
 

1 2019夏期 TASTE コース詳細 ＊必ず派遣先大学の HPで最新情報を確認すること。 

国： 米国（英語） 大学名： カリフォルニア大学バークレー校 

プログラム名 Summer English Language Studiesのうち、 

Intensive Skill Practice in English 

日程 2019年 7月 8日～8月 16日 (Session D) 

2019年 7月 29日～8月 16日 (Session E) 

費用 授業料:USD550/unit, Registration Fee:USD450, International Service 

Fee:USD330, Document Management Fee:USD58 

プログラム概略 授業回数、時間帯はコースによって異なる。時間が重ならなければ複数のコースを受講

することも可能。 

These courses focus on the specific skills needed to help students to succeed in 

school and work.  Students will not only learn strategies for success but also apply 

rules and strategies through ongoing, guided practice and feedback. These courses 

are tailored to the needs of low-intermediate to very-advanced level students. 

奨学金 8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 Our courses do not have prerequisites, but we do not accept beginning level 

students, as all courses are taught in English. 

宿舎 大学寮。プログラムに申し込むと IDが発行され、寮を申し込める。部屋数に限りが

あるので、早めに申し込むこと。 
http://summer.berkeley.edu/student-services/student-housing 

応募方法 バークレー校のウェブサイトから直接応募後、留学情報館へ。 

応募締切 派遣先大学 

1月 29日更新 

Session D: 2019年 5月 29日 

Session E: 2019年 6月 19日 

締切以前に定員に達するコースもあるので注意すること。 

留学情報館 2019年 5月 10日 17時 

プログラム URL http://summerenglish.berkeley.edu/courses/intensive-skill-practice-in-english/ 

備考 授業時間が規定を超えると留学ビザ（F-1ビザ）が必要となる。ビザについては以下の

サイトで案内されているので、早めに手配をすること。 

https://internationaloffice.berkeley.edu/students/summer/full-time 

成績書発行には申請が必要。以下のサイトから申し込むこと。 

http://summerenglish.berkeley.edu/2018/08/06/how-to-order-your-uc-

berkeley-transcript/ 

https://internationaloffice.berkeley.edu/students/summer/full-time
http://summerenglish.berkeley.edu/2018/08/06/how-to-order-your-uc-berkeley-transcript/
http://summerenglish.berkeley.edu/2018/08/06/how-to-order-your-uc-berkeley-transcript/
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国： 米国（英語） 大学名： ワシントン大学 

プログラム名 Short Term English Programs (STEP) 

日程 2019年 7月 8日～7月 26日 (Session 1) 

2019年 8月 1日～8月 21日 (Session 2) 

2019年 8月 26日～9月 13日 (Session 3) 

費用 授業料:USD1,650, Registration Fee:USD45 

プログラム概略 
レベルごとに分かれたクラスで 15時間/週の授業を受ける。 

If you are interested in improving your English language skills and increasing 

your knowledge of American culture at the same time, the UW Short Term 

English Programs (STEP) are a great option. Each program has a different 

emphasis, so you can find the one that best fits your goals and interests. 

① Language & Culture STEP (Session 1, 2 & 3) 

② Academic Skills STEP (Session 3) 

③ Science, Technology & Engineering STEP (Session 1 & 3) 

奨学金 8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 18歳以上。各コースの英語要件は以下のとおり。 

①&③ All applicants should have a basic knowledge of English. 

② TOEFL iBT score of 61, IELTS score of 5.5, or TOEIC score of 650 

宿舎 大学寮：プログラムに申し込むと IDが発行され、寮を申し込める。 

ホームステイ：大学のウェブサイトに業者のリストがあるので、自分で申し込む。 

https://www.ielp.uw.edu/housing/ 

応募方法 ワシントン大学のウェブサイトから直接応募後、留学情報館へ。 

応募締切 派遣先大学 各クラスの定員に達し次第締切。  

留学情報館 7月開始プログラム：2019年 5月 10日 17時 

8月開始プログラム：2019年 6月 7日 17時 

プログラム URL https://www.ielp.uw.edu/programs/step/ 

備考 
ウェブで申告を済ませるとワシントン大学から Social Security Number (SSN)を知らせる

ようにとのメールが届くが、SSNは米国居住者が持っている番号であり、自分に該当しない

場合はこのメールについては返信しなくてもかまわない。その他のメールに対しては、よく

読み、必要な手続きを行うこと。 
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国： 米国（英語） 大学名： カリフォルニア大学デービス校 

プログラム名 English for Science and Technology 

日程 2019年 7月 5日～8月 2日 

2019年 8月 9日～9月 6日 

費用 出願料 USD200、授業料 USD2,175、Student Service Fee USD120 

プログラム概略 レベル別クラスで毎日以下の 4種類の授業を受ける。20時間以上/週。 

① Hot Topics in Science and Technology 

② Intercultural Research Project 

③ Introduction to Entrepreneurship 

④ Listening and Pronunciation 

International students who would like to use English more confidently in the 

fields of science and technology benefit from this intensive, four-week program. 

They improve their overall English language skills and develop professional skills 

- such as critical thinking, oral presentation and intercultural communication - 

needed for scientists, engineers and technical experts. 

奨学金 8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 18歳以上。 

宿舎 大学寮は夏季のみ利用可能。ホームステイを希望する場合、ウェブサイトに業者リ

ストがあるので自分で申し込むこと。 
https://cie.ucdavis.edu/general-information/center-international-education-housing 

応募方法 デービス校のウェブサイトから直接応募後、留学情報館へ。 

応募締切 派遣先大学 
留学ビザの発行に時間がかかるため、プログラム開始日の 3

か月前までに申請することを強く推奨する。 

留学情報館 
7月開始プログラム：2019年 5月 10日 17時 

8月開始プログラム：2019年 6月 7日 17時 

プログラム URL https://cie.ucdavis.edu/english-programs/english-science-and-technology-4-weeks 

備考 参加者は留学ビザ（F-1ビザ）を取得する必要がある。以下のサイトを熟読し、早

めの申請を心がけること。 
https://cie.ucdavis.edu/general-information/f1-visa 

https://cie.ucdavis.edu/general-information/f1-visa
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国： カナダ（英語） 大学名： ウォータールー大学 

プログラム名 English for Success (EFS) 

日程 2019年 7月 1日～7月 26日 

2019年 7月 29日～8月 23日 

費用 出願料 CAD75、授業料 CAD1,595、保険料 CAD52（宿舎別） 

プログラム概略 4つのレベルにクラス分けされ、25時間/週の授業を受ける。内容は、プレゼンテーシ

ョンスキル(10時間),リスニングとスピーキング(5時間),総合的スキル(10時間) 

Summer is a great time to visit Canada - and a great time to improve your 

English skills! English for Success (EFS) is a 4-week program designed to help 

you improve your English, live and study in a Canadian university, and make 

new friends from around the world! 

奨学金 8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 18歳以上。 

宿舎 大学寮、ホームステイなど。大学に申し込む。 

https://uwaterloo.ca/english-language-institute/accommodation 

応募方法 ウォータールー大学のウェブサイトから直接応募後、留学情報館へ。 

応募締切 派遣先大学 各クラスの定員に達し次第締切 

留学情報館 
7月開始プログラム：2019年 5月 10日 17時 

8月開始プログラム：2019年 6月 7日 17時 

プログラム URL https://uwaterloo.ca/english-language-institute/programs/summer-english 

備考  
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国： カナダ（英語） 大学名： ブリティッシュコロンビア大学 

プログラム名 English for Global Citizen (EGC) 

日程 2019年 7月 8日～8月 2日 

2019年 9月 9日～9月 27日 （8月 6日開始分は満席） 

費用 出願料 CAD150、授業料 CAD2,550など 

プログラム概略 EGC is designed for students who wish to improve their English skills and learn 

about civil society, global citizenship and sustainability in both a Canadian and a 

global context. Students will have classes all day from Monday to Thursday, with 

a half day of classes on Friday. 

奨学金 8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 18歳以上。初級以上の英語能力。 

宿舎 大学寮（19歳以上。5月中旬～8月中旬のみ利用可）、ホームステイなどを大学に申

し込む。URL: https://eli.ubc.ca/accommodation 

応募方法 ブリティッシュコロンビア大学のウェブサイトから直接応募後、留学情報館へ。 

応募締切 派遣先大学 各クラスの定員に達し次第締切 

留学情報館 
7月開始プログラム：2019年 5月 10日 17時 

9月開始プログラム：2019年 7月 5日 17時 

プログラム URL https://eli.ubc.ca/programs/dates-fees 

備考 あらかじめ依頼しないと成績書が発行されない。出発前にメール等でブリティッシ

ュコロンビア大学に依頼すること。 
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国： オーストラリア（英語） 大学名： クィーンズランド大学 

プログラム名 English language courses 

日程 2019年 7月 15日～8月 16日 

2019年 8月 19日～9月 20日 

費用 申請料 AUD220, 授業料 AUD2,150, 教材等 AUD100 

ホームステイを申し込む場合は以下の費用を支払う。 

Placement Fee: A$260, Accommodation（5週間）: A$1,300 

プログラム概略 ① General English 

② English for International Business Communication 

③ English for Academic Purposes 

奨学金 7万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 ②③のコースは IELTS 5.0または TOEFL iBT56以上相当の英語力が目安。

語学試験のスコアを提出する必要はないが、現地到着後のレベル分けテスト

で基準に達しない場合は General Englishのコースを受講する。 

宿舎 ホームステイ、大学寮を大学に申し込むか、大学公認業者に手配を依頼する。 

https://icte.uq.edu.au/student-life/accommodation 

応募方法 クィーンズランド大学のウェブサイトから直接応募後、留学情報館へ。 

応募締切 派遣先大学 各クラスの定員に達し次第締切。 

留学情報館 
7月開始プログラム：2019年 5月 10日 17時 

8月開始プログラム：2019年 6月 7日 17時 

プログラム URL https://icte.uq.edu.au/study/english-courses 

備考 5週間のコースであるため、奨学金は 2か月分の受給となる。 
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国： フランス（フランス語） 大学名： ストラスブール大学 

プログラム名 Cours Internationaux dʼÉté Pour Étudiants, au Mois d'aout 

日程 2019年 8月（日程未定。公表され次第更新予定。）  

費用 未公開。 

プログラム概略 
Tous les jours de 9h à 13h sauf le lundi (13h30 à 17h30). Lʼinstitut propose en été 

trois ou quatre niveaux de compétences linguistiques, de Débutant à Confirmé. Des 

cours de langue française ont lieu tous les matins à lʼintention des étudiants. Les 

séances, dʼune durée de 4 h, sont consacrées à lʼinitiation et au perfectionnement 

des quatre compétences (compréhension et expression orales et écrites). Les 

supports dʼactivité variés permettent aux étudiants une participation active et donc 

une progression rapide. Un apprentissage en autoformation guidée est offert, faisant 

appel aux technologies de pointe en audiovisuel et multimédia. 

Les étudiants des niveaux 1 et 2 se voient proposer des ateliers interactifs 

spécifiques de prononciation et de phonétique, de conversation et de compréhension 

à raison de deux après-midis par semaine. 

Les étudiants de niveau 3 et 4 participent à des conférences sur la culture et la 

société françaises : histoire de lʼAlsace, littérature, politique européenne, etc. 

奨学金 8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件  

宿舎  

応募方法 ストラスブール大学のウェブサイトから直接応募後、留学情報館へ。 

応募締切 派遣先大学  

留学情報館 8月開始プログラム：2019年 6月 7日 17時 

プログラム URL http://iief.unistra.fr/cours-internationaux-dete/etudiants/ 

備考 あらかじめ依頼しないと成績書が発行されない。出発前にメール等でストラスブー

ル大学に依頼すること。 

プログラムウェブサイトに詳細が公開され次第、情報を更新する。 
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国： ドイツ（ドイツ語） 大学名： ベルリン工科大学 

プログラム名 TU Berlin Summer Schoolのうち 
German Language (Term 1), Start German (Term 2) 

日程 German Language: 2019年 6月 10日～7月 5日 

Start German: 2019年 7月 8日～7月 19日  

費用 授業料：German Language: EUR950, Start German: EUR610 

(含：授業料、教材費、イベント参加費、市内交通、学内Wi-Fi等) 

Registration fee:EUR60 

プログラム概略 
Join students from 60 countries around the world and take part in our unique, 

hands-on academic program at the TU Berlin. We offer courses in both summer and 

winter of 2 to 12 weeks. Classes are taught in English and participants can earn 

European Credit Points (ECTS) for their studies. 

奨学金 8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 少なくとも 1年以上大学に在籍していること。英語中上級レベル(B2)以上。 

その他、各コースの定める要件を満たしていること。 

宿舎 以下のサイトに宿舎の情報があるので各自で手配すること。 

https://www.tu-berlin.de/menue/summer_university/accommodation/ 

応募方法 ベルリン工科大学のウェブサイトから直接応募後、留学情報館へ。 

応募締切 派遣先大学 各クラスの定員に達し次第締切。 

留学情報館 6月開始プログラム：2019年 4月 10日 17時 

7月開始プログラム：2019年 5月 10日 17時 
プログラム URL 

https://www.summer-university.tu-berlin.de/ 

備考 Term 2 (Start German)は、Term 1か Term 3と合わせて受講する。参加を希望する者

は、Term 1/Term 3のコースと一緒に申し込むこと。Term 1の German Language以外

のコースは協定校サマープログラムの対象となっているため、協定校サマープログラム参加

のための申請書も留学情報館に提出すること。（募集要項：

https://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/programs/season.html#agreement） 

奨学金は合計のプログラム日数に対して支払われる。 

プログラム開始 3か月前よりキャンセル料が発生する。 
  

https://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/programs/season.html#agreement
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国： ドイツ（ドイツ語） 大学名： ハノーバー大学 

プログラム名 Summer Academy –  

German Language Classes in Summer 

日程 2019年 7月 4日～7月 30日 (German language level B1 and higher) 

 Intensive German Course for Intermediate Students (B1 and B2) 

2019年 8月 5日～8月 29日 (German language level A2 and higher)  

 Intensive Course: German for Beginners (only A2) 

 Intensive German Course for Intermediate Students (B1 and B2) 

 Studying in Germany, Exam Preparation for DSH und TestDaF (C1以上を強く推

奨) 

費用 授業料：EUR595, 宿舎：EUR260 クレジットカード不可。申請後に送付さ

れる請求書に示された口座に外国送金する。7月コースと 8月コースを連続

して受講する者は授業料 EUR100の割引が適用される。 

プログラム概略 
Come to Hannover, the place where German is spoken as it is written. Because of 

this, the German spoken by the people in the city and area around Hannover is the 

considered the purest form of German. “Hochdeutsch” or "high-German" has little to 

no dialect. In addition to the German class, we will provide a large activity and 

cultural program in order to show you around in Hannover and its surroundings and 

to get to know some parts of German everyday life. 

奨学金 ①ハノーバー大学より EUR400/月（本学より 2名） 

②8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること）①と併給可能。 

参加要件 GPA 2.75以上。計算方法は以下のとおり。 
The GPA 2.75 refers to the US system of grading which translates to a C+ on a 

scale of A-F or 75% of 100% 

各コースに定められたドイツ語要件を満たすこと。 

宿舎 派遣先大学に寮を申し込む。https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-

studium/international/incoming/kurzzeitprogramme/sommerakademie/unterkunft-

und-verpflegung/#c22662 

応募方法 留学情報館へ応募し、書類選考後、派遣先大学のウェブサイトから申請する。 

応募締切 派遣先大学 2019年 6月 1日 

留学情報館 2019年 5月 10日 17時 
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プログラム URL 
https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-

studium/international/incoming/kurzzeitprogramme/sommerakademie/ 

備考 7月のコースと 8月の「B1 and B2」コースは同じ内容。 

初日のレベル分けテストで各コース３つ程度のレベルに分けられる。 
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国： ドイツ（ドイツ語） 大学名： シュツッツガルト大学 

プログラム名 Summer University 

日程 2019年 5月 20日～6月 27日 

費用 EUR 1,150（本学の推薦を受けた場合。含：授業料、宿舎、市内交通、フィ

ールドトリップ）※推薦がない場合は EUR1,800 

プログラム概略 The German courses run five days a week (Monday - Friday). You are expected 

to attend all classes! During the six week period, the total number of lessons in 

any German language course is 90. In addition to the German language course, 

you will have the chance of taking a subject course in one of the following areas 

(all taught in English): 20th Century Architecture, Art History: European Focus, 

Cross-Cultural Communication, International Business 

奨学金 8万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 学士課程 2年生以上。GPA 2.75以上。募集人数 2名。 

宿舎 シュツッツガルト大学がホームステイを手配。 

応募方法 留学情報館へ応募。 

応募締切 

派遣先大学 

本学の推薦決定後、2019年 3月 1日までに申請書をメール

添付で送ること。申請書には本学プログラム担当者の署名が

必要。学内選考の結果が判明するのは 2月中旬となるため、

あらかじめ必要な書類を用意しておくこと。 

留学情報館 2019年 2月 8日 17時 

プログラム URL 
https://www.uni-stuttgart.de/en/study/international/short-term/summer-

university/ 

備考 応募者は本学の面接を受けること。 

日程：2019年 2月 13日 10時～11時頃（時間・場所は留学情報館に確認する） 

申請後にキャンセルすると EUR100のキャンセル料が発生する。 
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国： 台湾（中国語） 大学名： 国立台湾大学 

プログラム名 +C1 Chinese Language & Culture Program 

日程 Session 1 (C1-1): 2019年 7月 2日～7月 27日 

Session 2 (C1-2): 2019年 8月 5日～8月 31日 

費用 USD1,725（東工大生のための割引価格。含：授業料、申請料、宿舎等） 

プログラム概略 This program has been designed for students of all levels, beginning or 

advanced, who want to learn Chinese fluently. Additionally, in class 

curriculum provides opportunities for interaction and improving 

communication abilities. The course includes different themes that tie 

together the daily language class, cultural activities and interactions with 

locals. We also offer a series of English-based lectures and field trips that 

allow you to explore specific environmental and sociocultural aspects of 

Taiwan. 

奨学金 6万円/月（受給要件は募集要項を確認すること） 

参加要件 募集人数 2名。 

以下のサイトの中国語語彙数を参考にすること。 
http://oiasystem.ntu.edu.tw/ckfinder_upload/files/2019%20Course%20Syllabus.

pdf 

宿舎 国立台湾大学が手配。 

応募方法 留学情報館へ応募し、学内選考通過後、派遣先大学のウェブサイトから申請す

る。 

応募締切 派遣先大学 2019年 5月 12日 

留学情報館 2019年 4月 10日 17時 

プログラム URL 
http://oiasystem.ntu.edu.tw/summer/course/index.detail/season/2/course_sn/1
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備考 応募者は本学の面接を受けること。日程と場所は留学情報館に確認すること。 

 


