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・日本にいながら海外大学の英語授業をオンラインで受講する。
・渡航型と比較して少人数での授業や、オンラインのメリットを生かしたチャット等での
コミュニケーション補完により、対面型授業とほぼ同一のクオリティを実現。
・一部プログラムでは現地学生との交流も再現。
・極めて割安な参加費用（移動、滞在、保険等の費用が一切かからない）
・日常生活の中で受講できる。（午前にプログラム参加→午後は研究など可能）
・健康面や安全面でのトラブル要素はゼロ。
・コロナ後、世界で主流となっているオンライン上でコミュニケーションする能力を鍛え
られる。
→観光等の要素はないが、それを補って余りあるメリットがある。

オンライン語学研修



2021年夏休み
オンライン語学研修

ラインアップ



2021年7-9月 オンライン語学研修 ラインアップ

東北工業大学 参加者枠
グアム大学 5名
マレーシア工科大学 2名
ＦＰＴ大学 1名/各日程コース



各プログラム詳細



グアム大学（UOG）
2週間プログラム



グアム大学（UOG） 2週間プログラム

（実施大学について）
グアム大学では入門者向けのカスタムプログラムを長年実施しており、例年多くの学生が海外への第一歩目のプロ
グラムとして活用しています。

（プログラムについて）
・1日あたり1～2コマ程度の授業を2週間にわたり受講します。
・教員からの説明（インプット）→会話（アウトプット）の繰り返しにより、英語力を高めます。
・1クラスあたりの人数は比較的多くなりますので、少人数生クラスにこだわらない方向けです。
・発言の機会については、平等になるように教員が配慮してくれます。
・授業では一般的な英会話だけでなく理工系のトピックに関連したものも取り扱います。

（英語力目安など）
・英語が苦手な初心者向けカリキュラムとなっており、入門者向けの内容です。

（クラス形態）
・GTIコンソーシアムに加盟する日本の大学生と、芝浦工業大学の併設高校の学生の参加も予定されています。



統合スキル 会話 読解力/文章力
初級（英語初級者対象） このコースは英語を母国語としない英語初

級者のためのカリキュラムです。
基本的な文法、一般的な語彙、読解力、
会話練習の4つの分野に焦点を当て、集中
的に学習します。

授業に参加するための基本的な
準備や、日常生活で必要とされる
基本的なリスニングとスピーキング
のスキルを重点的に習得します。

授業に参加するための基本的コ
ミュニケーション力を身につけるため、
読解力と文章力の改善と向上に
焦点を当てます。

中級（英語中級者対象） このコースでは、コミュニケーションにおける正
確さと流暢さを伸ばすことに着目しながら、
生徒の英語力を中級レベルまで伸ばすこと
を目的としています。
複雑な文法構造や読解力・語彙力を身に
つけます。

授業に参加するために必要な準
備と、長い講義やミニレクチャーを
理解し、短いプレゼンテーションを
行えるスキルを習得します。

大学レベルの講義に参加するため
の準備に焦点を当てています。
受講生は段落を書くスキルを身に
つけ、複雑な文章構造を学びます。

上級（英語上級者対象） このコースでは、英語上級者が正確さと流
暢さに磨きをかけ、効果的な英語力を身に
つけることを目的としています。
英語の文法知識を深めながら、段落レベル
ではなく、より長い文章を作成していきます。

実際の授業に参加できることを目
的に、初歩的なノートを取るスキ
ルと、講義で受け答えの出来る語
彙力、会話力に重点を置きます。

アカデミックなライティングやリーディ
ングと文法を駆使して、大学レベ
ルの分析や文章表現、エッセイを
書くスキルを身につけ、読解速度と
理解力を高めることができます。

グアム大学（UOG）2週間プログラム シラバス

※現時点の予定です。若干変更となることもあります。



グアム大学（UOG）2週間プログラム スケジュール

※現時点の予定です。若干変更となることもあります。



マレーシア工科大学（UTM）
3週間プログラム



（実施大学について）
UTMはマレーシア有数の名門理工系大学です。

（プログラムについて）
今回の語学研修では、オンラインにて、カスタマイズされた英語研修プログラムに参
加します。英語授業は、コミュニケーション・プレゼンテーション等にフォーカスをおい
た内容です。現地学生（バディ）とのオンラインでの交流の機会も豊富なプログラム
のため、授業に加え、現地の学生との交流によって、英語力を伸ばすことや交友関
係を広げることも期待できます。
バーチャルではありますが、オンラインエコツーリズムや、郷土料理のクッキング、
オンライン教育視察や文化交流などが予定されており、アクティビティも充実している
プログラムです。英語でのSNSの投稿で役立つ英語表現等も学ぶことができます。

（プログラム目標）
1.英語でのコミュニケーションスキルの習得
2.専門分野に関連する事柄を英語で話す自信と能力を養う
3.英語で様々な課題についてのグループディスカッションに参加
4.英語を使って報告する能力の向上

（クラス形態）
・ GTIコンソーシアムに加盟する日本の大学生のみで構成されます。また、現地学生
（バディ）との交流タイムがあります。

マレーシア工科大学(UTM)3週間プログラム

Instagramを英語で投稿することも授業の
一環です。「#UTMSIT」等で検索すると、

渡航時とはなりますが過去のプログラム
の記録を見ることができます！



プログラムカレンダー

1限（8：30～10：30） 2限（11：00～13：00）

Day 1 月 オープニングセレモニー、自己紹介 自己紹介

Day 2 火 自己紹介、ショートビデオ、Instagram投稿 オンラインエコツーリズム

Day 3 水 英語授業 アクティビティー（クッキングデモンストレーション）

Day 4 木 英語授業 英語授業

Day 5 金 英語授業 英語授業

Day 6 月 アクティビティー（オンライン教育視察・文化交流）

Day 7 火 アクティビティー（オンライン教育視察・文化交流）

Day 8 水 英語授業 英語授業

Day 9 木 英語授業 英語授業

Day 10 金 アクティビティー（バディとそれぞれの大学生活紹介）

Day 11 月 バディとプレゼン準備

Day 12 火 バディとプレゼン準備

Day 13 水 プレゼンテーション

Day 14 木 バディと活動 クロージングセレモニー

★★充実の内容★★
・自己紹介,IG(Instagram)投稿,ショートビデオ作成
・オンラインエコツーリズム（Deer Park, Orchard, Tropical Park, 

Recreational Park）
・クッキングデモンストレーション（日本食、マレーシア料理）
・留学生の講演
・オンライン教育視察・文化交流
・UTMの学生としての一日をバディと一緒にバーチャル体験
・バディーと一緒にプレゼン準備、発表

※現時点の授業スケジュール予定です。若干変更となる場合があります。

マレーシア工科大学(UTM)3週間プログラム スケジュール



FPT大学（FPT）
2週間プログラム



FPT大学（FPT）2週間プログラム

（プログラムについて）
・本プログラムは、FPT大学が実施するオンライン語学研修です。本プログラムをやり遂げることで、参
加者は、英語力と、新たな時代の必須スキルとなりつつあるオンライン上におけるコミュニケーションス
キル、プレゼンテーションスキルをあわせて習得することができます。

・3つの日程の午前または午後コースを選択いただけます。
・いずれのコースでも総授業時間数は38時間です。

・教員からの説明（インプット）と会話（アウトプット）の繰り返しにより、英語力を高めます。毎回、実践的
な単語、文法、イディオム、表現技法等を学んだあと、それを使って例文を作ってみたり、会話をしたり、
プレンテーションをしたりします。
・一般的な日常会話を想定したシーン以外にも、サイエンス＆エンジニアリングや、ビジネスシーンを
想定したトピックも取り扱います。
・現地学生との会話セッション（Pair Tutoring)もあります。



1日のスケジュール例です。
午前クラス
English Class 9:00 - 10:30（90分）
English Class   10:45 - 12:15（90分）
Pair Tutoring 13:15 - 14:15（60分）
午後クラス
English Class   13:00 - 14:30（90分）
English Class   14:45 - 16:15（90分）
Pair Tutoring 16:30 - 17:30（60分）

（プログラムについて（続き））

（クラス形態・英語力目安など）
・1クラスあたり人数は原則7人程度となります。（日本人学生5名、ベトナム学生2人が標準クラスサイズになります）。
・各レベルに割り振られた学生数によっては人数が前後することがあります。
・少人数クラスのため、通常の語学研修よりも発言の機会も豊富にあります。
・チームで行うワークショップやディスカッションもあるので、オンライン時代に求められるコミュニケーションスキルを
磨くことができます。
・毎回宿題が出ます。宿題の量や内容はクラスのレベルによって異なります。毎回の授業で行うプレゼンテーション
の準備が中心になります。
・事前のオンラインインタビュー（1人5～7分程度）により英語力を測定し、クラス編成を行いますので、英語初級者か
ら上級者まで参加可能です。
（担当講師）
・ベトナムの大学が主催するプログラムですが、講師はFPTが世界の英語圏の国から採用しているネイティブ講師が
担当します。（米国、英国、カナダ、アイルランド、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ等）

（講師メッセージ）
https://web.microsoftstream.com/video/e96dca9d-e124-
465e-b2e4-e5fdad106abf

Microsoft Streamに移行します。本学アカウントでアクセスし

てください。教員・学生のみ閲覧できます。

FPT大学（FPT）2週間プログラム

https://web.microsoftstream.com/video/e96dca9d-e124-465e-b2e4-e5fdad106abf


英語授業（English Class）内容
※Pair Tutoring除く

※現時点の例です。若干変更となることもあります。



下記URLをクリックして視聴ください。
FPT大学のGoogle Driveにリンクしています。授業の雰囲気が分かると思います。
https://bit.ly/Demo_Class_Video

※実際は先生の顔やクラスメイトの顔も表示されます。
※レベル別クラス分けがありますので、簡単すぎる、難しそう、と思った方も心配いりません！
※理工系のトピックにも触れながら英語を学ぶことができます。

FPT大学（FPT）2週間プログラム

https://bit.ly/Demo_Class_Video


申し込み方法
実施までのスケジュール



申し込み期間

６月11日-7月5日

受講準備

費用振込

（プログラム毎に指定する日）

受講スタート

所属大学の案内に従いお申し込みください。

東北工業大学 学内締切 6月30日（水）先着順となります

・協定校から皆さんに直接メールで連絡がありますので、案内に添って準備を進めてくだ
さい。（協定校アカウントの作成、指定アプリのインストールなど）
英文メールのため、迷惑メールボックスに振り分けられて気が付かないということがない
ようご注意ください。

・プログラム毎に指定する期日に指定の振込先にお支払いください。
・詳細は各プログラム毎にご案内します。マレーシア工科大学とグアム大学はクレジット
カード払いとなる予定です。FPT大学は事務代理店（JTB芝浦工大デスク）に日本円で銀行
振り込みいただきます。

・プログラム毎のスケジュールに沿って受講を開始します！

申し込み～実施までのスケジュール



よくある質問
補足事項



Q：申し込み後にキャンセルする場合、キャンセル費用はかかりますか？
• 費用の支払い日までにキャンセルする場合は費用はかかりません。その後はキャンセル費用

がかかります。
• またキャンセル費用を控除した残金を返金する際には送金手数料がかかります。一般に海外

送金の銀行手数料は数千円～1万円以上することもあるため、実際の受け取り返金額はかな
り目減りしてしまいます。キャンセルする場合はなるべく支払い日前に申し出てください。

Q: テキスト代などは別途かかりますか？奨学金はありますか？
• テキストはオンラインで提供されますので別途費用を請求することはありません。ただし受講

のための機器の購入費用や通信費は別途各自でご負担いただきます。
• 本プログラムに参加するための奨学金はございません。

Q：オンライン語学研修に参加するのは初めてで不安です。自分はついていけるでしょうか？
• オンラインの特性を生かし、会話や発音が困難な時はチャットでコミュニケーションを補完でき

ます。困ったときは翻訳サイトの助けを得ることもできます。プログラムによっては、英語力目
安としてTOEICスコアを示しているプログラムもありますが、あくまで目安に過ぎませんので、
コミュニケーションをしようという意思があれば基本的に誰でも参加可能です。

よくある質問



■通信ツール、通信機器や通信環境について

■欠席について

・使用するソフトウェアなどは各協定校から案内があります。
（Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, Webex等）
・普段のオンライン授業をスムーズに受講できていれば特に問題はありませんが、英語でのコミュニケー
ションをたくさん行うため、通信環境がよい状況での受講を推奨します。
・またプログラム内での課題や宿題の対応のためPCが必要となります。（パワーポイントの作成や授業中
に画面共有できる機能が必要）
・セッドセットやマイクあると音声をクリアに聞くことができますので推奨しています。
・複数の学生と講師の間で、双方向の会話を行いますので、お互いが聞き取りやすいように、なるべく周囲
の音が入らないような環境で受講してください。（個室、個室ない場合はピンマイクを使うなど）。
・カメラをオンにする時は、顔全体がはっきりと見えるような配置にカメラ(PC)を置きましょう。(日当たりが良
い部屋の場合は逆光に注意しましょう）

・通常授業同様、冠婚葬祭や病気等やむを得ない事情により、欠席する際はなるべく早く、協定校の
担当者に自ら申し出て下さい。また、既に欠席することが分かっている場合には早めに協定校の担当
者に伝えてください。
・欠席が多い場合は修了書が発行されない場合もあります。欠席の許容範囲等については各プログラ
ム開始時に確認してください。（一般的には2割ほどが欠席の限度です。）
・無断欠席はマナー上もよくありませんし、他の参加者のモチベーションへも影響を与えてしまうので気
を付けましょう。
・なお欠席分の授業料返金はありません。

補足事項
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