English & Global Careers Program
2020 年度春
九州大学海外研修プログラム
（オンライン）
オーストラリア・
モナシュ大学付属語学学校
日本に居ながらオーストラリア・モナシュカレッジの授業にオンライン
で参加できます!! 日常会話とビジネスコミュニケーションにフォーカス
されたプログラムで、現地学生ともオンライン交流が可能です。
【研
修
校】
【研 修 コ ー ス】
【研 修 期 間】
【授 業 時 間 数】
【最 少 催 行 人 数】
【実 施 方 法】
【語 学 要

Monash University, Monash College
English and Global Careers Program
Entry3

2021 年 2 月 15 日（月）～3 月 5 日（金）3 週間

9:30AM～14:30PM（日本時間）週 20 時間×3 週間(合計 60 時間)
５名
オンライン

件】IELTS 4.0, TOEFL iBT® 31, TOEFL ITP® 400, TOEIC®
500, Duolingo 55 程度以上

※上記英語力を証明する資料（コピー）の提出が必要です。
※英語力証明書がない学生は、1，2 年生の場合には 12 月複数の週末に行われる
TOEFL ITP®テストデジタル版(大学負担のため無料)を受験してください。詳細は
学生ポータル経由の案内をご確認ください。3，4 年生で英語力証明書がない学生
は、12 月 19 日(土)実施の TOEFL ITP®テストデジタル版（別途受験料 4,400 円必
要）を受験してください。

【単
位】
この研修を修了した者は以下の科目の単位認定を申請できる見込みです。
2018 年度以降入学者：
「学術英語 C・集中演習 」
（2 単位、R 認定）
2017 年度以前入学者：
「学術英語認定科目」
（2 単位）
※認定されない可能性もあることを予めご了解ください。

【研 修 費

用】 138,680 円（お一人様）

※上記費用は、2020 年 10 月のレートをもとに算出されたものです。
参加費には外貨建てのものが含まれますので、為替レートの変動により、総額が変
更になる可能性があります。ご注意ください。
※受講に必要な端末と通信費用は研修費用に含まれていません。

研修企画

九州大学 留学課国際学生交流係 TEL:092-802-2284

研修手続き

一般社団法人

研修のポイント
★一日 4 時間の双方向、
Interactive な授業
★ 様 々 な テ クノ ロ ジー
を使い、発言する機会が
多く、コミュニケーショ
ン 能 力 が 徹 底的 に 伸ば
される
★ ビ ジ ネ ス 環境 で 使わ
れ る 表 現 や 語彙 力 を学
ぶことができる
★Global な環境で将来
働 き た い と 思っ て いる
学 生 に 役 立 つプ ロ グラ
ム
★学生交流
モ ナ シ ュ カ レッ ジ のク
ラ ブ 活 動 や イベ ン トへ
の参加や、モナシュ大学
の 学 生 と の オン ラ イン
交流にも参加可能

9:00～17:00 土日祝休

CIEE 国際教育交換協議会

東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山

E メール：group-k@cieej.or.jp

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

オーストラリア・モナシュカレッジ
≪短期語学研修（オンライン）≫
日本の他大学の学生や他国からの参加者と共に学ぶ、3 週間のオンライン研修です。
この研修は、授業では日常的な英語力と、国際的な環境で必要なビジネスコミュニケ
ーションで使われる表現や語彙力を向上させ、使える英語を学びます。また授業以外
で、モナシュの学生とオンラインで交流できる機会もあります。
◆研修校内容

English and Global Careers Program

Online ３週間

コ ー ス 名： English and Global Careers Program Online
授業時間数： 1 日４時間 20 時間/週 合計 60 時間
日本時間 ： 9:30AM～14:30PM（日本時間） （現地時間 11:30AM～16:30PM サマータイム・時差２時間）
レ ベ

ル： 提出されたテストスコアによって２つのレベル（Intermediate/Advanced）に分かれます。
Intermediate – IELTS 4.0-5.0 or equivalent / Advanced – IELTS 5.5-6.5 or equivalent

※レベル目安

Sample Timetable
月～水曜日

Communicative English

木・金曜日

Global Career

その他

Independent Study（自習）
約 10 時間/週

Communicative English と Global Career
の授業の組み合わせによるプログラム
週 3 日の Communicative English と週 2 日の Global
Career の授業の組み合わせによるプログラムです。
授業の内容は、レベルによって異なります。また、プレ
ゼンテーションの準備など、週 10 時間程度の自習が推奨
されています。研修終了後には、「Certificate of
Achievement on Completion」が
発行されます。

＜Communicativ English＞ ４時間/1 日、 3 日/週
ニュースや時事問題を通してコミュニケーションスキルの向上を目指します。

＜Global Career＞ ４時間/1 日、2 日/週
より効果的なビジネスコミュニケーションにフォーカスした使える英語力アップを
目指すだけではなく、プレゼンテーションやパーソナルブランドの構築など、将来の
キャリアをサポートする授業です。

＜Independent Study＞ 10 時間/週
バーチャルクラスでの学んだ内容の強化の為、10時間程度/週の自習を期待されています。ウェブリサーチ
やグループワーク、プレゼンテーションの準備もIndependent Studyに含まれています。

Activities

様々なバーチャルアクティビティ
に参加可能。モナシュカレッジやモナシュ大学の学
生との交流を！！
Monash College Student Clubs and Events
（例）Mindfulness Workshop, Music Club,
Monash Sport Live Workout,
Cooking Club, Arts and Crafts Club
Engagement with Monash Students
（例）Online Language and Cultural Exchange,
Online Interactive Games

The Virtual Classroom
ZOOM を利用した授業で
す。Moodle という
Learning Management
System を利用しますので
予習・復習ができます。
※タイトルをクリックするか QR コードを読み取るとモナ
シュカレッジのウェブサイトを確認できます。
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＜Course Content＞ ※内容は変更になる場合があります。
Intermediate stream
English
Module
(Mon-Wed)

Careers
Module
(Thu-Fri)

IELTS 4.0-5.0 or equivalent
News and Opinions
Speaking and listening skills for
telling stories and sharing opinions
about current affairs. Introduction to
the Virtual Classroom, language for
engaging in an online environment, key
eLearning platforms, and Australian
English.
Everyday conversation
Speaking and listening skills for
everyday conversations, including
expressing likes and dislikes, stopping
and starting a discussion, clarifying
misunderstanding, engaging in polite
disagreements and catching up with
friends and acquaintances.
Culture
Introduction to cultural differences,
including non-verbal communication.
Develop familiarity with key concepts
in cross-cultural awareness, research a
foreign culture in groups and deliver a
structured oral presentation.
Global Careers
Business English skills, with an
emphasis on communicating and working
with colleagues in a more formal
context. Develop skills for spoken
interaction in the workplace,
delivering professional presentations
and applying cross-cultural awareness
in a business context.

Advanced stream
IELTS 5.5-6.5 or equivalent
International Media and Communication
The nature of media and digital
information in the 21st century, using
case studies on transparency and
reliability in news media, the role of
business in media environments and the
importance of digital devices in a global
media ecology.
Professional Ingenuity and Innovation
Exercising professional innovation and
ingenuity in the face of complex problems,
using case studies on technological
improvements to urban environments and
safeguarding rapidly growing populations.
Issues in Multinational Society
Fostering a sustainable mindset on issues
linked with globalised business, trade,
law and production, using case studies on
disposable fashion and excess waste.
Individual, corporate and government
responsibility in multinational society
Global Workplace and careers
Developing Advanced Business English
skills, with an emphasis on skills for
communicating with various stakeholders
both within and outside an organisation.
Develop skills for communicating
effectively in meetings and networking
events, as well as building their own
personal brand to advance their
professional standing and career.

◆研修校はどんな大学？

Monash University

モナシュ大学
モナシュ大学は 1958 年創立のビクトリア州メルボルン近郊にある世界の大学ランキング
ではトップ１００に入る大学です。学生数約 70,000 人のうち、約 24,000 人は留学生と、
国際色豊かな大学です。オーストラリアで優れた 8 大学を構成する Group of Eight のメ
ンバーでもあります。

Monash College

モナシュカレッジ
モナシュカレッジはモナシュ大学運営の元、大学入学準備コースとして、主に留学生向け
に、ファンデーションプログラム、ディプロマプログラム、英語教育、インターンシップ
プログラムを提供しています。在学生のうち約 95%が留学生です。

◆申し込み方法
【申し込み期間】2020 年 12 月 15 日（火）15 時締切

申し込み手順

①オンライン申込後に⇒②お申込金 5 万円入金

※①と②の申込手続き完了で受付となります。

①申し込みサイトの登録（QR コードも同じサイトにつながります）

https://www.cieej.or.jp/exchange/lsaregistration/egcp.html
②お申込み金：申込金額 5 万円
振込先：三井住友銀行 渋谷支店

普通預金

口座番号：9551011

口座名義：一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会
※振込み人名の前に 必ずコースコードをおつけください。⇒例：KEG コクサイ ハナコ

オンライン登録注意事項
・コースコード「KEG」
・英語力証明書の提出が必
要です。お持ちでない方は必
ず、TOEFL ITP®テストデジタ
ル版受験を「希望する」をご
選択ください。
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◆今後の予定
日程

内容

12 月 15 日（火）

応募締切/申込 5 万円振込の締切

12 月 16 日（水）

参加者決定通知配信
TOEFL ITP®テストデジタル版受験（3，4 年生で必要な方。1，2 年生は 12 月複数回ある大学

12 月 19 日（土）

申込の方であれば無料で受験できます。詳細はポータル経由の案内をご参照ください。）

１月上旬

残金研修費用振込（CIEE 指定口座に日本円で振り込み⇒CIEE より研修校に送金）

1 月中旬

第１回事前ガイダンス

※上記スケジュールは変更になる場合がございます。

◎キャンセル料について
万が一研修の参加を取消しされる場合には以下の料金がかかります。
①CIEE 取消し手配料 ⇒

16,500 円（税込）

②研修校取消料 ⇒各研修校で決められているキャンセル料です
①＋②＝キャンセル料

① CIEE 取消手配料

②

CIEE は申し込み受付け後ただちに研修機関への手続きをおこ

研修校で決められているキャンセル料規定によります。

ないます。そのため申し込み受付け後取消しされた際 CIEE 研

CIEE 規定の為替レートにて算出した実費をご請求いたし

修手続き料の返金はございません。

ます。

◎手配団体について

研修校規定の取消料

CIEE とは？

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会（CIEE Japan）は、本部をアメリカにおく、国際交流団体です。このたびの研
修プログラムの「研修手続きの代行」を担当します。

一般社団法人

CIEE 国際教育交換協議会

www.cieej.or.jp

TOEFL テストと国際教育交流の CIEE
CIEE は、教育を通して国際交流を図り人類の相互理解を促
進することを目的に 1947 年にアメリカで創設された非営
利法人で、71 年もの経験を持つ国際交流の世界的リーダー
です。今日では、世界約 40 か国に 700 名のスタッフを擁
し、年間約 5 万人の若者や教員が CIEE のプログラムに参
加しています。
日本代表部は、1965 年に日本で初めて 20 代の若者を夏期
にアメリカの大学に組織的かつ継続的に派遣して以来、日
本における国際交流の草分けとして各種国際交流プログ
ラムを運営しており、これまでに 7 万人の方々が参加して
います。さらに、日本国政府より委託された国際交流に関
する調査・研究、教員を対象とした派遣研修、受入プログ
ラムへの協力など、活動は多岐にわたります。現在は、大
学生を対象とした国際教育、体験、交流プログラムを中心
に、新しい時代のニーズにも応じて、海外でのボランティ
アやインターンシッププログラムも提供しています。
もう 1 つの事業として、1981 年に米国最大のテスト機関
である Educational Testing Service（ETS、本部ニュージ
ャージー州プリンストン）の委託を受け、TOEFL®テスト日

本 事 務 局 と し て ペ ー パ ー 版 TOEFL® テ ス ト （ Test of
English as a Foreign Language）の日本での運営を開始
しました。現在は、TOEFL iBT®テストの広報やセミナーの
開催などの研究活動、TOEFL ITP®テストの運営・実施、
Criterion® をはじめとする英語教育指導・支援ツール等
の導入・運営などを行い、TOEFL®テスト受験者や各教育機
関に対し、常に最新の情報やサービスの提供に努めていま
す。
このように、常に時代のニーズをとらえ、国際教育交流の
パイオニアとして CIEE ならではの事業を展開してまいり
ました。これからも、TOEFL®テスト日本事務局として英語
力向上の支援をするとともに、実践的な英語コミュニケー
ション能力を鍛え、異なる文化やことばをもつ世界の人々
との理解を深め、人との出会いの大切さや感動を実感でき
る国際交流プログラムを提供してまいる所存です。
CIEE 日本代表部は 2018 年 9 月から「一般社団法人 CIEE
国際教育交換協議会」となりました。なお英語表記は「CIEE
Japan」です。

無断転載禁止 一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会

