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募集要項

高知工科大学国際交流センター
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Go to the Garden of England online



申し込みからプログラム修了までのスケジュール

オンライン
説明会

申し込み期間

オンライングループ
面接

選考結果通知
受講料の支払い

受講前
オリエンテーション

プログラム受講

5月7日(金)17:00～17:30

「Webex」等を利用し、オンラインでプログラム内容を説明
します。質疑応答も受け付けます。
※ミーティングリンクやパスワードは4月26日(月)に
送信しているポータルメッセージに記載しています。

・事前予約は不要です。
・申請にあたって、本説明会は参加必須ではありません。

４月26日（月)～５月2１日(金)

・ポータル上のアンケートより申請してください。
※連絡先等の個人情報に加え、志望理由（400字
程度）、語学能力のスコア等を入力していただきます。

・語学能力のスコアは後日写し等で確認します。

５月2４日(月)～2８日(金）に予定
・「Webex」等を利用したオンライン集団面接です(英語の
コミュニケーション力を把握するため、やさしい英語による
質疑応答を行う予定です）。
※申請者数等に応じて個人面接に変更する場合あり
※面接日時は申込期間終了後調整

６月８日(火) 結果通知
6月15日（火） 受講料支払い〆切

・結果はポータルにて通知します。
・受講料は各キャンパス事務局に設置している証明書発行
機で支払いが可能です。

本学国際交流センター主催のオリエ
ンテーションを行う予定です。

８月20日(金)～9月30日(木)

・「Webex」等を利用し、受講に当たっての準備や心構え等
の説明を行います。なお、受講者間の顔合わせも兼ねてい
ます。
※状況に応じて対面で行う場合もあり
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オンライン報告会

10月20日（水） 17:15-18:00
・授業と重複する場合は、日程変更する可能性があります。



ケント大学
オンラインEnglish Programmeの概要

ケント大学（University of Kent ）は、イギリスの南東に位置するカンタベリー
（Canterbury）にある1965年設立の国立大学でTime Higher Education 
の世界大学ランキング2021では301－350位にランクするハイレベルな総合
大学です（高知工科大学は1001+位）。学生数は約20,000人であり、約４分の
1は留学生です。
カンタベリーは中世の面影が色濃く残る歴史的な町で、イギリス国教会の総本山、
カンタベリー大聖堂があります。学生も多く、カフェやレストランなども多い魅力
的な街です。

ケント大学とカンタベリーについて
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このプログラムのメリットは？

ネイティブ講師による短期集中型研修により、スピーキ
ング・リスニングの力を磨けます！

また、イギリス文化や歴史を学べるため、現地での留学と同
様に視野を広げることも期待できます。

学生交流で国際感覚を養えます。

ケント大学の学生との交流を通じて文化や習慣の違いを知
ることができます。大学間同士のプログラムだからこそ実現
しました。

お得な価格で受講できます！

一人当たり約20万円のプログラムですが、大学が８割程度
負担するため割安な価格で受講可能です。
※ テキスト代も受講料に含まれています

無理なく続けられます！

レッスンは、集中講義や課外活動と両立しやすい、平日の
20:00-22:00の時間帯が中心です。
※集中講義等の講義時間はご自身でご確認ください

同じ志を持つ仲間ができます！

６週間同じメンバーでレッスンを受講します。学群・学年を
超え、高い志を持つ仲間と出会えます。また、担当講師や本
学国際交流課職員が全面的にフォローします。困ったこと
があればいつでも気軽に相談できる体制が整っています。
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オンラインEnglish Programmeの内容

-期間-
２０２１年８月２０日から９月３０日
-時間割-
プログラムは、月曜日・火曜日・木曜日のLIVEレッスン（各２時
間のグループレッスン）と週末の自主学習で構成されています。
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日時※日本時間 授業形式 主な内容

月曜日
20:00-22:00 LIVE

レッスン

※グループレッ
スン（最大1２名）

週末に各自が取り組んだ課題や内容を基に
LIVE レッスンを実施。また、ケント大学やカンタ
ベリー近郊のバーチャルツアー、ディスカッショ
ン、ケント大学の学生との交流等様々な活動を
実施。

火曜日
20:00-22:00 「Speakout」 というテキストを使用した1グ

ループ最大1２名のケント大学のネイティブ英語
講師によるオンライングループレッスンを実施。木曜日

20:00-22:00

週末
※４時間程度

自主学習
講師から指示されるイギリス文化に関する課題
や「Speakout」の課題に対して、各自都合の良
い時間に、取り組む（４時間程度を想定）。

月・火・木 20：00-22：00
オンラインLIVEレッスン

テキスト

「Speakout」
（出版社：
Pearson Japan)

1グループ最大12名

※テキストは大学で購入しま
す。受講料30,000円に含ま
れています。
※テキストは参加者のレベル
により、変更になる可能性が
あります。
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-レベル測定-
最初に皆さんの英語レベルを測るEntry test が行われ、４週
目にはMid-course test、６週目にはEnd of course 
assessment（提出〆切日:10月３日（日））があり、皆さんの習
得状況を確認していきます。

-授業のツール-
受講期間中は、ケント大学のゲストアカウントの権限が各自に付
与され、Microsoft TeamsやMoodleを使用します。参加者
はLIVEレッスンの時間外でも課題を提出したり、講師とコミュ
ニケーションがとれるようになりますので、時差関係なく、効率
的に学習を進めることができます。

-修了証-
プログラム修了後にはケント大学より修了証が発行されます。
就職活動等でアピールすることができます。

＜修了証サンプル＞
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-その他-
3週目,５週目では担当講師との1対１のチュートリアル（面
談）が設定されており、皆さんをフォローアップしていきます。

*テキストのサンプルを香美キャンパス本館事務局１F国際交流課
と永国寺キャンパス教育研究棟3F工科大事務局に置いています
ので、自由に見に来てください（平日: 8:30-17:15)。なお、プロ
グラム受講に際し、テキストはこちらで用意しますので各自で購入
する必要はありません。
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2021 August

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

15 16 17 18 19 20 ① 20:00-22:00 21 自習

コースの紹介 リーディング等

22 自習 23 ② 20:00-22:00 24 ③ 20:00-22:00 25 自習 26 ④ 20:00-22:00 27 自習 28 自習

カンタベリーの紹介、23
日のバーチャルツアー事
前準備

カンタベリー
バーチャルツアー

Speak Out Unit 1 レッス
ン

ボキャブラリー Speak Out Unit 1 レッス
ン

Speak Out Unit 1 Speak Out Unit 1. 4

29 自習 30 授業無し 31 ⑤ 20:00-22:00

イギリスの祭典や祝日に
ついて

Bank Holiday イギリスと日本の祭典や
祝日について

2021 September

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

29 30 31 1 自習 2 ⑥20:00-22:00 3 自習 4 自習

1時間程度の宿題 Speak Out Unit ２ レッ
スン

2時間程度の宿題 Speak Out Unit ２

5 自習 6 ⑦20:00-22:00 7 ⑧20:00-22:00 8 自習 9 ⑨20:00-22:00 10 自習 11 自習

イギリスケント州の歴史
（テューダー朝）、6日の
バーチャルツアー事前準
備

ヘヴァー城もしくは
Lullingstone Roman Villa
へのバーチャルツアー

Speak Out Unit ２ レッ
スン

1時間程度の宿題 Speak Out Unit ２ レッ
スン

2時間程度の宿題 プレゼンテーション
中間テスト

12 自習 13 ⑩20:00-22:00 14 ⑪20:00-22:00 15 自習 16 ⑫20:00-22:00 17 自習 18 自習

イギリスと日本での学び
に関する比較（13日の準
備）

ケント大学学生との交流
イベント（イギリスと日本
での学びについてディス
カッション）

Speak Out Unit ３ レッ
スン

1時間程度の宿題 Speak Out Unit ３ レッ
スン

2時間程度の宿題 Speak Out Unit ３.４

19 自習 20 ⑬20:00-22:00 21 ⑭20:00-22:00 22 自習 23 ⑮20:00-22:00 24 自習 25 自習

イギリス文化と慣習 プレゼンテーションスキ
ルワークショップとイギリ
ス文化に関するディス
カッション

Speak Out Unit ４ レッ
スン

1時間程度の宿題

ケント大学学生との交
流イベント

Speak Out Unit ４ レッ
スン

2時間程度の宿題 Speak Out Unit ４.４

26 自習 27 ⑯20:00-22:00 28 ⑰20:00-22:00 29 自習 30 ⑱20:00-22:00 10/1自習 2

プレゼンテーションスキ
ルワークショップとEAP
ディスカッション

ライティング、最終テスト 1時間程度の宿題と30
日のプレゼンテーショ
ンの練習

プレゼンテーション 2時間程度の宿題
最終テストの提出〆切

レッスンスケジュール

青文字・・・LIVEレッスン

※学習の進捗状況により時間割や講義内容が一部変更する場合がありますのでご了承ください。



募集要項

学士課程１～４年生、修士課程１～２年生の在学生

特に以下の学生におすすめします！

・大学院進学を予定している３～４年生でかつ修士研究留学を希望する
学生
・科目履修留学やトビタテ！留学JAPAN等の長期留学を目指す学生

プログラム対象学生

プログラム期間

・2021年8月20日（金）～9月30日（木）のうち月・火・木の
20:00-22:00と週末約４時間程度

※8月30日（月）はイギリスの祝日のため授業はありません。
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30,000円（テキスト代込）

※一人約20万円のプログラムですが、残りは大学が負担します。
※受講決定後、６月15日までに各キャンパス事務局に設置してい
る証明書発行機より支払いをしていただきます。
※一度納付された受講料は理由を問わず、原則として返金するこ
とができませんのでご注意ください。

受講料



応募資格

（１）以下の①又は②を満たしていること

①TOEICスコア400点以上（CASEC500点以上）
※同程度のスコア取得を前提とした授業を実施します
※TOEIC未受験者は、CASECのスコアを申請の際に入力してください
※本学で受験したTOEIC-IP又はCASEC以外のスコアを入力した学生
に該当試験のスコア証明書（写し）の提出を求める場合があります

②海外留学や国際学会での研究発表を目指していること
（例）修士研究留学、単位互換留学、トビタテ！留学JAPAN 等

（２）原則、全レッスンに出席でき、かつ10月20日のオンライン報
告会に参加できること
※参加が決定した場合、原則として辞退は受け付けませんのでご注意くだ
さい

（３）プログラム終了後、２０２２年２月末までにCASECまたは
TOEICテストを受験し、スコアを提出できること
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ポータル上の申請内容の審査、オンライングループ面接の結果から
総合的に判定します。

選考方法

募集人数

最大2４名
※参加者が10名未満の場合は、開講を延期、または中止する可
能性がありますので、予めご了承ください。
※13名以上の場合は、レベルに応じてクラス分けを実施します。
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留意事項

・このプログラムでは６週間で約６０時間（LIVEレッスン３4時間、週
末の自主学習２４時間）の英語レッスンを提供します。これらの時間
以外にも各自予習・復習の時間もとる必要があります。集中講義や
研究活動の学習とうまくバランスをとりながら受講・学習を継続で
きるか、事前に確認をしてください。

・互いに支えあいながら継続して学習できるように、プログラムとは
別に、Studyグループを作ります。オンラインを中心に定期的に集
まり、学生同士で学習状況の報告等を行っていただく予定です。

・プログラム期間中は本学国際交流課の担当スタッフも定期的に参
加者とのフィードバックの時間を設け、サポートしていきます。

・プログラム期間中にオンラインレッスンの状況を動画やスクリーン
ショットで撮影することがあります。それらを大学の広報、今後の参
加者募集、助成金活用報告等を目的として、本学のホームページで
公開したり、大学案内パンフレット等の印刷物として配布する場合
がありますのでご承知ください。

応募方法

ポータル上のアンケートから５/21（金） までに申請をする
※名前、連絡先等の個人情報に加え、自己PR、語学能力のスコア
等を入力。申告していただいたスコアは後日写し等で確認します。



受講に関する注意

必要な通信環境を整えましょう

受講環境は、ご自身の責任のもと、事前に整えておきま
しょう。PCでのインターネットのブラウザ （Microsoft
Edge, Google Chromeなど）を最新のバージョンに更
新しておく、オンラインツールの最新アプリケーションをイン
ストールするなど、受講に必要な通信環境の条件もご自身
にて整備していただく必要があります。Microsoft
TeamsやMoodleなどのプラットフォームを利用して授業
を行いますので、必ず授業開始前までにインストールおよ
び動作の確認をしておくようにしてください。特に、オンラ
イン授業を受講する上で、通信環境の確保は大変重要です。
LIVEレッスンが快適に受講できる通信データ容量やス
ピードなどを確保できるように通信環境を整えておくよう
にしてください。通信やパソコンなどのトラブル、 受講に関
わるトラブルを理由にした解約や返金には応じかねますの
で予めご了承ください。

PCやタブレットで受講しましょう

事前にカメラとマイクを必ずつけて動作確認してください

授業はPCやタブレットを使用
する想定で行われますので、
スマートフォンだと対応でき
ないケースが出てくる可能性
があります。スマートフォンで
の受講は控えてください。
また、学生寮自室又は自宅で
の受講を前提としています。
※開館時間や学習環境に制限があ
るので、ワークステーション室等で
の受講は利用はご遠慮ください


