
2022 年度夏期オンライン留学プログラムロンドン大学（UCL） 募集要項 

 
 
 

ロンドン大学（UCL） 
中級・上級向けアカデミック英語！『UCL Online English Course』 

オンライン留学プログラム 
                               

ロンドン大学を構成するカレッジのひとつであるユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）で行われ

る中級・上級者向けの２週間のオンラインプログラムです。アカデミックな English language skills 

(speaking, listening, reading, writing)の更なる向上を目指します。また、UCL の学生との交流やバー

チャルツアーを通じてイギリスの文化や歴史などの理解も深めます。 

 

プログラム

概要 

【実施期間】2022 年 8月 15 日(月）～8月 26 日（金）2 週間 

【学習時間】 

授業へ出席(リアルタイム)し、その後出された課題について個人で自習を行うプロ

グラムです。自習で生じた疑問点について次の日の授業で先生に質問し確認するこ

とができます。 

1 日あたり 5～6時間英語の学習を行います。 

・授業出席：3 時間 

   ・自習(Self -study)：2～3時間  

 【スケジュール】 

  月曜日～金曜日 

① 18:30 -20:30※  Live seminars and workshops 

② 20:30 -21:30※  Tutorials or guided study  (月～木) 

        Social event with UCL students  (金) 

③ Self -study & virtual tours :2～3 時間  

自身の都合の良い時間で次回の授業までに学習する 

わからない点等、次回の授業で質問できるようにメモしておく 

 

★8月 12 日（金）18：00～21：00※ （予定) 

オンラインでコースイントロダクション(オリエンテーション)があります。 

※上記プログラム実施時間は日本時間です。 

 

【実施形態】自宅等 WiFi 環境のあるところから Online で受講 (Google Chrome 推奨) 

        Microsoft Teams と UCL software を使用します 

        

【内容】 

 イギリス文化や英語アカデミックスキルを多角的に学べる充実のラインナップ 

  •Language and skills needed to study at a UK university: イギリスの大学で学ぶにあ

たって必要な語学やアカデミックスキルの習得 

 •Designing and conducting a questionnaire: 調査アンケートの作成や実施 

 •Analyzing the results of a questionnaire: 調査結果の分析 

•Writing an academic research report: アカデミックな研究レポートの作成 

•Delivering an academic presentation:アカデミックなプレゼンの実施 

•Introduction to cultural visits including language preparation:イギリス文化に触れ

Online Program 



るセッションの入門編（英語理解のレクチャー等） 

•Skills needed to research UK culture and English language: イギリス文化や英語 

学習に必要なスキルの習得 

•Visits to place of socio-cultural interest: 週 3 日 2 時間、ロンドンをはじめ、イ

ギリス文化や社会に触れるスポットへのバーチャルツアーに参加 

•Social event with UCL students :UCL の学生との交流あり 

※クラスは最大 12 名までの少人数制で実施します 

 

【学び方】 

•Live seminars and workshops: listening と reading を強化するために UCL 学生

が利用している豊富な教材を利用して行います。 

•Guided study: チューターの指導の元、1 時間程度の自習（次回の授業までに受

講） 

•Personal tutorials: guided self-study で学んだアカデミックスキル を 1 対 1 ま

たは少人数グループで学習 

•Academic lectures: アカデミックな講義録画を視聴し、research report の作成

や presentation の方法を学びます。 

 

【使用言語】英語 

【ロンドン大学（UCL）URL】 

https://resources.clie.ucl.ac.uk/application-form/public/register?courseID=1013 

※クラス内容およびスケジュールは別紙参照 

事前・事後

研修 

【事前研修】（参加者交流・目標設定・留学プログラム参加のアドバイス） 

（6月上旬予定） 

【事後研修】（プログラム振り返り、次の目標設定） 

（9月中旬予定） 

※全てオンラインで実施します。（各 1〜２時間程度） 

プログラム参加者対象に TOEIC L&R IP テスト無料受験の機会あり（9月下旬予定） 

応募条件 

 

在学中の学部生（大学院生は対象外） 

TOEIC 600～800、IELTS 5.0～7.5、TOEFL IBT 45～109  

※上記スコアに届いていない人は、別途英作文を提出することにより、参加を認められ

る場合があります。 

※上記スコアを超えて参加を希望する場合、上級者向けのクラスで参加できる場合が

あります。詳しくは国際部へお問い合わせください。 

プログラム

費用 

151,300 円※（海外送金手数料込） 

→支援金（予定）20,000 円支給後、実質 131,300 円 

※支払い期限：6月 2日（木） 

※支払い方法（振込）は申込者へ 5月 25 日（水）以降に別途通知します。 

支援金 

プログラム修了後、20,000 円支給（予定） 

※プログラム修了後、修了証明書を国際部へ提出する必要があります。 

プログラムを修了できず、修了証明書が発行できなかった場合は、支援金は支給しま

せん。 



応募方法 

 

募集締切 

下記 2つのステップで申し込み 

1.以下 URL また QR コードより申し込み  

（RyuGo 留学申込システム） 

https://www.ryu-go.com/area/p/octf5oftdo4tcsft9/kk5y7I/login.html?univId=KSc6pxu33NEB 

 

募集締切 2022 年 5 月 25 日（水）12：00 

 

2.締切後にＵＣＬへの手続きも必要となります。こちらは追って RyuGo からリンクをお

知らせします。 

 

登録締切 2022 年 6 月 2 日（木）12：00  

 

 

その他 

（留意事項） 

・関西大学の単位認定の対象プログラムではありません。 

・本プログラムはロンドン大学（UCL）主催プログラムです 

・支払い後のキャンセル・返金は不可。 

問合せ先 

【プログラム内容についてのお問合せ】 
ロンドン大学（UCL）  
担当者：Martin White 

Email: ssec@ucl.ac.uk  
 
【オンライン留学全般の相談、支援金等についてのお問合せ】 

関西大学国際部  
担当者：花井、竹内 
Email: gogaku@ml.kandai.jp 

 
【個別相談（1回 30 分）】 

国際部短期留学プログラム担当者とのオンライン留学個別相談（1 回 30 分）を希望

される方は、以下より予約をしてください（Zoom での相談が可能です）。

https://calendly.com/gogaku/30min?back=1&month=2021-10 

 

 
 

 

【2021 年 春季オンライン留学プログラム 参加学生の声】 

実際に UCL のオンライン留学プログラムに参加した関大生の体験ブログです。 

参加を検討している方はぜひ一度読んでみてください！ 

ブログは下の QRコードからご覧いただけます。 

                                              



《Sample timetable》   

 

 


