Otsuma Women’s University

2020 大妻女子大学 国際センター

Deakin 大学春期オンライン語学研修

Deakin University

＜実施要項＞
○研修期間 : ３週間、４週間、５週間のコースから選択できます。
２０２１年２月１５日（月）～３月 ５日（金）
【３週間コース】
２０２１年２月１５日（月）～３月１２日（金）
【４週間コース】
２０２１年２月１５日（月）～３月１９日（金）
【５週間コース】
※２月１１日（木）にオリエンテーションを行います。
※この期間中に、実習や集中講義等の予定がある方は申し込むことができません。
※いかなる理由があっても期間の延長はできません。
○研 修 校 ：ディーキン大学附属英語学校（Deakin University English Language Institute)
（オーストラリア ビクトリア州 メルボルン）
○研修内容 ：オンライン英語集中研修（Zoom 使用）
○募集定員 ：人数制限なし（最少催行人数１名）
○単位認定 ：各学部の判定により以下の単位が認定されます。
【３週間コース：１単位】
【４週間・５週間コース：２単位】
〇参加条件 ：心身ともに健康で学業に支障がないこと。
※研修参加が決定していても、病気やその他の理由により、研修参加が難しいと
国際センターが判断した場合は、参加辞退をお願いすることがあります。
〇申込書類 ：①Deakin 大学オンライン語学研修申込書
②２０２０年度 オンライン短期研修・紹介プログラム申込書
③語学(英語)検定試験結果等のコピー(注:受けたことがない場合は提出不要)
○選考方法 ：下記の１～３を総合して選考します。
１.志望動機(日本語)、２.語学検定試験等の結果もしくは本学外国語授業(英語)の成績、
３.GPA(2020 年前期分まで)
〇申込期間 ：１１月３０日（月）～１２月１８日（金）
１月 ８日（金）～ １月１３日（水）各キャンパス事務受付終了時間まで(申込締切)
※申込締切後は、いかなる理由があっても申込受付はできません。
○選考結果 ：１２月２１日（月）
、１月１５日（金）
（予定）
（発表） ※申込者全員に大妻 Web メールで合否結果をお知らせします。
※特別な事情が認められない限り、選考結果発表後の辞退はできません。
〇オンラインガイダンス１回（出席必須、Zoom 使用）
：２月１０日（水）１０：００～１３：００
※当日の詳細は 1/15 に大妻 Web メールでお知らせします。
※ガイダンス出席は必須ですが、授業等やむを得ない事情により出席が難しい場合は、事
前に国際交流支援グループまたは多摩校学生・就職支援グループに相談してください。

＜申込方法（上記、申込書類参照）＞
１．初めに、MEC(Deakin 大学日本公式窓口：TEL03-6276-1962、http://deakin.jp/mec)の
申込書類①を下記 URL または QR コードから申し込みしてください。
https://forms.gle/sxyCe9JhkipAvSJ2A
＜研修内容について＞
２．次に、大妻女子大学国際センターの申込書類②・③を下記メールアドレスへ送信して
ください。 glbc-apply@ml.otsuma.ac.jp

＜研修内容＞
・Deakin 大学は 1974 年創立のオーストラリアで最も大きな大学のひとつです。4 つのキャンパスで合計 5 万人を超
える学部・大学院生が学んでおり、国内のみならず世界的にも優れた専門性の高いプログラムを提供し、オースト
ラリア年間優秀大学の栄誉も受けています。
・Deakin 大学附属英語学校(Deakin University English Language Institute)は留学生の満足度が非常に高く、オ
ーストラリア国内で最も評価されている大学附属英語学校の 1 つです（学生の総合満足度 第 1 位）
。日本にいなが
らリアルタイムで世界各国のクラスメイトと一緒にオンライン研修を受けることができます。
・研修ではレベル分けテストを受けて、一般英語コース 8 レベルと大学進学英語コース 4 レベルの中からクラスが決
定します。一般英語コース（3 週間、4 週間、5 週間のコース）では英語 4 技能（Listening、Reading、Speaking、
Writing）を総合的に高める授業が中心となっており、大学進学英語コース（5 週間のコースのみ）は、エッセイ
ライティングやプレゼンテーションスキルなど大学で必要な英語力を高める内容となっています。1 クラスの人数
は、平均 12～15 人（最大 18 人）です。
※5 週間のコースには、一般英語コースと大学進学英語コースの 2 種類があります。大学進学英語コース受講には、
IELTS4.5 以上またはレベル分けテストで基準をクリアする必要があります。
・研修は ZOOM を使用して行われる、週 25 時間（週 20 時間の授業＋週 5 時間の自主学習）のオンライン英語集中研
修です（1 日は 4 時間の授業と 1 時間の自主学習）
。
※自主学習は先生監督の下で行われ、強化したい英語技能や弱点などの質問・相談、様々な企画も用意されていま
す（過去の例：会話練習グループ、映画の感想をグループで交換、オンラインワークショップ(文法や書き方)、
先生との個別セッション）
。
※総時間数（授業＋自主学習）
：3 週間コース→75 時間、4 週間コース→100 時間、5 週間コース→125 時間
・週 25 時間以外に、任意で参加可能な全て無料のアクティビティが予定されています（過去の例：オンライン料理
クラス、オンラインヨガクラス、ストレス解消プログラム）
。
・時間割はクラスによって異なりますが、オーストラリアと日本の時差 2 時間というメリットを活かし、例えば一般
英語コースでは、日本時間 9：00～11：00（授業）
、11：30～12：30（自主学習）、13：30～15：30（授業）で構成
されます（確定ではありません）
。

＜受講環境＞
研修参加に必要なインターネット環境・デバイスは各自で用意してください。
・Zoom 使用（セッティング等は各自対応）
・パソコンでの受講推奨（タブレット端末可、スマートフォン不可）
・カメラ・マイク完備（内蔵または外付け）
・参加者の通信状況（Wi-Fi、インターネット回線等）の不具合により、研修受講に支障が生じる場合でも、
一切の責任を負いません。

＜参加費用等＞
３週間コース：１４５，５００円、４週間コース：１７８，７５０円、５週間コース：２１２，０００円
・日本円で銀行振込
・研修受講に必要な通信手段の確保、通信費用は含まれていません。
・オーストラリアドルの著しい上昇が生じた際には、値上がりする場合もあります。
・選考結果発表後に辞退した場合は、Deakin 大学と MEC へのキャンセル料として２２，０００円が発生します。
２月１１日（木）以降の辞退には参加費用の返金は一切ありません。
・研修参加は参加者と MEC で契約締結します。MEC「オンライン語学研修条件書」を確認して申し込みしてください。

＜無料トライアルレッスン(Zoom 使用)＞
１２月４日（金）１２：２０～１２：５５
・参加希望者は 12/3(木)14 時までに、MEC の下記 URL または
右記 QR コードから申し込みしてください。https://forms.gle/innkQrzfdQWeyubAA

＜その他＞
・オンライン語学研修は新型コロナウイルス特別対応であり、今後の実施を保証するものではありません。

問合せ先：千代田校国際交流支援グループ TEL03-5275-6310 多摩校学生・就職支援グループ TEL042-372-9989

２０２０年度 オンライン短期研修・紹介プログラム申込書
【大妻女子大学国際センター提出用】
【重要：申込方法１～３】
１．パソコンから直接入力して、下記の提出先に添付後、メール送信してください。
提出先：glbc-apply@ml.otsuma.ac.jp
※実施要項と申込書を切り離す必要はありません。
２．語学(英語)検定試験結果等のコピー（注:受けたことがない場合は提出不要）も添付してください。
３．メール送信時に、件名：Deakin大学申込み 本文：①氏名 ②学籍番号 を明記してください。

プログラム名

記入日：

年

月

日

月

日

Deakin大学春期オンライン語学研修
参加希望研修機関名（大学名等）

参加期間

月

Deakin大学

日 ～

生年月日

学籍番号
フリガナ

(西暦)

年

月

日

氏名
ローマ字氏名
所属

学部

科

専攻

年

フリガナ
〒

現住所

携帯電話
大妻Web
メールアドレス
語学力

@cst.otsuma.ac.jp
英語の検定試験の取得級・スコアなどを記入してください（例：英検２級、TOEIC400点）。
スコアなどがない場合は、「なし」と記入してください。

「UNIVERSAL PASSPORT（UNIPA）」の成績照会→表示パターン〔通常〕でのGPAを
記入してください。※年度学期別のGPAではありません。

GPA
GPA：
☆選考結果などは、大妻Webメールでお知らせします。
☆特別な事情が認められない限り、 選考結果発表後の辞退はできません。
※本申込書によって本学が取得する個人情報は、オンライン短期研修・紹介プログラムの選考・実施にのみ利用します。その他の目的に利用することは
ありません。

時間割と志望動機を記入してください。
国際センター

氏 名

時間割（後期）
※下の表で授業(後期）がある時間帯に○を付けてください。授業が無い場合は空欄のままに してください。
※ガイダンス等の時間を設定する際に使用します。

月

火

水

木

1
2
3
4
5
6

志 望 動 機
日本語で記入してください（５行以上８行以内）。

国際センター

金

土

