
2021年春実施
オンライン留学

特別プログラム募集説明会
2020年10月13日(火)12:10～

開始までしばらくお待ちください。



2021年春実施
オンライン留学

特別プログラム募集説明会



進行スケジュール
１、開始の挨拶
２、オンラインプログラム参加者の体験談(４名)

３、各プログラムの概要説明(４プログラム)

・ヨーク大学(英国)
・ウォータールー大学(カナダ)
・ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア)
・ハワイ大学マノア校(米国)

４、応募について
・科目履修、参加費用
・応募方法、締切
・プログラム別説明会

５、質疑応答
６、終了の挨拶



オンラインプログラム
参加者の体験談



ウォータールー大学（カナダ）

プログラムの内容

リアルタイム授業＋グループミーティング＋課題

参加した目的

語学力向上のため

新しい刺激を求めて

おすすめポイント

普段の生活と両立できる！

コスパが最高！

参加者は大学生だけじゃない！

その後のモチベーションに！



モンタナ大学と行う
Virtual Exchange 

Program
を受講して



参加した理由

・コロナによって中止になったSAPの代わりに

プログラムの内容
・文化・社会・環境問題

・ホストファミリーとの交流

留学を通して

①自分の弱点

②アメリカの再発見



Summer Enrichment Programme
主催：マラヤ大学（マレーシア）
期間：３週間
授業時間：9：30～11：30

12：30～14：30
活動内容：マレーシアを学ぶ

スピーキングと発音
ライティング
リーディングとボキャブラリー
文法

＋
アクティビティ

5授業



初めての海外体験 薬学部 杉本愛美

参加前
• 英語には全く自信がない
• とにかく不安

参加後
• 英語に対する抵抗がかなり減った。
• これからの英語学習に向けてよいスタートを切れた。



オンライン留学の役割
対面留学 オンライン留学

留学に英語力が
（十分である）

or
(十分でない)

ことが分かった

これに気付くための投資

工学部 三輪直暉

対面留学前のワンクッション

時間・労力・お金の浪費
となる可能性

留学を有意義にするには英語力が
足りないことに行ってから気づく



各プログラム概要説明

・ヨーク大学（英国）
・ウォータールー大学（カナダ）
・ニューサウスウェールズ大学（オーストラリア）
・ハワイ大学マノア校（米国）



事前・事後課題（内容はプログラムによって異なります）

協定校が提供するオンライン研修に加え、事前・事後に課題に取り組みます。
 課題① 事前研修プレゼンテーション：自己紹介、参加目的について英語で発表してもらいます。
 課題② 学びシート（事前・事後2回提出）
１回目：オンライン研修前に、学習目標と目標達成のための計画を立てます。
２回目：オンライン研修後に、研修前に立てた学習目標の達成度について、振り返り、今後の目標
を立てます。

 課題③ 研修成果プレゼンテーション
オンライン研修を振り返り、研修を通じて得られた成果を発表してもらいます。

 課題④ 研修後最終レポート：研修から得た学びについて文章にまとめます。
※ 参加者同士の交流を目的とした研修（交流会）も予定していますが、プログラムにより異なります
ので、日程を確認の上、プログラムを選んでください。



ヨーク大学（英国）

 プログラム期間：2021年2月22日～3月5日（約2週間）

 単位：1単位、参加費1万円

 特徴：

①employability（就職に役立つスキル）を学ぶことで、

自主的・実践的に学習する力が身につく。

②ヨーク大学の学生とプロジェクトに取り組む。

③ホームステイやエクスカーションを体験できる。

• 説明会：2020年10月16日（金）17：00－18：00



スケジュール（予定）



ウォータールー大学（カナダ）
• U of Waterloo Renison University Collegeが
実施するオンラインプログラム（各プログラム4週間）

• 社会に出て必要となるソフトスキルを英語で身につける
• 英語での対人コミュニケーション、プレゼンテーション
能力を高めたい人にお勧め

①2月8日～3月5日：Interpersonal Communication Skills
又は

②3月8日～4月1日：Presentation Skills

• 週1回のリアルタイム授業
（現地時間毎週木曜午前7時又は午後8時）

• 週5時間程度の学習内容
• プログラム初日にリアルタイムオリエンテーションあり
• 参加費：1万円
• 単位：海外研修（展開１）1単位



• 現地学生とのオンライン交流
イベントやカナダについて知る
イベントあり

• 参加者の語学力の目安：
英語能力CEFR B1+/IELTS
5.5/TOEFL IBT 65（ITP513
点相当）/TOEIC 605以上が
対象）

以下サイトで目安となる英語4技能を
チェック↓

オンライン交流イベントスケジュール例（9月プログラム）



オーストラリア・UNSW（ニューサウスウェルズ大学）で学ぶ
キャリア英語とオーストラリア文化社会のプログラム

研修期間
• 2月15日（月）～3月5日（金）(3週間)

事前・事後研修
• 12月2日（水）18：15-19：45
• 1月13日（水）18：15-19：45
• 3月10日（水）10：00-11：30

プログラム費・単位
• 2万円・2単位



プログラムの特徴

①オーストラリア文化社会の理解を深め
ながら、キャリア英語を習得します。

• 効果的なプレゼンテーションスキル
• ディスカッションスキル
• 社会人としてのメール等の書き方
• 同僚と社交・協働のためのコミュニケー
ション英語等

英語クラスのスケジュール
• 9:00am-11:00am / 11:30am-1:30pm 

②バーチャルに異文化を体験します。
• シドニーの名所訪問
• ホストファミリーとの交流
• UNSWの学生との交流イベント
• Tohoku Studentｓ’Culture Eventを

UNSWの学生と共同開催

異文化体験のスケジュール
• 2：30pm-4：00ｐｍ



ハワイ大学マノア校（米国）による
ハワイの文化・社会「体験」学習と

学生交流
プログラム期間

2021年2月8日～2月18日（10日間）

単位：1単位 参加費：1万円
特徴
①ほぼ毎日予定されるHawai’iの伝統文化
体験により、ハワイの文化と社会を体験的
に学ぶ

②Hawai’iの歴史、文化、社会制度に関す
る講義により、多文化社会の恩恵と課題を
深く考察する

③ハワイ大学の学生との交流を通してコミュニ
ケーション力をみがく

④プロジェクト学習のプレゼンテーションを通し
て英語を使った表現力をきたえる



プログラム
現在の予定。変更の可能性があります。

プログラム
説明会

10月16日（金）
12:10－12：50

フォーム申込者に
会議コードを送ります。



応募について
留学生課

・科目履修、参加費用
・応募方法、締切

・プログラム別説明会



履修科目と参加費用

ヨーク、ウォータールー、ハワイプログラム
参加費用： 1万円

海外研修(展開１) 1単位

海外研修(展開２) ２単位

ニューサウスウェールズ(UNSW)プログラム
参加費用： 2万円

※プログラムへの参加は科目履修を原則とします。
※履修登録は留学生課が一括で行います。各自登録を行う必要はありません。
※払い込まれた参加費用は返金されません。



応募方法 グローバルラーニングセンターHP>東北大学から世界へ

募集締切： 11月9日(月) 23:59

募集投稿ページ下部の

から参加希望理由書を提出の上、
応募登録を行ってください。

募集投稿ページの
QRコードはこちら

『【オンライン研修】2021年春実施オンライン留学
特別プログラム参加者募集！』投稿をクリック！



プログラム別説明会
ヨーク大学
説明会

ハワイ大学マノア校
説明会

開催日時：
2020年10月16日(金) 17:00～18:00

全ての参加登録は同じフォームで行っています。
全体説明会に参加された方にはすべての説明会の参加コードが送付されます！！

ニューサウスウェールズ大学
説明会

ウォータールー大学
説明会

開催日時：
2020年10月20日(火) 20:00～20:45

開催日時：
2020年10月14日(水) 12:15～12:45

開催日時：
2020年10月16日(金) 12:10～12:50

※全説明会Zoomで開催



質疑応答
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