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日本に居ながらニュージーランドのオタゴ大学付属英語学校の授業にオ

ンラインで参加！日本の他大学や他国の学生と一緒にオープンクラスで
英語を学ぶ２週間のオンライン研修！ 

【研 修 校】University of Otago, Language Centre (UOLC) 

【研 修 コ ー ス】General English Course-Online 

【研 修 期 間】2021年 2月 22日(月)～3月 5日(金) 2週間  

【授 業 時 間 数】日本時間 10：00～13：00 

（現地時間 14：00～17：00，サマータイム・時差 4時間） 

合計：30時間（１日３時間・週１５時間） 

【募 集 対 象】申込時点から研修期間を通して，新潟大学の学部または大学院の正規課程に 

在学していること。 

【募 集 人 数】20名（最少催行人数５名） 

【実 施 方 法】オンライン（Zoom または Teams使用予定） 

【参加に必要な物】パスポートコピー、Webカメラ付 PC（ノートパソコンを推奨）、スピーカー、マイク 

【単 位】Gコード科目「オタゴ大学英語研修・オンライン」(2単位) 
※2021年 3月に卒業予定の学生は履修対象としませんが，プログラムへの参加は可能です。 

【研 修 費 用】２万円（お一人様）参加決定後すぐにお支払いいただきます。 
※上記費用は、参加者が負担する金額です。上記以外の参加費用は新潟大学が負担します。 
※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。 
※パスポートコピーの提出が必要です。申込時には失効しているものでも可ですが、1月 20日までには 
有効なものが必要となります。取得費用は自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

企画 新潟大学   
 学務部留学交流推進課 派遣留学係  

TEL:025-262-7332/7631  E-mail : studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp  
          URL: http://www.niigata-u.ac.jp/international/ 
研修手続き  一般社団法人 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   

 

オタゴ大学英語研修・オンライン 

University of Otago, Language Centre 

（UOLC） 

新潟大学主催 

2020年度春季 

 

オンライン 

特別ショートプログラム 

University of Otago, Language Centre （UOLC） 

研修のポイント 
研修先      日本に居ながらニュージーランドのオタゴ大学付属英語学校の授業に参加可能！ 
授業内容     大学付属の語学学校なので英会話だけではない、アカデミックで総合的な学習が可能！ 
アクティビティ  現地の学生との交流や、ニュージーランドの文化などを学ぶアクティビティに参加可能！ 
研修費用     研修費用の大半を新潟大学が支援。参加者は 2万円の負担で研修に参加できます！！ 

2単位 

募集説明会（Zoom） 
11月 5日(木) 12:00～12:45 
※Zoomのミーティング ID等は 
学務情報システムでご確認ください。 
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General English 研修内容：General English 

【概要】 一日３時間の学習時間でしっかり学べる短期集中２週間オンラインプログラム！  

オタゴ大学の Language Centre(UOLC)の提供する「General English」では、読む・書く・話す・聞く・文法・語

彙と、英語を総合的に伸ばすカリキュラムが組まれています。各レベルには、ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR)

に基づき、レベル毎に習得状況や目標があります。 

 

◆プレイスメントテストにより 5段階にクラス分けされ、レベルに応じた授業を受講。 

◆ 少人数クラス（平均 14名/ 最大 18名） 

◆ 授業時間数（1週間）：15時間 

 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

オープンクラスのため、日本の他大学または他国の学生と共に英語を学べます。 

※日本の春休み時期に実施されるため、日本からも短期または学期で参加する学生がいます。 

◆ 意見をもとめられたり、ペアまたはグループワークや 

ディスカッション等積極的参加が求められます。 

◆ 英語使用において「Fluency（流暢さ）」と「Accuracy（正確さ）」

の向上に焦点を当てた授業内容です。 

◆ 授業以外にも、毎週金曜日にオンラインアクティビティに 

参加できます。 

◆ 自習(週 2時間程度）が推奨されており、また週 5時間程度の 

宿題も出されるためしっかり英語を勉強したい人に最適なプロ

グラムです。 

Sample Timetable 日本時間 月曜日～金曜日 

10:00～11:00 General English 

11:00～12:00  General English 

12:00～13:00 General English 

ニュージーランド・オタゴ大学付属語学学校 

＜オンライン特別ショートプログラム＞ 

Homework 
課題が割り当てられ、しっかり学び

たい人に最適なプログラム。 

 Journal writing 

 Vocabulary learning 

Interviewing students or other 

native speakers 

 Practising skills learnt in 

class. 

Activities オンラインアクティビティに参加 
毎週金曜日、オンラインアクティビティに参加する機会があります。 

学生同士の交流やニュージーランドの文化・生活を学ぶことができます。 

 

(例) ※内容は変更になる場合があります。 

・Experience NZ'sessionsではニュージーランド文化や生活を知ることができます。 
・同じプログラムに参加している学生同士の交流 
・日本語を学んでいる現地の学生との交流  
・ニュージーランド料理のオンラインクッキングレッスン 等 
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◆いつかは行きたい ニュージーランド・ダニーデン情報 

Dunedin, New Zealand ダニーデン  

ニュージーランドの南島南部、オタゴ地方の中心地であるダニーデンは、南

島第二の街で人口約12万人。スコットランドからの移民によって作られた歴

史ある街で、街の名前は、ゲール語でスコットランドの首都「エディンバラ」

を意味しています。そのため、「南海のエディンバラ」と呼ばれ、現在でも

スコットランド文化を色濃く残し、スコットランド系の住民が多くいます。

地域人口の約20％は学生であり、学園都市としても有名です。また、1860年

代のゴールドラッシュでもたらされた富により、ダニーデンは当時ニュージ

ーランド国内最大の都市となるほど発展。今でも見られる駅や教会、オタゴ

大学等の重厚な建築物は、スコットランド文化とゴールドラッシュ時代の名

残でもあります。地形の起伏が激しく、坂が多い街でもあり、世界ギネスブ

ックで認定された「世界一の急坂」Baldwin Street があります。 
【気候】 海沿いの都市であるため、気候が温暖で夏は涼しく冬は暖かです。  

 

 

 

 

 

◆研修校はどんな大学？ 

University of Otago  研修校：オタゴ大学  

University of Otagoは1869年に創立のニュージーランドで最も古い大学

です。教育や研究において国際的な定評があり、現在約23,000名の学生が

在籍しています。 

Language Centre 研修機関：UOLC  

オタゴ大学のLanguage Centre (UOLC)はオタゴ大学の敷地内にある、大

学付属の語学学校です。ニュージーランドの中でもトップクラスを誇る

設備（自習ルーム、図書室、カフェテリア、コンピュータールーム） 

を使用できます。また、優れた資格を持つ教師陣による質の高い授業が

行われます。 

 

◆申し込み方法 

●申込締切：2020年 11月 13日（金）17:00 厳守 

●申込手続：お申込みは、①②の両方の手続きを締切日時厳守でお願いします。 

①参加申込書  

  （入手先）URL: http://www.niigata-u.ac.jp/international/ 

（提出先）新潟大学 学務部留学交流推進課 派遣留学係  

TEL:025-262-7332/7631 E-mail:studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp 

②CIEEオンライン登録 ※下記の URLまたは QRコードから登録してください。⇒⇒⇒ 

URL: https://www.cieej.or.jp/exchange/lsaregistration/common.html  

   ※CIEEオンライン登録には、コースコードが必要です。 

 

●選考方法：参加希望者多数の場合は，学部１・２年生を優先します 

※パスポートのコピーの提出が必要です。お持ちでない場合は、11月 25日までに取得をお願いします。 

コースコード 

「NOTA」 
CIEEオンライン登録 
こちらの QRコードから
ご登録ください。 

http://www.niigata-u.ac.jp/international/
https://www.cieej.or.jp/exchange/lsaregistration/common.html
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◆今後のスケジュール 

 

日程 内容 

11月 13日（金） 申込締切 

11月 17日（火） 参加決定通知、申込説明書をメールで送付 

11月 25日（水） 

CIEEおよび現地校申込手続きおよび代金 2万円振込締切 

※パスポートコピーの提出が必要です。申込時には失効しているものでも

可ですが、1月 20日までには有効なものが必要となります。 

2021年１月中旬～下旬頃 オリエンテーション（オンライン） 

2021年 2月 12日(金) プレイスメントテスト受験（オンライン） 

※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 

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研修手続き料の返金はございません。 

② 研修校規定の取消料 

研修校で決められているキャンセル料規定によります。 

CIEE規定の為替レートにて算出した実費をご請求いたし

ます。 

◎手配団体について  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。

 


