180342】
【2018年度以前入学者：180342】

【要F-1ビザ】

 Intensive English Communication Program
 (IECP)　(4weeks)

・IECP B (4weeks)
2022/7/25-8/18

・Application fee：$150
・Program Fee：$2580

宿泊先は各自で手配。学生寮、ホームステイ、アパート等
https://www.uclaextension.edu/housing-campus-life/housing

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

Minimum English skills
must be above the

beginner level; with
above basic vocabulary

knowledge and above basic
spoken communication

skills.

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

川
本
 

渚
凡
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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：19180342】
【2018年度以前入学者：180342】

【要F-1ビザ】

 Intensive English Communication Program
 (IECP)　(3weeks)

IECP C (3weeks)
2022/8/22-9/9

・Application fee：$150
・Program Fee : $2010

宿泊先は各自で手配。学生寮、ホームステイ、アパート等
https://www.uclaextension.edu/housing-campus-life/housing

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/
english-language-programs-
american-language-
center/intensive-english-
communication-program-iecp

川
本
 

渚
凡
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サンディエゴ州立大学
San Diego State University

【2019年度以降入学者：19180343】
【2019年度以前入学者：180343】

【要F-1ビザ】

Intensive Engflish For Communication(IEC)
Flexible Entry Dates

2022/9/1～9/28

・Application Fee : $175
・Program Fee : $1560(4week)
・保険：授業開始前に健康保険の証明を提出要。
・宿泊：
①キャンパス外アパートまたは②ホームステイ
①は$25-$50の範囲の申込手数料、通常1か月分の敷金、賃貸人の保険が必要
大学HPに物件検索用リンクあり。
②（目安）$895～／4週、　大学HPに紹介エージェント掲載。

7/31（日）

※満席になり次第締め切り

18～23時間／週
72～92時間／4weeks

特になし

https://ali.sdsu.edu/intens
ive-english-for-
communication

川
本
 

渚
凡
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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:19180344】
【2018年度以前入学者:180344】

【要F-1ビザ】

Conversation & Culture
(4weeks)

2022/8/1～8/26
もしくは、

2022/8/29～9/23

・Application Fee(Required, non-refundable) : $200
・Tuition : $2,500
・Student Services Fee : $160
・Medical Insurance : $200
・Airport Pick-Up (one way)
　　From Los Angeles (LAX): $75
　　From John Wayne (SNA): $45
・Accommodation : 業者を紹介。価格等は様々
　　-Homestays placement $200～/week

F-1ビザ取得のプロセスを考慮して、プ
ログラム開始の10-12週前までに申請

することを推奨

18時間以上/週

授業は、月～金の
9:00から17:00の時間
帯に開講。スケ
ジュール詳細は、現
地登録時に伝達。

①all levels of English
proficiency

https://ip.ce.uci.edu/programs/e
nglish-language-
programs/conversation-culture/

川
本
 

渚
凡
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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:19180344】
【2018年度以前入学者:180344】

【要F-1ビザ】

Business English
(4weeks)

2022/8/1～8/26
もしくは、

2022/8/29～9/23

・Application Fee(Required, non-refundable) : $200
・Tuition : $2,500
・Student Services Fee : $160
・Medical Insurance : $200
・Airport Pick-Up (one way)
　　From Los Angeles (LAX): $75
　　From John Wayne (SNA): $45
・Accommodation : 業者を紹介。価格等は様々
　　-Homestays placement $200～/week

F-1ビザ取得のプロセスを考慮して、プ
ログラム開始の10-12週前までに申請

することを推奨

18時間以上/週

授業は、月～金の
9:00から17:00の時間
帯に開講。スケ
ジュール詳細は、現
地登録時に伝達。

TOEIC500,
iBTTOEFL45,
IELTS4.5
以上

https://ip.ce.uci.edu/programs/e
nglish-language-
programs/business-english/

川
本
 

渚
凡

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

https://drive.google.com/file/d/1vWHxwP
gCRWCXH0evvzBe4o8CMHhdEIl7/view?us
p=sharing
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ハワイ大学マノア校
University of Hawai'i at Mānoa

【2019年度以降入学者：19180346】
【2018年度以前入学者：180346】

　【F1ビザ不要・ESTAのみ】

英語コース（3週間）
New Intensive Course in English（NICE）

 3-WEEK PROGRAM

（3週間）

①Summer 2022/8/1～19
授業は8:30-12:20

②Fall　2022/8/29～9/16
授業は12:30-16:20

・Total Program Fee：$1,222
・No textbooks are required; teachers provide all handouts and other materials.
・宿泊：下記サイトを参考に各自で予約
 例: On-campus Residence Hall 'Hale Alohar': $44/day～ (single room)
       Meal program : $22/day ( two meal ) ～ ※Meal programは購入が必須。

<宿泊に関する問い合わせ先　参考URL〉
https://drive.google.com/file/d/1R_GtUayMwWACJdjU4ifpPVK1Kf12z3L9/view?u
sp=sharing

one month before the term begins
早めの申し込みを推奨。
申し込み順に受付け。

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（3時間）

特になし

https://explore.outreach.hawaii.e
du/specialtyprogram/landingPag
e.do?method=load&specialtyProg
ramId=38565

川
本
 

渚
凡
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デラウエア大学
University of Delaware

【2019年度以降入学者：19180345】
【2018年度以前入学者：180345】

【F1ビザ不要・ESTAのみ】
英語コース（４週間）

4-week English Language and American
Culture Program

川
本
 

渚
凡

2022/8/29～9/23
$3,310（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

留学支援共同利用センター
より個別に指示します。

83時間 特になし

削除

削除

削除

削除
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https://drive.google.com/file/d/1vWHxwPgCRWCXH0evvzBe4o8CMHhdEIl7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R_GtUayMwWACJdjU4ifpPVK1Kf12z3L9/view?usp=sharing
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サンフランシスコ州立大学
San Francisco State University

【2019年度以降入学者：19180347】
【2018年度以前入学者：180347】

　【F1ビザ不要・ESTAのみ】

英語コース（3・4週間）
San Francisco Discoveer

（3週間）
①2022/8/8～8/26

（4週間）
②2022/8/8～9/2

・Program fee：3 weeks : $2,095
　　　　　　　　    4 weeks : $2,795　※外大生は10％協定校割引あり。
・Medical/travel insurance：先方大学指定保険、 加入必須。詳細は
申込み後に案内有。（料金例）4週間・20歳の場合 $80
・①②共にOn-Campus Housingの提供期間外のため、他の選択肢で
各自探す。
（例）Residence Cluｂ : Shared studio(hall bath) $540/week  $1080/month
※Rates listed above are per person rates.
Home Stay :（例） サンフランシスコ近郊　private　room　$287/week
※meal は基本的に含まれている場合が多いが、条件を各自確認

〈授業料等の参考資料URL〉
https://drive.google.com/file/d/1mBF_YvquJGkX1KSf96sRAEcas1iXDw5e/view?
usp=sharing

2022/6/1
※申込み1週間後までに

全額払い込むこと。

〈Application form入力時に
下記要領で入力すること〉
①"Are you a college or
university student?"→

YESを選択。
②続いて大学名を尋ねら
れるのでTokyo University
of Foreign Studies と入力。

3週間：60時間
4週間：80時間

〈Sample Schedule〉
https://drive.google.co
m/file/d/1fqvzo5J2l_e
SVoHrjCOJLo2K61Om
b13P/view?usp=sharin

g

特になし
https://ali.sfsu.edu/sfdisc
over

川
本
 

渚
凡

https://drive.google.com/file/d/1Yhx
RLGY_xzAOoGznPbAwT4pb0hD21-
4u/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ufs
vnmsOmAvOH9rlVlSxG7uz84ySqEqO
/view?usp=sharing
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オークランド大学
The University of Auckland

【2019年度以降入学者：19180349】
【2018年度以前入学者：180349】

英語コース（4週間）
General English

（4週間）
2022/8/15～9/9

・授業料:NZ$1,900 (NZ$475/週)
・申請料:NZ$285
・Resource Fee:NZ$85
・Studentsafe Insurance: NZ$70

・宿泊手配料：NZ$255
・宿泊施設：
  Studio apartment：NZ$435～/week
  Shared apartment：NZ$245～/week
  ホームステイ: NZ$310/week
・空港送迎：片道NZ$120、往復NZ$230

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

80
(週20×4)

特になし
https://www.ela.auckland.a
c.nz/general-english

川
本
 

渚
凡
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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：19180350】
【2019年度以前入学者：180350】

Academic English
（3週間、4週間、5週間）

（毎週月曜日開始可能）
・外大夏学期開始の7/25か
らUCCサマースクール終了の
8/26までの間で3～5週間を
選択
（授業時間数は週20時間を
選択すること）

◎授業料 (外大生はここから20％割引)
　・€ 785 (3 weeks)
　・€ 999 (4 weeks)
　・€ 1,225 (5 weeks)
 
◎Homestay  €220/week  (追加1泊€35) (2食付)
◎寮　€ 185 or 200 （追加一泊€30 or €33）～(食事なし、自炊式)

特に期限はないが、早めの申請を推奨

〈Application form入力時に
下記の指示を守ること〉

Q.18 How did you hear about us? で、
最後の四角囲みのある選択肢を選び

そこに TUFS と記入。

60～100 時間
（週20×3,4,5）

英語力
CEFR B1-C1

を対象
https://www.ucc.ie/en/es
ol/courses/oss20/ae/

川
本
 

渚
凡
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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：19180350】
【2019年度以前入学者：180350】

Englishfor Work and Life (General English)
（3週間、4週間、5週間）

（毎週月曜日開始可能）
・外大夏学期開始の7/25か
らUCCサマースクール終了の
8/26までの間で3～5週間を
選択
（授業時間数は週20時間を
選択すること）

◎授業料 (外大生はここから20％割引)
　・€ 785 (3 weeks)
　・€ 999 (4 weeks)
　・€ 1,225 (5 weeks)
 
◎Homestay  €220/week  (追加1泊€35) (2食付)
◎寮　€ 185 or 200 （追加一泊€30 or €33）～(食事なし、自炊式)

特に期限はないが、早めの申請を推奨

〈Application form入力時に
下記の指示を守ること〉

Q.18 How did you hear about us? で、
最後の四角囲みのある選択肢を選び

そこに TUFS と記入。

60～100 時間
（週20×3,4,5）

英語力
CEFR A2以上

を対象

https://www.ucc.ie/en/es
ol/courses/oss20/ge/

川
本
 

渚
凡
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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：19180350】
【2018年度以前入学者：180350】

IELTS Preparation Course
（4週間）

2022/7/25～8/19
もしくは、

2022/8/1～8/26

◎授業料 (外大生はここから20％割引)
　・€ 1,050 (4 weeks)
 
◎Homestay  €220/week  (追加1泊€35) (2食付)
◎寮　€ 185 or 200 （追加一泊€30 or €33）～(食事なし、自炊式)

特に期限はないが、早めの申請を推奨

〈Application form入力時に
下記の指示を守ること〉

Q.18 How did you hear about us? で、
最後の四角囲みのある選択肢を選び

そこに TUFS と記入。

80 時間
（週20×4）

英語力
CEFR B1以上

を対象

https://www.ucc.ie/en/es
ol/courses/oss20/ieltspre
parationcourse/

川
本
 

渚
凡
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ロンドン大学
東洋・アフリカ

研究学院
SOAS

School of Oriental and African Studies,
University of London

【2019年度以降入学者：19180351】
【2018年度以前入学者：180351】

English Language Skills
一般英語コース（3・6週間）

3週間もしくは6週間

＜3週間の場合＞
2022/8/1～8/19(Block2)

もしくは、
2022/8/22～9/9（Block3)

＜6週間の場合＞
2022/8/1～9/9

（Block 2-3）

◎授業料
・Tuition  3weeks: 1,800 GBP（外大生ここから5%OFF）
　            6weeks: 3,350 GBP（外大生ここから5%OFF）

◎宿泊
・大学寮 : 860 GBP/3 weeks、1720 GBP/6weeks （食事なし）
・もしくは各自で手配

We recommend you apply early,
especially if you want accommodation

in the SOAS Halls of Residence.

週18～20時間
3weeks: 54-60

6weeks:108-120

Minimum entry level:

Pre-intermediate (IELTS 4.5)
以上
※証明書の提出不要（スコア
記入のみ必要）

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

川
本
 

渚
凡

川
本
 

渚
凡

2022/8/15～9/16
バーウッドキャンパス

・Program fee ：AUD2225
・Enrolment:AUD 250
・Student service:AUD 200
・Additional Excursion:AUD 150/回
・Airport Transfers:AUD 200
・Accommodation:AUD 250(placement)

  + homestay AUD 1725 /5week
＋any extra nights @AUD 49
OR
  + shared apartment :　AUD 1750 / 5weeks
＋＋any extra nights @AUD 50

留学支援共同利用センターで
まとめて申請

100時間
(週20×5)

特になし48

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

ディーキン大学
Deakin Unuversity

【2019年度以降入学者:19180348】
【2018年度以前入学者:180348】

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

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。

2022年度 TUFS夏期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

2022/05/25

※この表は情報が出次第アップデートされます

番
号

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

School of Oriental and African Studies,
University of London

【2019年度以降入学者：19180351】
【2018年度以前入学者：180351】

Intensive Academic English
アカデミック英語コース（6週間）

2022/8/1～9/9

◎授業料
　・Tuition  3,350 GBP（外大生ここから5%OFF）

◎宿泊
・大学寮 : 1,720 GBP （食事なし）
・もしくは各自で手配

We recommend you apply early,
especially if you want accommodation

in the SOAS Halls of Residence.

週18～20時間
6weeks:108-120

Minimum entry level:

Intermediate IELTS 5.0（各技
能）以上

※証明書の提出不要（スコア
記入のみ必要）

https://www.soas.ac.uk/if
cels/summer/intensive-
academic-english/

川
本
 

渚
凡
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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：19180351】
【2018年度以前入学者：180351】

Subject Courses with English Language
Support

英語サポート付テーマ別コース
 (3週間、6週間)

<Block 2>
・World Literature in London

・Environment, Development and Changing
World Views

<Block 3>
・Introduction to the Media

・International Relations
・Global Business Strategies

＜3週間の場合＞
2022/8/1～8/19(Block2)

もしくは、
2022/8/22～9/9（Block3)

＜6週間の場合＞
2022/8/1～9/9

（Block 2-3）

3週間の場合、Block2もしくは、Block3から１つのテーマを選択。
6週間の場合、Block2、Block3から、それぞれ１つずつテーマを選択

◎授業料
・Tuition  3weeks: 1,800 GBP（外大生ここから5%OFF）
　            6weeks: 3,350 GBP（外大生ここから5%OFF）

◎宿泊
・大学寮 : 860 GBP/3 weeks、1720 GBP/6weeks （食事なし）
・もしくは各自で手配

We recommend you apply early,
especially if you want accommodation

in the SOAS Halls of Residence.

週18～20時間
3weeks: 54-60

6weeks:108-120

英語での学部レベルの講義、
議論やチュートリアルを理解で
きる程度の英語力が必要。

目安：IELTS 5.5以上

（スコア記入のみ必要）

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

川
本
 

渚
凡
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ギ
リ
ス

リーズ大学
University of Leeds

【2019年度以降入学者：19180352】
【2018年度以前入学者：180352】

一般英語コース（3・6週間）
General English course

3weeks
 2022/7/25～8/12

6weeks
 2022/7/25～9/2

※3weeks、6weeks共に
①Part timeと②Full time有り

授業料
　・3 weeks ①687GBP ②960GBP
　・6 weeks ①1,374GBP ②1,920GBP
 
宿泊(申請後案内が来るのでサイトから予約)
　例：Central Village: 157-210GBP/week
※You can apply for a place in University accommodation on or close to campus.
Further details, including fees, will usually be available in July/August.
※You could apply for Homestay accommodation through Unipol Student Homes
※民間の宿泊施設を希望の場合は別途大学HP内”Other type of accomodation”
にリンク先が明示。

最大人数に達したら締め切る。
なるべく早い申込みを推奨。
※クラス平均人数：14～16人

（part time: 週20時間）
3weeks:60
6weeks:120

（full time: 週30時間）
3weeks:90
6weeks:180

・CEFR　B1～C1レベルを受け
入れ。
・Placement test有り

https://www.leeds.ac.uk/l
anguage-
centre/doc/general-
english-course

川
本
 

渚
凡
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ス

リーズ大学
University of Leeds

【2019年度以降入学者：19180352】
【2018年度以前入学者：180352】

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

5weeks
 2022/8/1～9/2

①Part timeと②Full time有り

授業料
　・5 weeks ①1,145GBP ②1,600GBP

宿泊(申請後案内が来るのでサイトから予約)
　例：Central Village: 157-210GBP/week
※You can apply for a place in University accommodation on or close to campus.
Further details, including fees, will usually be available in July/August.
※You could apply for Homestay accommodation through Unipol Student Homes
※民間の宿泊施設を希望の場合は別途大学HP内”Other type of accomodation”
にリンク先が明示。

最大人数に達したら締め切る。
なるべく早い申込みを推奨。
※クラス平均人数：14～17人

（part time: 週20時間）
5weeks:100

（full time: 週30時間）
5weeks:150

・CEFR　B1～C2レベルを受け
入れ。
・Placement test有り

https://www.leeds.ac.uk/languag
e-centre/doc/general-english-
course

川
本
 

渚
凡
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イ
ギ
リ
ス

マンチェスター大学
The University of Manchester

【2019年度以降入学者：19180353】
【2018年度以前入学者：180353】

English Summer Programme
英語コース

（3～7週間を選択）

開始日：7/25以降の月曜日
終了日：9/9

この間で3～7週間を選択
※最低3週間以上。

・授業料：395GBP/week

宿泊：学生寮（食事なし）
Whitworth Park
 ・(バストイレ・キッチン共有) 133GBP/week

The  course fees must be paid in full at
least 20 working days before the start

of the course.

※Application formは4月末までに
ウェブサイトに掲載されます。

週19時間

・IELTS 4.0 -6.0
・CEFR A2 -B2
※This course is not suitable
for advanced students (IELTS
6.5, CEFR C1/C2).

https://www.languagecentre.man
chester.ac.uk/study-
english/our-courses/english-
summer-programme/

川
本
 

渚
凡
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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。

2022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

2022/05/25

※この表は情報が出次第アップデートされます

番号
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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ド
イ
ツ

マールブルク大学
University of Marburg

【2019年度以降入学者：19180354】
【2018年度以前入学者：180354】

サマープログラム(英語、ドイツ語)
(4週間)

Hessen International Summer University (ISU)
Marburg

“Germany and Europe in a Turbulent World – History,
Politics, Society and Culture”

【2年生以上対象】

2022/7/25～8/19

◎Course fee:
・2100 EUR (2022/4/1以降の申請)、
・1850 EUR (2022/3/31までの申請)

◎宿泊施設:寮(宿泊費は上記料金に含まれる)

2022/6/15

・言語(ドイツ語):
45時間,

・Academic Seminar:
36時間,

・Supplement course
18時間

・Firled trips

・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)
・be committed to
participation in our intensive
German language component.

https://www.uni-
marburg.de/en/stu
dying/studying-at-
umr/short-term-
programs/isu-1

小
野
寺
　
拓
也

60
ド
イ
ツ

ベルリン自由大学
Freie Universität Berlin

【2019年度以降入学者：19180317】
【2018年度以前入学者：180317】

4週間コース（A/B-Track)
FUBiS Term III 2022

A-Track Subject courses （No. 3.01 ～ 3.06）
B-Track Subject courses （No. 3.12 ～ 3.15）

2022/7/23～8/20

・Program Fee:€ 250（返金不可）
  (program feesは、2022/5/28までの支払で€50割引)
・授業料:€ 1100 (1 trackあたり)

① A-track subject courses (月木)
② B-track subject courses (火金)
→ ①と②の同時受講が可能
→ ②は、A-trackのドイツ語コース (Semi-intensive
German Language courses No.3.07～3.11）と同時受講も
可

※受講Track数に関わらず、本学では2単位となる。

2022/6/25

Subject course (A-
track & B-track):

48

Semi-Intensive
German Language
courses (A-track):

72

特になし

http://www.fubis.o
rg/2_prog/term_3/
term_3/index.html

小
野
寺
　
拓
也

61

ブ
ル
ネ
イ

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

【2019年度入学者：19180355】
【2018年度以前入学者：180355】

グローバル・ディスカバリー・プログラム
グローバル・アントレプレナーシップ・サマースクール

2022
【英語】(4週間)

Global Discovery Programme
Global Entrepreneurship Summer School(GESS) 2022

2022/8/1～8/28

ブルネイ到着後、ホテルにて
5～7日間（※）の自己隔離が
必要。プログラム開始日まで
に隔離期間を終えられるよう

に日程をご検討ください。

※在ブルネイ日本大使館3月16日
付情報

・Tuition fees: USD1,000 (外大の学生は授業料免除)
・GDP fees: USD 2200
Includes:Living expenses,Airport transfer,The core
accommodation,3 meals per day, Field
trips/excursions,Local transportation

Not Includes: Return airfare,Travel and health
insurance,cost of self-isolation,pre-and post
arrival swab.
※プログラム開始前の自己隔離ホテル代は含まれていません。
【参考】
・自己隔離ホテル代（食事付1泊あたり）約BND65（※3月時点）
・ブルネイ到着後PCR検査代：約BND100/1回あたり
・その他送迎代：BND90～100

2022/5/30

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

169

fieldtrips
excursions 含む

【日程表】
https://drive.goo
gle.com/file/d/1
B8xKAbnT6EqQt
qFoNxev3ugHcZL
TSJu8/view?usp

=sharing

able to understand and
communicate in basic
English

【申請はこちらから】

https://apply.ubd.edu.bn/o
rbeon/uis-welcome/

https://ubd.edu.bn
/admission/intern
ational-
exchange/global-
discovery-
programme/gess.h
tml

青
山
　
亨

[2022.04.07]　26　グラナダ大学の8月のコースを削除しました。
[2022.04.07]　62　イスファハン大学を追加しました。
[2022.04.11]　62　イスファハン大学の授業料を更新しました。
[2022.04.12]　58　マンチェスター大学の申請期間・締切日の情報を更新しました。
[2022.04.12]　14　ミュンヘン大学の申請期間・締切日の情報を更新しました。
[2022.04.14]　50、51、52　アイルランド国立大学コーク校の申請期間・締切日の情報を更新しました。
[2022.04.14]　14　ミュンヘン大学の申請期間・締切日の情報を更新しました。
[2022.04.18]　53、54、55　ロンドン大学東洋・アフリカ研究院の金額の情報を更新しました。
[2022.04.18]　32　レジャイナ大学の金額及び参加要件の情報を更新しました。
[2022.04.19]　46　ハワイ大学マノア校の金額の情報を更新しました。
[2022.04.20]　32　レジャイナ大学の授業時間数の情報を更新しました。
[2022.04.22]　33　ニューヨーク州立大学オルバニー校の金額の情報を更新しました。
[2022.04.28]　10　ギーセン大学のプログラムを削除しました。
[2022.05.06]  63  モンゴル国立大学のプログラムを追加しました。
[2022.05.06]  39, 40, 41  カリフォルニア大学ロサンゼルス校の3つのプログラムを削除しました。
[2022.05.06]  9  ゲッティンゲン大学の日程と金額の情報を更新しました。
[2022.05.09]  64  アダム・ミツキェヴィチ大学のプログラムを追加しました。
[2022.05.09]  65  シロンスク大学のプログラムを追加しました。
[2022.05.17]  43, 44  カリフォルニア大学アーバイン校の2つのプログラムを削除しました。
[2022.05.24]  66  ベトナム国家大学ハノイ人文･社会科学大学のプログラムを追加しました。
[2022.05.25]  67  アンカラ大学のプログラムを追加しました。
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