
 
 
 
 
 

 

 ■ 日本初のExtension部門によるコラボレーション ■ 

関西大学エクステンション・リードセンターが 

米国・UCLA Extension 提携オンライン講座を開講 
～ まずは社会人向けに 7 講座！世界基準の講座を“お得に”受講 ～ 
 

このたび関西大学エクステンション・リードセンター（以下、ERC）では、年間約 60,000 人が学ぶ

UCLA Extension と日本で初めて部局間協定を締結し、全世界から 10,000 人以上が受講している世界 

基準のオンライン講座を、通常よりもお得に受講できるよう 6 月から提供を開始します。 

初年度は、一般社会人、とりわけ第一線で活躍するビジネスパーソンを対象に、数ある講座の中から 

「国際ビジネス入門」など計 7 講座をセレクト。ERC を通じて申し込むことで、通常よりも 10%割引の

特別価格で受講できるなど、世界基準の講座を“お得に”受講できます。今後、漸次講座数を増やし、   

学生も受講対象とする予定です。 

UCLA Extension は、1917 年に設立されたカリフォルニア大学ロサンゼルス校の継続教育部門です。

ロサンゼルス市民のほか、留学生や社会人を対象に、5,000 以上のコース、100 以上の修了証取得コース

を提供し、年間約 60,000 人の受講者が学んでいます。また、全世界でオンライン講座が利用可能で、   

現在 84 カ国および米国 50 州から 10,000 人以上が受講しています。 

ERC は、1997 年に、在学生、卒業生の各種資格取得、国家試験合格に寄与する対策講座を展開し、   

併せて、社会人に生涯学習の場を提供することを目的として設置されました。現在では、英語や公務員、

司法・会計など 13 講座に、年間約 3,500 名が受講しています。このたびのオンライン講座は、従来とは

全く異なるアプローチによる新たな取組みです。 

【UCLA Extension 提携オンライン講座 概要 】 

◆開講講座：「国際ビジネス入門」「異文化コミュニケーションとグローバル人材のマネジメント」   

「サプライチェーンマネジメントの基礎」など計 7 講座 

◆開講時期：2017 年 6 月。以降、6～9 月（夏学期）、9～12 月（秋学期）、1～4 月（冬学期）、      

4～6 月（春学期）の 4 学期制で開講。 

◆対象・人数：一般社会人（特にビジネスパーソン）を対象に、各講座につき 10 名・計 70 名（1 学期） 

◆受 講 料：$405～$806（現在の為替レートで約 46,000 円～92,000 円。講座により異なります） 

◆受付開始：2017 年 5 月 2 日（火）専用サイトによる受講料（日本円に換算）等のお知らせと同時に受付開始。 

◆特   長：UCLA Extension とは日本初のExtension 部門同士の提携による開講講座。 
       一般社会人（特にビジネスパーソン）対象の 7 講座。2 年後には約 30 講座に増設予定。 
       ①通常よりも 10%割引の特別価格、②専用サイトから日本語で申請、③日本円で支払い。 

 ※その他UCLA Extension からの公式コメント（和訳付）及び詳細は別紙をご参照ください。 
以 上 

※取材をご希望の方は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 
 

この件に関するお問い合わせ先 

関西大学 総合企画室 広報課  担当：石田、寺崎 
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35 Tel.06-6368-1131 Fax.06-6368-1266 
www.kansai-u.ac.jp

資格・スキルアップ支援 2017年3月16日／No.81



■UCLA Extension提携オンライン講座 詳細 

◆開講講座： 

講座名 募集人数 受講料※ 

Business Writing for Non-Native Speakers 
英語を母語としない受講者向けのビジネスライティング 

10名 
$657 

（約75,000円）（概要）文化の異なるコミュニケーションスタイルについて考察し、ビジネスコミュニケーシ

ョンに共通する多くの課題に取り組みます。 
Introduction to International Business 
国際ビジネス入門 

10名 
$617 

（約70,000円）（概要）受講者に国際ビジネスという幅広い分野の基本知識を提供し、母国とホスト国双方の

視点に立った見解を紹介します。 
Cross-Cultural Communication and Management in a Global Workforce 
異文化コミュニケーションとグローバル人材のマネジメント 

10名 
$617 

（約70,000円）（概要）21 世紀のグローバルな職場である多様な地域の文化を理解するための基本原理と

実践的スキルを学びます。 

Digital Analytics 
デジタル分析 10名 

$617 
（約70,000円）

（概要）「デジタル分析」を定義し、マーケティングにおけるその重要性に着目します。 

Fundamentals of Supply Chain Management 
サプライチェーンマネジメントの基礎 

10名 
$806 

（約92,000円）（概要）購買の領域と購買業務の流れ（商品・サービスの要件決定から検収まで）について

学びます。 
Principles of SustainabilityⅠ：Introduction 
サステナビリティ原理Ⅰ：入門 

10名 
$626 

（約71,000円）（概要）広範な枠組みとして普遍的原理を用い、環境システムおよび人間と環境の相互関係や

人間が環境に与える影響について基本的な知識を紹介します。 
An Introduction to Wine 
ワイン入門 

10名 
$405 

（約46,000円）（概要）テイスティングの仕方、料理とワインの相性、ブドウの育成とワイン醸造の基礎など、

ワインの主要なテーマを中心に取り上げ、ワインに関する中級程度の知識を学びます。 
※受講料は参考価格です（日本円は現在の為替レートによる参考価格）。 

6月開講分の正式な価格は5月2日（火）、ERCのサイトに掲出します。 

◆学期・開講期間： 

◆対  象： 
一般社会人（ビジネスパーソン）が対象。特に、海外拠点の経営に携わる予定の方、近年中に海外赴任

を予定している方、海外拠点をマネジメントする国内管理部門の方におすすめです。 

◆特  長： 
・UCLA Extensionとは日本初のExtension部門同士の提携による開講講座。 
・一般社会人（特にビジネスパーソン）対象の7講座。翌年からは学生も対象予定、2年後には約30講座。 
・通常よりも10%割引の特別価格、専用サイトから日本語で申請、日本円で支払い。 
・UCLA Extension 独自の学習管理システム「Canvas」を利用して、講義の受講、資料入手、課題提出、

試験受験等を行う。開講期間中はいつでも視聴可能。ただし、課題の提出期限は原則、毎週設定される。 
・受講を修了し、希望する方には、公式の成績証明書を発行。 
・講座はもちろんすべて英語で実施。専門知識だけでなく、語学力も磨かれます。 
 （目安：TOEIC®L&R 800点以上、TOEFL®（iBT）80点以上、IELTS™ 6.5以上、英検準1級以上） 

以 上 

学期 開講期間（※L.A.現地時間。下記開講期間中に、原則12回の講義を受講） 

Summer 2017 6月26日～9月17日 
Fall 2017 9月25日～12月17日 
Winter 2018 2018年1月8日～4月1日 
Spring 2018 2018年4月1日～6月24日 



 
 

"UCLA Extension is pleased to partner with Kansai University Extension 
Reed Center to offer innovative education opportunities to professionals and 
others in the Kansai region. As a leader in lifelong learning and online 
education, UCLA Extension brings expertise in a broad range of fields, from 
business to entertainment, from engineering to English as a Second 
Language. UCLA Extension looks forward to this partnership with Kansai 
University Extension Reed Center and serving Japanese students." 

 
UCLA Extension Director  

Patrick Colabucci 
 
UCLA Extension は関西大学エクステンション・リードセンターと提携し、革

新的な教育の機会を関西地方のプロフェッショナル、その他の方々に提供でき

ることを光栄に思います。ビジネスからエンターテイメントにいたるまで、工学

から第二言語としての英語にいたるまで、UCLA Extension は生涯教育、オン

ライン教育の第一人者として多岐にわたる専門知識を発信しています。UCLA 
Extension は関西大学エクステンション・リードセンターとの連携に大いに期待

を抱き、日本の受講生の皆さんにサービスを提供できることを心待ちにしてい

ます。 
UCLA Extension 所長  

Patrick Colabucci 
 
 

 


