
2021年度 春季海外英語短期研修（オンライン）

東京電機大学 国際センター



研修先 言語 日程 期間 概要 単位認定*

ビクトリア大学
（カナダ） 英語

1/17日～2/11
＊研修実施前にビクト
リア大学による3時間
程度のオリエンテー
ションあり

4週間
オンラインレッスンとホームワーク、アクティビティ多数。レッスンやア
クティビティでは学生同士の交流も豊富にあり、他の学生やネイティブと
スモールグループで会話できる。４週間プログラムのため、じっくり学ぶ
ことができる。レベル別クラス（５レベル）。

あり

ケンブリッジ大学
ホマートンカレッジ
（イギリス）

英語 2/21～2/25 1週間 ケンブリッジ大学ホマートンカレッジの１週間プログラム。英語でディス
カッションすることを目的としたプログラム。中上級者向け。 なし

クイーンズランド工科大学
（オーストラリア） 英語 2/21～3/4 2週間

オンラインプログラム参加者と現地のGeneral English参加者とが同時進
行で学習するハイブリッド授業。週25時間の充実した授業時間。ディス
カッションもあり、世界各国から参加している学生との意見を交わす機会
多数。オンラインソーシャルアクティビティにも参加できる。

あり

オタゴ大学
（ニュージーランド） 英語 2/21～3/4 2週間

1日4時間のクラスで、週20時間のオンライン授業。加えて宿題がある。
その他オンラインアクティビティが用意されており、予定としてニュー
ジーランドの文化を学んだり、オタゴ大学の日本語を学ぶ学生と交流した
りすることができる。

あり

ＦＰＴ大学
（ベトナム） 英語 2/28～3/11 2週間

本学学生向けに作られた特別プログラム。本学学生とベトナム人学生とが
一緒になって学ぶ。授業だけでなく、ホームワークやアクティビティも多
数あり、楽しみながらスピーキングの能力を伸ばせるプログラム。事前や
プログラム中のフォローもしっかりしている。講師は英語のネイティブス
ピーカー。

なし

2021年度 春季海外英語短期研修（オンライン）

*単位認定の詳細については、各キャンパス事務部にご確認ください。

（申込詳細は説明会及びUnipaをご確認ください）

研修問合せ先：国際センター（tdu-inter@dendai.ac.jp）

受付終了

受付終了



☑ カナダビクトリア大学について
ガーデンシティという別名を持つ美しい街、カナダのビクトリアにあるビクトリア大学のオンライン英語コース。世界各国から学生が参加する
プログラムで、レベル別クラスで学習できます。

☑ カナダビクトリア大学によるオンライン英語研修
・オリエンテーションで学習システム等の説明あり。
・オンラインレッスン週３時間（水・木・金、各1時間）の4週間コース。
ペアワークやディスカッション、プレゼンテーション、インタビューやディベートなどを行います。

・ホームワークは、１週間に約7時間。ビデオやプレゼン資料を作成し、４技能を向上を目指します。
・Socio-Cultual Activitiesでは、ビデオの視聴(カナダの自然や学生生活)や４～５人グループでの
会話クラスなどがあります。

☑ 研修実施期間 2022年１月17日（月）～２月11日（金）（4週間）
＊研修実施前にビクトリア大学による3時間程度のオリエンテーションあり

☑ Placement Testを受け、クラス分け（学習レベル１～５）

☑ 単位認定対象プログラム
＊YouTube動画：https://youtu.be/dyRpgvZkMts （2021年夏の説明会の動画を視聴できます）

ビクトリア大学（カナダ・ビクトリア）



ビクトリア大学（カナダ・ビクトリア）

参考URL https://continuingstudies.uvic.ca/upload/ELC/PDF/current-students/ELC_Connect/ELC_Connect-EGC_Sample_Calendar.pdf



☑ ケンブリッジ大学について
ケンブリッジ大学は31のカレッジがあり、ホマートンカレッジで実施のプログラムに参加します。

☑ 英国ケンブリッジ大学ホマートンカレッジによるオンライン英語研修
・１日３時間×５日間のコース。
ディベート中心で、クリティカルシンキング力を磨きます。加えてプレゼンテーションスキルと英語力の向上も目指します。

・English Language Classでは、英国との文化的違いを比較し、クリティカルシンキング力をつけ、
英会話力を磨きます

・IELTS4.0 – 6.0、もしくはそれ以上の英語力が必要です。
・Global Leadership では、科学技術や国際ビジネス、イギリスの建物や芸術、文化などについて学びます。
・Science and Technology では、気候変動や科学倫理、イノベーション、コンピュータサイエンス、生物など
について学びます。

・International Business and Entrepreneurshipでは、ビジネス倫理やネットワーク技術、起業等について
学びます。

・Final Individual Presentationsでは、研修で学習したことを活かして各自が発表します。

☑ 研修実施期間
2022年２月21日（月）～２月25日（金）（１週間）

ケンブリッジ大学ホマートンカレッジ（イギリス・ケンブリッジ）



ケンブリッジ大学ホマートンカレッジ（イギリス・ケンブリッジ）



クイーンズランド工科大学（オーストラリア・ブリスベン）
☑クイーンズランド工科大学について
オーストラリアクイーンズランド州の州都ブリスベンに位置する公立大学で、オーストラリアで最大の大学の一つ。留学生も約6,000人が学んでいる、
国際的な大学です。

☑ 豪州クイーンズランド工科大学によるオンライン英語研修
・１週間25時間×２週＝合計50時間の充実した授業時間となります。
・授業20時間／週、Guided Independent Learningとして5時間／週
・オンラインプログラム参加者と現地のGeneral English参加者が同時進行で学習し、現地で学ぶのと
同様の授業が提供されます。

・オンラインの学生も、ライブ授業を世界中の学生と共に受講できます。
・時差も少なく、非常に学びやすいプログラムとなっています。
・４技能（Reading, Writing, Speaking and Listening）のコアスキル向上のクラスとなります。
・オンラインイベントも予定されています。
・クラスはレベル別（5レベル）に分かれており、参加者のレベルに合わせて授業が進みます。

☑ 研修実施期間
2022年2月21日（月）～3月4日（金）（2週間）

☑ 単位認定対象プログラム



クイーンズランド工科大学（オーストラリア・ブリスベン）
時間割（暫定版）オーストラリア東部時間（日本が１時間遅れている）



クイーンズランド工科大学（オーストラリア・ブリスベン）
時間割（暫定版）オーストラリア東部時間（日本が１時間遅れている）



オタゴ大学（ニュージーランド・ダニーデン）
☑オタゴ大学について
オタゴ大学は、ニュージーランド最古の大学で、世界ランキングでも世界184位にランクされる大学です。
大きな時計台を持ち、Health ScienceやSciences分野をはじめ、エンジニアリングやスポーツ科学、医学・
歯科等多くの学部を有しています。

☑ レベル別クラスで週20時間の英語クラス
・１週間20時間×２週＝合計40時間の充実した授業時間となります。
・授業は1日４時間（月曜日から金曜日） + 個人学習と宿題
・授業はNZ Culture SessionとGeneral English
・授業以外のアクティビティあり（毎週金曜日）・・・以下は一例
－ニュージーランドの文化を学ぶ
－オタゴ大学の日本語を勉強している学生と交流

・１クラス平均14人（最大18名）
・プレースメントテストによりレベル別にクラス分け

☑ 研修実施期間
2022年2月21日（月）～3月4日（金）（2週間）

☑ 単位認定対象プログラム



オタゴ大学（ニュージーランド・ダニーデン）
時間割（サンプル）・・・時間はニュージーランド時間（日本が４時間遅れている）

宿題（一例）

Journal Writing（日記）
単語学習



☑ ＦＰＴ大学について
ＦＰＴ大学は、ベトナムのＩＴ企業「ＦＰＴコーポレーション」によって設立された大学で、実践的な英語を学ぶことができます。

☑ 本学学生用にカスタマイズされたＦＰＴ大学特別プログラム
・本学学生とFPT大学学生とで編成された小人数クラスで学びます。FPT大学の学生は英語が堪能ですので、
本学学生の皆さんの英語学習を手伝ってくれます。

・学習の進め方の説明、英語学習におすすめのサイトやアプリの紹介が始めに行われます。
・English Classクラスでは、ネイティブの先生とともに、ディスカッションやプレゼンテーションを行います。
英語でのプレゼン資料作成などを学ぶことができます。

・English Pair Tutoringでは、本学学生とベトナム人学生で、決められたテーマに沿って話を進めます。
グループリーダーがトピックについてスライドを用意して進めるため、話も盛り上がります。

・Cultural Exchangeクラスでは、料理の紹介やチームパフォーマンスなど楽しく参加できます。
・週に一度、Review Meetingがあり、不明点等フォローしてくださいます。
・オープニングとクロージングセレモニーでは、特別映像が用意されます。
・プログラム全体を通して、スピーキングとリスニング中心の内容となります。

☑ 研修実施期間
2022年２月28日（月）～3月11（金）

ＦＰＴ大学（ベトナム・ダナン）



ＦＰＴ大学（ベトナム・ダナン）

授業スケジュール（予定） English Training



ＦＰＴ大学（ベトナム・ダナン）
Pair Tutoringクラス ・ オリエンテーション ・ Cultural Exchange ・ Review Meeting ・ 先生の紹介



研修費用

研修先 研修費用

ビクトリア大学（カナダ） 114,330円

ケンブリッジ大学（イギリス） 107,190円

クイーンズランド工科大学（オーストリア） 81,090円

オタゴ大学（ニュージーランド） 72,130円

ＦＰＴ大学（ベトナム） 40,660円



各プログラムに参加し、プログラム修了証を授与された学生の方には、プログラム終了後に奨学金が支給
されます。

奨学金について

研修先 奨学金学

ビクトリア大学（カナダ） 30,000円

ケンブリッジ大学（イギリス） 30,000円

クイーンズランド工科大学（オーストリア） 20,000円

オタゴ大学（ニュージーランド） 20,000円

ＦＰＴ大学（ベトナム） 10,000円

＊各プログラム修了証の受領が条件



申込方法について
以下の３点の書類を、学内申込期限までにご提出ください
（1）2021年度 春季海外英語短期留学（オンライン）申込書
（2）TOEICスコアシートの画像（未受験の場合は提出不要です）
（3）奨学金申請書（奨学金振込先口座のコピーも提出）
提出先：国際センター（千住）・国際センター鳩山ブランチ（鳩山）＊窓口での提出又は郵送で提出してください。

〒120-8551 東京都足立区千住旭町5

ビクトリア大学
オタゴ大学

クイーンズランド工科大学
ケンブリッジ大学ホマートン校 ＦＰＴ大学

学内申込
（上記3点の提出）

2021年11月17日（水）
16：00まで

2021年12月17日（金）
16：00まで

2022年1月14日（金）
16：00まで

参加確定メール 2021年11月18日（木） 2021年12月20日（月） 2022年1月17日（月）

入金手続き 2021年11月23日（火） 2022年1月6日（木） 2022年1月20日（木）

申込書類提出 2021年11月23日（火） 2022年1月6日（木） 2022年1月20日（木）

＊入金手続き、申込書類提出については、H.I.S.様が担当

受付終了



各プログラム開始前に、以下の通り、オリエンテーション及び事前英語学習を実施します。各自スケ
ジュールを確認の上、ご参加ください。

オリエンテーションについて

参加前オリエンテーション

ビクトリア大学 １月11日（火）9：30～9：55

ケンブリッジ大学 2月10日（木）9：30～9：55

クイーンズランド工科大学 2月10日（木）10：00～10：25

オタゴ大学 2月10日（木）10：30～10：55

ＦＰＴ大学 2月10日（木）11：00～11：25



国際センター
東京電機大学では、２つのキャンパスに国際センター及び交流拠点（千住ラウンジ・鳩山ブ
ランチ）を有しており、各種情報を得ることができます。

▶国際センター (東京千住キャンパス 1号館4階10407A)
▶国際センター千住ラウンジ (東京千住キャンパス 1号館4階 10415教室)
住所：〒120-8551 東京都足立区千住旭町5
TEL：03-5284-5208
Email：tdu-inter@dendai.ac.jp

▶国際センター 鳩山ブランチ (埼玉鳩山キャンパス 12号館1階 12128教室)
住所〒350-0394 埼玉県比企郡鳩山町石坂
TEL：049-296-0042
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