
研修概要
◆研修の目的
英語力またはドイツ語・フランス語力によるコミュニケーション能力を磨き、
グローバルな視野とグローバル社会への適応力を養う

◆研修先別概要

◆経済支援金 ※給付型（返済の義務無し）
・参加費用の50％相当を支援

応募について
◆応募資格
・本学の学部又は大学院の正規課程に在学する学生（休学者を除く）
・語学力を高めるという目的意識を持ち、積極的にプログラムに参加する意思があること

◆応募受付期間
６月１日（火）～ ６月２３日（水）

◆派遣学生の発表
６月２９日（火）に学生ポータルおよび国際課前に掲示

◆応募書類
派遣申込書、志望理由書、同意書、受験票、成績通知書、学生証（写）、語学能力証明書（写）
応募書類は国際課の窓口、又は国際センター・国際課ホームページの
“海外短期研修”よりダウンロードして、提出してください。

◆応募書類提出先
・南大沢キャンパス：国際課（国際交流会館1階）
※日野・荒川キャンパス所属の学生は、各学務課教務係窓口への提出も可

◆説明会について （事前予約不要）
5月26日（水）：12:10～12:50@Zoom
https://zoom.us/j/96062350988

研修名 研修期間 費用 定員

イギリス
夏期英語研修

 ８月 23 日（月）～9月 10 日（金）
(19日間) 約17.4万円 20名程度

カナダ
夏期英語研修

8 月 30 日（月）～9 月 24 日（金）
(26日間） 約14.5万円 20名程度

タイ
夏期英語研修

 9 月 13 日（月）～9 月 24 日（金）
（12日間） 約2.5万円 15名

夏期ドイツ語研修
（ウィーン）

8 月 31 日（火）～9 月 17 日（金）
（18日間） 約6.7万円 15名程度

夏期フランス語研修
（リヨン）

 8 月 9 日（月）～８月 27 日（金）
（19日間） 約9.5万円 15名程度

国際課国国際交流係
電話：０４２－６７７－２０４７

mail：shortprogram@jmj.tmu.ac.jp

募集の詳細・提出書類の
DLはこちら

説明会はこちら
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		研修名 ケンシュウ メイ		費用 ヒヨウ		研修期間 ケンシュウ キカン				研修名 ケンシュウ メイ		研修期間 ケンシュウ キカン		費用 ヒヨウ		定員 テイイン

		イギリス
夏期英語研修 カキ エイゴ ケンシュウ		約59万円 ヤク マンエン		8月19日（月）～9月６日（金） ガツ ニチ ゲツ ガツ ニチ キン				イギリス
夏期英語研修 カキ エイゴ ケンシュウ		 ８月 23 日（月）～9月 10 日（金）
(19日間) ニチカン		約17.4万円 ヤク マンエン		20名程度 メイ テイド

		カナダ
夏期英語研修 カキ エイゴ ケンシュウ		約45万円 ヤク マンエン		9月3日（火）～9月27日（金） カ				カナダ
夏期英語研修 カキ エイゴ ケンシュウ		8 月 30 日（月）～9 月 24 日（金）
(26日間） ニチカン		約14.5万円 ヤク マンエン		20名程度 メイ テイド

		タイ
夏期英語研修 カキ エイゴ ケンシュウ		約27万円 ヤク マンエン		8月26日（月）～9月20日（金）				タイ
夏期英語研修 カキ エイゴ ケンシュウ		 9 月 13 日（月）～9 月 24 日（金）
（12日間） ニチカン		約2.5万円 ヤク マンエン		15名 メイ

		夏期ドイツ語研修
（ウィーン） カキ ゴ ケンシュウ		約38万円 ヤク マンエン		9月2日（月）～9月20日（金） ガツ ニチ ゲツ ガツ ニチ キン				夏期ドイツ語研修
（ウィーン） カキ ゴ ケンシュウ		8 月 31 日（火）～9 月 17 日（金）
（18日間） ニチカン		約6.7万円 ヤク マンエン		15名程度 メイ テイド

		夏期フランス語研修
（リヨン） カキ ゴ ケンシュウ		約38万円 ヤク マンエン		9月2日（月）～9月27日（金）				夏期フランス語研修
（リヨン） カキ ゴ ケンシュウ		 8 月 9 日（月）～８月 27 日（金）
（19日間） ニチカン		約9.5万円 ヤク マンエン		15名程度 メイ テイド

		オーストラリア
夏期英語研修 カキ エイゴ ケンシュウ		約50万円 ヤク マンエン		9月2日（月）～9月27日（金） ガツ ニチ ゲツ ガツ ニチ キン

		タイ
夏期英語研修 カキ エイゴ ケンシュウ		約27万円 ヤク マンエン		8月26日（月）～9月20日（金）

		夏期ドイツ語研修
（ウィーン） カキ ゴ ケンシュウ		約38万円 ヤク マンエン		9月2日（月）～9月20日（金） ガツ ニチ ゲツ ガツ ニチ キン

		夏期フランス語研修
（リヨン） カキ ゴ ケンシュウ		約38万円 ヤク マンエン		9月2日（月）～9月27日（金）









［問合せ先］
東京都立大学 国際課留学生交流係（南大沢キャンパス 国際交流会館１階）

Tel:042-677-2047 Email: shortprogram@jmj.tmu.ac.jp 

今回はオンライン実施、経済支援金の支給有
詳細は説明会で！

東京都立大学 2021年度夏期

海外短期研修説明会
5月26日（水）12:10~12:50

イギリス
ロンドン大学アジア・アフリ

カ学院(SOAS)IFCELS

カナダ
ウォータールー大学レニソン
カレッジ付属語学学校

タイ
チェンマイ大学
語学研修センター

オーストリア
ウィーン大学語学センター

フランス
リヨン・カトリック大学
付属語学学校 (ILCF)

英語（19日間）
約17.4万円

英語（26日間）
約14.5万円

英語（12日間）
約2.5万円

ドイツ語（18日間）
約6.7万円

フランス語（19日間）
約9.5万円

下記のURLより参加してください。事前予約は不要です。
https://zoom.us/j/96062350988



2021年度夏期 リヨン･カトリック大学 付属語学学校

ｵﾝﾗｲﾝ 研修

●申込・問合せ先
国際課留学生交流係
Tel:042-677-2047(内線5708)
Email: shortprogram@jmj.tmu.ac.jp
国際センター・国際課

●研修参加費用：723 ﾕｰﾛ（出願料込）
経済支援金 授業料の50％相当額 給付
予定。

研修期間 2021年8月9日(月)～8月27日(金)

応募申込〆切

本研修は、本学の協定校であるリヨン・カト
リック大学の付属語学学校が提供するオンラ
インコースで、フランス語によるコミュニ
ケーション能力（話す・聞く・読む・書く）
を磨くとともに、フランス語圏文化・社会に
ついての理解を深めることを目的とします。
研修プログラムは様々な国籍の学生、社会人、
研究者など、多様な立場のフランス語学習者
を対象としており、ヨーロッパ言語共通参照
枠(CEFR)にしたがい、入門から上級まで多
様なレベルの授業が開講されています。リア
ルタイムのライブ授業39時間を含む合計60
時間の授業が予定されています。

6月1日
募集開始

※人文社会学部の専門科目「異文化研修」の単位認定対象となる研修です。

mailto:shortprogram@jmj.tmu.ac.jp


2021年度夏期 ウィーン大学 語学センター

●申込・問合せ先
国際課留学生交流係
Tel:042-677-2047(内線5708)
Email: shortprogram@jmj.tmu.ac.jp
国際センター・国際課

●研修参加費用：505ユーロ（出願料込）
経済支援金 授業料の50％相当額 給付予定。

研修期間 2021年8月31日(火)～9月17日(金)
本学協定大学の一つ、ウィー
ン大学に併設された語学セン
ター主催の、初級から中上級
のドイツ語能力を持つ学生を
対象にしたクラスで、3週間
のオンラインドイツ語講座を
受講します。ドイツ語特別ク
ラスやバーチャルフィールド
ツアーが用意されており（一
部有料）、語学力の向上、
オーストリア文化及び社会へ
の理解を深めます。

6月1日
募集開始

※人文社会学部の専門科目「異文化研修」の単位認定対象となる研修です。

応募申込〆切

6/23 （水）
17：00 まで

mailto:shortprogram@jmj.tmu.ac.jp
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