
2022年度　夏季オンライン語学研修プログラム一覧　2022/06/18 86250 63250

国 カナダ 台湾

学校名(プ
ログラム

名）
レジャイナ大学 リンカーン大学

Languages Internaitonal
（4名～光華メイン）

梨花女子大学
韓国語研修

慶熙大学
3週間短期韓国語課程

慶熙大学
ハングルクラス
（夜間コース）

慶熙大学
文法クラス

（週末コース）

中国語キャンプ
オンラインクラス

期間
①8/7（日）- 8/26(金)（3週間）

or
②8/28(日)-9/16（金）（3週間）

9/5(月）-9/23(金）
(3週間)

2週間：①8/22(月)-9/2(金)
NEW②9/12(月)-9/23(金)

or
3週間：8/22(月)-9/9(金)

8/8(月）-8/29(月）
（3週間）

①8/2(火）-8/23(火）（3週間）
or

②8/31(水）-9/22(木）(3週間）
9/14(水）-9/23(金） 6/18(土)-8/20(土）

8/8(月)－8/26(金)
(3週間）

費用
約64,500円

ｵﾌﾟｼｮﾝ：約20,000円
（ﾛｰｶﾙﾌｧﾐﾘーｺﾝﾀｸﾄ）

約91,225円
2週間: 約24,600円
3週間: 約36,900円

約90,000円
（別途教材費が必要）

約86,000円
（別途教材費が必要）

約20,000円
（別途教材費が必要）

約39,000円
（別途教材費が必要）

約66,000円

費用
（現地通貨）

$645
ｵﾌﾟｼｮﾝ：$200

（ﾛｰｶﾙﾌｧﾐﾘーｺﾝﾀｸﾄ）
$1,112.5

2週間: $300
3週間: $450

KPW 840,000 KPW 800,000 KPW 140,000 KPW 330,000 TWD 15,000

適用レート
（5/18現在）

１CANドル約100円 １NZドル約82円 １NZドル約82円 KRW 0.10 KRW 0.10 KRW 0.10 KRW 0.10 TWD 4.40

入学金 KPW 60,000 KRW 60,000 KRW 60,000 KRW 60,000

時間
（日本時間）

月～金　10：00～12：00（LIVE)
午後はオンライン学習システムを

使い非同期にて単独学習
月～金　11:00～14:50 月～金　10：00-12：00 月～金　14：00-17：50

月～金　9：00-12：50
文化授業　水　14：00-15：50

月～木
19：00～20：50

毎週土曜日
9:00～11：50

月～金9：00～12：00
火曜・木曜13：30～15：30（文

化授業）

授業時間数 68.5時間 3週間：50時間
2週間：20時間
3週間：30時間

60時間 66時間 16時間 30時間 61時間

Live語学研修  online social club 語学研修
語学研修

（話す・聞く・読む・書くの4技能）
韓国語授業

韓国語を初めて勉強するハン
グルが読めない方向け

語学研修（初級～高級） 語学研修(少人数制）

現地学生と交流 アカデミック・ライティング
文化授業（K-POP, K-Drama)

（50分ｘ2回）

午後文化授業（k-pop, ドラマ、ハン
グルカリグラフィー、オンライン韓

国旅行など）
ハングルの授業

韓国文化講義（k-pop, ドラマ、カリ
グラフィー、オンライン韓国旅行な

ど）
文化プログラム

カナダの文化学習 アカデミック・リーディング
トウミ活動：ｷｮﾝﾋ大学の学生と１：

１でﾏｯﾁﾝｸﾞ
トウミ活動：ｷｮﾝﾋ大学の学生と１：

１でﾏｯﾁﾝｸﾞ
会話クラス

非同期のオンライン学習(約30時間） レポート・ライティング テーマ討論

プログラムURL https://www.uregina.ca/esl/short-term/index.html Online Courses - 日語版-2月網路課 (google.com)

授業方式 ZOOM・システム教材 ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM ZOOM

日本語サポート 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

光華での
申込締切

①6月12日(日）
②6月17日(金）

6月17日(金） 6月17日(金） 6月17日(金） 6月17日(金） 6月17日(金） 5月31日（火） 6月17日(金）

単位認定
リベラル「海外での語学研修（2単位）」
ライフデザイン「外国の大学での短期
研修（2単位）」

ライフデザイン「外国の大学での短
期研修（2単位）」

3週間のみ
ライフデザイン「外国の大学での短期研修
（2単位）」

リベラル「海外での語学研修（2単位）」
ライフデザイン「外国の大学での短期
研修（2単位）」

リベラル「海外での語学研修（2単位）」
ライフデザイン「外国の大学での短期
研修（2単位）」

ライフデザイン「外国の大学での短期
研修（2単位）」

リベラル「海外での語学研修（2単位）」
ライフデザイン「外国の大学での短期
研修（2単位）」

支払方法 銀行送金もしくはクレジットカード クレジットカード 国内送金 海外送金 海外送金 海外送金 海外送金 海外送金・カード

特徴

本学と繋がりが長いレジャイナ大
学主催の語学コース。安価で参加
しやすい。
大学のあるサスカチュワン州の原
住民やその州の特徴、カナダの多
文化主義についても学ぶ。
日本の他大学からも参加者あり。
参加者はオリエンに出席のこと。

他大学や、多国籍の学習者と
ともに英語を学べる。現地の大
学に入学を考えている方向け
のアカデミックな内容。留学を
考えている人、もしくは留学経
験者におすすめ。
ただし最少催行人数に満たず
開講されない可能性あり。

毎回好評のオークランドの私立語学
学校Languages International主催。経
験豊富な先生がアットホームな雰囲
気で授業をおこなう。
初めてオンライン英語研修に参加す
るなら、こちらがおすすめ。
破格の料金設定。（1クラス4名～10名
までの少人数設定）
ただし最少催行人数に満たず開講さ
れない可能性あり。

独自の教材「エッセンス梨花韓国
語」をつかい話す、聞く、読む、書く
の4技能をバランスよく伸ばす。レ
ベル別テストはスピーキングもあ
り。
K-popや韓国ドラマ、旅行など文
化授業もあり。
教科書はe-Bookをオンラインサイ
トで事前購入する。クラス分けテス
ト→7/28（木）の予定

毎回好評のキョンヒ大学の語学堂
が提供する韓国語オンライン講
座。午前中は韓国語の勉強、午後
は韓国文化について学習する。
対象者は、韓国語の読み書きがで
きる初級～中級者。

初めて韓国語を習う方、ハングル
の読み書きできない方向けのコー
ス。

土曜日の午前中、2時間50分をつ
かって文法を学ぶ10週間コース。

初心者向け～300時間以下の学
習者向けクラス。初回に、参加者
全員の顔合わせがある。
クレジットカード払いの場合は、
1000円ほどの手数料がかかる。
教科書購入の必要ナシ。
経験者向けのレベルテスト→7/15
の予定。

※光華での申込締切以降の参加希望については、国際交流センターにご相談ください。

※すべての研修において、振込手数料は自己負担となります。また、ネット環境等により、自宅等の受講が難しい場合、大学の教室での受講も可能です。

内容

ニュージーランド 韓国

https://www.uregina.ca/esl/short-term/index.html
https://sites.google.com/gm.scu.edu.tw/clcsu-online-courses/home/%E6%97%A5%E8%AA%9E%E7%89%88-2%E6%9C%88%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E8%AA%B2

