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文化、歴史、社会問題を英語で深堀り。　Oxford 大学生との交流セッションもあり！
オックスフォード Online アカデミック講座

オンライン留学オンライン留学学びを広げる！

　世界とつながる！

▼　お申込みの手順 ▼　お問い合わせ
参加申込の条件を確認

参加申込のフォームを送信

UTS より手続きのご案内

Step 1 

Step 3

UTS 国際教育センター　㈱ユーティエス
〒 150-0002 　　　　　　　
東京都渋谷区渋谷 2-12-15  日本薬学会 長井記念館ビル 1F　
TEL 03-6418-0711   uts-group@uts-japan.co.jp

2022 年 4 - 12 月

≪大学生協でもお申込みいただけます≫

イギリス・ポーツマス大学指定のオフィシャル英語学校が主催。現地の授業に参加するハイブリッド型コース

全英でトップの評価を受ける英語学校。オンラインでもしっかり学べる！
ポートランド州立大学のオンラインプログラム。現地学生との交流もあり

英語コミュニケーション、テーマ授業でアメリカを深堀り ※実施未定。4月以降に確定予定。

Step 2

▼

▼

観光庁長官登録旅行業第 714 号

ハイデルベルクの語学学校が通年で開催するオンラインコース！

国際クラスで学ぶドイツ語授業。手頃な費用で、生のドイツ語に触れる！

ニュージーランドの南島、オタゴ大学の付属英語講座が開講するオンラインコース。

日本の昼間の時間帯で受講。英語にプラスしてニュージーランド文化も学べる！

¡Hola!世界の仲間たち。セビリアの教室と繋がるハイブリッド型授業！

ベテラン教師の指導で、世界の仲間と楽しくスペイン語を学ぼう！

プログラムの質問は　　
　　　　こちらから　　

■ご所属の大学生協旅行カウンター
ご所属の大学生協に旅行カウンターがない場合は、

■大学生協旅行センター北海道
　TEL：011-768-7787
  （お問合せ時間：平日：10：00 ～ 17：00）
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 英語で学び、 考え、 意見を述べる！

　　オックスフォード Online アカデミック講座
第 6回　2022 年    9 月   5 日 ( 月 )  -  9 月 16 日 ( 金 ) 　2 週間

2020年 3月にスタートした人気のプログラム。2022年も引き続き実施します。
CLIL(Contents and Language Intergrated Learning) 方式の授業は欧州で広く導
入されている語学教授法。テーマ (content) と語学 (language) の学習を組み合
わせ、学習者の思考 に焦点をあて、コミュニケーション力を伸ばします。オッ
クスフォード Onlineアカデミック講座では、このCLIL 方式で「ビジネス」「芸術」
「社会問題」などに関連したテーマを取り入
れます。一見、英語で学ぶには難解な事柄も、
日本人学生の授業に熟練した教師が、分か
りやすい英語を使いながら、学生の意見を
英語で引き出していきます。

少人数で学ぶ CLIL 方式の授業
Oxford ならではのテーマを深堀り

PO INT1

Oxford Photo © Dave Price (cc-by-sa2.0)

募集要項　（2022 年夏季）
プログラム日程 　2022 年　9 / 5   （月）～ 9/16（金）
募集人数 　24名　※最小催行 10名　1クラス 12 名以下
申込締切        8 月 15 日
英語力 　TOEIC500 以上目安

プログラム費用 　138,600 円（税込）
プログラム主催 　CIE Oxford

 申込みフォームはこちら
　　　　　▼　

Oxford 大学生との交流セッション、
同世代との交流で “学び ”のヒントを！

先生とつながるプラットフォーム
Edomodo で予習・復習も！

先生をひとり占め！
1対 1でチュートリアル個人レッスン

オックスフォード大学生とOnline 交流セッションを実施します。世界でも選び
抜かれた人材が集まるオックスフォード。学生たちは、ここで何を学び、何を
目指し、どんな日常を送っているのでしょうか。
「毎日の勉強時間は？」「部活はあるの？」「アル
バイトはしないって本当？」「将来の夢は？」勉
強から趣味のことまで、ざっくばらんに語り合う
楽しいオンライン交流会です！

Live 授業では、予習と復習が課されます。学習プラットフ
ォーム Edomodo を通し、授業に関して担当教師から毎回
課題が与えられ、各自で 1日 1時間を目安に取り組みます。

プログラム期間中、担当教師と 1対１のチュートリ
アル個人レッスンを週 1回（15 分）、合計 2回行い
ます。授業への質問など、英語のコミュニケーショ
ンに自信をつけましょう。

PO INT3

PO INT4

PO INT2

1 週目 月 火 水 木 金

17:00
|

19:15

Oxford 
Introducti /
History 

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ①

University of 
Oxford, Art & 
Architecture
ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ②

Multiculturalism
多文化社会

Interactive 
Review of the 
week
振り返り

Oxford 大学の
学生と

交流セッション

担当教師と 1対１のチュートリアル個人レッスン　（週 1回 15 分）

2 週目 月 火 水 木 金

17:00
|

19:15

Motivation
生き方、働き方
について

Leadership
リーダーシップ

SGD’s
持続可能な
開発目標

Interactive 
Review of the 
week
振り返り

Presentation
発表

担当教師と 1対１のチュートリアル個人レッスン　（週 1回 15 分）

授業前 授業のテーマについての事前学習、テーマの関連資料、ビデオ、語彙リストで予習準備
授業後 授業のレビュー、宿題、クイズ etc.

■サンプルスケジュール（2週間）　※Live 20.5 時間 +自習 10 時間

■ プログラム日程・費用
期間 開始日～終了日 費用（税込）

2週間 9月 5日 ( 月 ) ～ 9 月 16 日 ( 金 ) 138,600 円

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費、事務手続料
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僅か一平方マイルの小さな空間に、様々な年代の、いろいろな建築様
式の建造物を見ることができるオックスフォード。中心となる 13 世紀
ゴシック建築と 18 世紀ネオクラシカル建築について、その特徴や時代
背景を解説します。また、建物の様式がその時代の社会の変化や宗教
に深く関わっていることも事例をあげながら学んでゆきます。一方的
なレクチャーではなく、建物の特徴について発見できることや、感想
も求められます。事前学習では、オックスフォードのバーチャルツア
ーをビデオで鑑賞し、予めポイントを学んだうえでライブ授業に臨ん
でいただきます。

Architecture のテーマ授業。解説の動画は        こちら  →　

テーマを深堀り！

英語で 「考え」 「意見を述べる」 オンライン授業

テーマ授業 ①
Art and Architecture, Oxford University

SDGs とは 2015 年 9月の国連サミットで採択され、国連加盟 193 か国が 2016
年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた 17 の目標と 169 のターゲッ
トを指します。何となく開発途上国の問題だろうと思いがちですが、子供の貧
困や男女平等など、日本が抱える身近な問題も含まれています。

授業はまず、世界が直面する問題やテーマにはどんなものがあるのかを考える
ことから始まります。その中から一つのテーマについて、日本の現状を参加者
一人ひとりが説明をします。また、なぜ 17 の目標が必要なのか、実際に各国
が行っている政策についても考えます。2時間ではカバーしきれないほど、奥
が深いテーマですが、授業では、先生が答えを教えるのではなく、何枚かの写
真を見ながら「何を伝えていると思う？」と問いかけながら進みます。他の参
加者の様々な意見を聞き、自分の考えを英語で伝える貴重な機会となります。

現役のオックスフォード大生と語り合う、2時間のセッションです。同世代の若
者同士、様々な話題で自由な会話を楽しんでいただきます。予め質問したい内
容を提出していただきますが、即興の質問ももちろんOK！ 日本のポップカル
チャーや日本のお勧め観光地について等、オックスフォード大生からも、いろ
んな質問が飛び出します。授業を担当する先生とは異なり、ナチュラルなスピ
ードで話すので、実際の英語コミュニケーションを体感する機会にもなります。

多文化社会という言葉はよく耳にしますが、実際にはどのような社会
を指すのでしょうか。まず、プログラムの予習用の動画で、多文化社
会に関する基本的な考え方や、ポイントとなる語彙について学び準備
をしていただきます。授業では、イギリスを例にあげ、どのような経
緯でイギリスが多文化社会になったのか、なぜ移民は増え続けるのか、
歴史を踏まえて解説をします。多文化社会を象徴する「メルティング
ポット」と「サラダボール」が意味すること、様々な人種や国籍の人
が混ざり合うことで、新たな価値観や文化が生まれるという視点など
も取り上げます。多文化社会の良い点や問題点、日本の社会は多文化
といえるか？ etc.  意見を出し合いながら学ぶ授業です。

人はなぜ働くのか？　働くことのへの意欲や動機付けは何から生まれるのか？
少し難解なテーマに取り組む授業です。事前の予習では、Motivation とは何か、
例えば身近な例から、「あなたは何故学校に行くのか？学校で新しいこと学ぶ
ためにMotivation となっている要素を書き出そう」といった課題が出されます。
また、授業のスタートとなる Frederick Taylor が提唱した「科学的管理法」の
概要について、事前学習資料が配布されます。

授業では、働くことへのMotivation について考えます。以下 4人の経営学者
や心理学者らが提唱した理論を紹介し、それぞれの理論の相違点や特徴を解説
するとともに、働きかたについての歴史をたどります。理論について学ぶのが
目的ではなく、その根底にある考え方について、参加者に意見を求めます。一
方的なレクチャーではなく、「あなたはどう思うか？」を問う授業です。

テーマ授業 ②
Multiculturalism

テーマ授業 ③
SDGs

Oxford 大学生との、交流セッション

Assignment  宿題

テーマ授業 ④
Business Motivation

<エッセイの書き方アドバイス>

Practical tips
エッセーを書き⽅、構想を準備、問いへの答、
争点をピックアップ、事実を集める、フレ
ーズを使って繰り返しを避ける、短縮形は
使⽤しない etc.
Useful strucures
⽐較、賛否、接続表現
Common mistakes
冠詞の⽤法、3 ⼈称、複数形
進⾏形、過去形
Assesment Criteria
評価の基準

……

オックスフォードOnline アカデミック講座
体験者の声

受講のきっかけは？　興味を持ったテーマは？　
1対１のチュートリアルは？　
オンラインを受講して変わったことは？　
体験者の生の声をお聞きください！

                          動画は　　  こちら　 →　

◀ オックスフォード大学 3年生、Chemistry 専攻のガブリ
エルさん（2021 年 8月参加）。毎日 6時間のラボ、2時間の
レクチャー、さらにチュートリアルの準備と、超ハードな勉
強の日々について話してくれました。

                    動画は　　  こちら　→　
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ポーツマス大学のオフィシャル英語センター
LSI Portsmouth

オンラインでの英語力アップは、全英トップの評価を受けるこの学校で！
PO INT3

PO INT4

PO INT2

PO INT1 日本に居ながら、現地授業に参加
世界の仲間と英語を学ぶ！

募集要項　（2022 年）
プログラム日程 　毎週月曜日開始、週単位受講 *IELTS は 4 週間～
クラス編成 　1クラス 4～ 12 名
英語力 　初級～中級（A1*~C1） *IELTS は B1~
授業形態 　現地のクラスに参加するハイブリッド型
申込締切 　受講開始の 3週間前
その他 　最小催行は同レベルクラスに 4名以上

プログラム主催 　LSI Portsmouth

オンライン研修を実施する LSI Portsmouth はポーツマス大学の英語セ
ンターに指定されている英語学校です。充実した英語指導には定評が
あり、British Council による教育評価では全英約 400 校中、トップにラ
ンキングされています。
IELTS の公式テストセンターでもあり、IELTS 指導のスペシャリストの
先生がそろっています。将来、交換留学を実現するために、IELTS スコ
アアップをねらう方にもおすすめです。

<プログラムの特徴>
✿ ハイブリッド型のオンラインレッスン。イギリスの教室での授業参加者
  とオンライン参加者が共に学ぶための工夫が凝らされたプログラムです。
✿ 1 日 2.5 時間受講のライトコースと、1日 5時間（金曜のみ２．５時間）
  受講のインテンシブコースから選択できます。
✿ 1 クラス 12 名以下の少人数編成。世界各国の仲間と学びます。
✿ 事前のオンラインテストと教師による Zoomインタビューでレベル分け
✿ 英語力の底上げをする一般・集中の総合英語の他、IELTS に特化した試
  験対策コースも別途選択が可能。※試験対策は中級以上対象。詳しくはお問い合わせを
✿ オンライン授業にプラスして、最新の話題を動画教材として自習ができ
  る英語教材「Sensations English」を無料で「12ヶ月間」利用ができます！

1 日 2.5 時間受講の Light コース、または
1日 5時間受講※の Intensive コースから選択

月～金曜日
（土・日曜・祝日休み）

時間割
イギリス時間

時間割
日本時間

１週間あたり
12.5 時間 /22.5 時間

英語授業
（オンライン）

Ⓐ 9:00 – 11:45
月～金

Ⓐ 17:00 – 19:45
月～金

75 分ｘ 2 ﾚｯｽﾝ

11:45 – 13:00 19:45 – 21:00 休憩

Ⓑ 13:00 – 15:45
月～木

Ⓑ 21:00 – 23:45
月～木

75 分ｘ 2 ﾚｯｽﾝ

毎週月曜日開始、週単位で受講
コース＆費用

◆ 毎週月曜日開始　※祝日は休講 4/15, 4/18, 5/2, 6/2, 6/3, 8/29 

期間
Light    週 12.5 時間（税込） Intensive   週 22.5 時間（税込）
総合英語 IELTS 対策 総合英語 IELTS 対策

1週間 29,700円 - 55,000 円 -
2 週間 59,400円 - 110,000 円 -
3 週間 89,100円 - 165,000 円 -
4 週間 118,800 円 118,800 円 220,000 円 220,000 円

延長（1週間） 29,700円 29,700 円 55,000 円 55,000 円

いつでもどこでもオンラインで自主学習。
「Sensations English」が 1年間利用できる！

LSI のオンラインコース受講者は、オンライン上で
学ぶの自習教材「Sensations English」を無料で 12
ヶ月間利用できます。最新のニュースを豊富に取
り入れた動画教材で、時事英語に強くなりながら
英語の 4スキルを伸ばすユニークな学習方法。休
日や通学中などのすき間時間に、いつでもどこで
も手軽に学習ができるのも魅力です。

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費、Sensations English 利用料、事務手続料

 申込みフォームはこちら　▶　

※ 10/30 以降は冬時間となり、日本時間は 1時間遅くなります。

週 12.5 時間のライトコース、週 22.5 時間のインテンシブコースから選べます。
・週 12.5 時間 (1日 2.5 時間 ) のライト：Ⓐ のみの時間で受講
・週 22.5 時間 (1 日 5時間 ※金曜のみ 2.5 時間 ) のインテンシブ：Ⓐ +Ⓑ の時間で受講
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　ポートランド州立大学オンラインプログラム
Portland State University

　英語コミュニケーション、 テーマ授業でアメリカを深堀り、 現地学生との交流！

 申込みフォームはこちら　▶　

PO INT3

PO INT2

PO INT1 ポートランド州立大学
International Special Programs が実施

募集要項　（2022 年夏季）
プログラム日程 　受講期間：2週間　8/22（月）～ 9/2（金）
クラス編成 　1クラス平均 12～ 17 名
英語力 　初級～上級（A2~C1） 
授業形態 　オンライン型
申込締切 　未定（7月初旬予定）

プログラム主催 Portland State University International Programs 

ポートランド州立大学（PSU）の国際セクションの一つ、Internatinal 
Special Programs が提供するオンライプログラムで、日本の大学生対
象に実施します。日本に居ながら、現地で学ぶのと同じように、英会
話力や異文化コミュニケーション能力の向上が期待できます。午前中
は会話重視の英語クラス、続いて現代アメリカを学ぶテーマ授業を受
講します（1 クラス17 名まで）。午後はテーマ授業のグループディスカッ
ション、さらに PSU の現地学生と英語で交流します。

<プログラムの特徴>
✿ 例年ポートランドで実施していた現
地プログラムを、リモートで受講
✿ 1時限は英語のコミュニケーション
にフォーカスした英語授業
✿ 2限目は、ビジネス、SDGs、ポー
トランドのポップカルチャーなど、  
   興味深いテーマを深堀りする授業
✿ テーマ授業について、さらにグループでディスカッション
✿ 同世代のポートランド大学生と交流し、英会話力や異文化コミュニ
   ケーション能力をUP ！
✿  2 週間で合計 45時間の受講 

月～金曜、1日 4.5 時間のライブ授業
日本で学びやすい時間帯

英語を使い、テーマを学び
現地学生との交流も！

月～金曜日
（土・日曜休み）

時間割
アメリカ時間

時間割
日本時間

1 日あたり 4.5 時間

英語授業
（オンライン）

16:30 – 18:00 08:30 – 10:00 英語 Communication

18:15 – 19:45 10:15 – 11:45 テーマ授業

19:45 – 20:15 11:45 – 12:15 休憩（ランチ）

20:15 – 21:00 12:15 – 13:00 グループディスカッション

21:15 – 22:00 13:15 – 14:00 現地学生と交流

<English Communication Class> 8.30 - 10.00 am
身近なトピックを取り上げ、日常会話で役立つフレーズや表現法を学びながら、
コミュニケーション能力（プレゼンテーションやディスカッション）の向上を目指します。
　・英語での自己紹介や会話の進め方　・アメリカ英語の発音とアクセント
　・英語での意見の伝え方　・アメリカの文化やポートランド独自の文化

<Content Based Class> 10.15 - 11.45 am
テーマを設定し、英語を使って内容の理解を深めます。以下はテーマ例。
■ American Business
　ビジネス用語とボディーランゲージ、プレゼンスキル、ロゴとスローガン、
　企業の SWOT 分析 etc.
■ Portland Pop Culure
　ポップカルチャーとは？、リサイクルとアップサイクル、コーヒー好きのポー
　トランド、ポートランドの芸術パワー etc.
■ SDGs: Sustainable Portland
　サステイナブルファッションとは？　4Rs: Reduce, Reuse, Recicle, Rot

<Group Discussion Class> 12.15 - 1.00 pm
　テーマ授業について、グループでディスカッション

<Conversation with PSU students> 1.15 - 2.00 pm
　小グループに分かれ、PSU の現地学生との会話で交流

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費、事務手続料

期間 開始日～終了日   （2022 年） 参加費用 ( 税込 )

2 週間 8月 22 日 ( 月 ) ～ 9 月 2 日 ( 金 ) 99,000 円

◆参加費用＆日程

※上記は 3月現在の暫定の時間割です。今後タイムスケジュールが多少変更になる可能性
　があります。お申し込み時に最新のタイムスケジュールをご確認ください。

※このプログラムは３月現在では実施が未定です。4月以降に実施の有無が決まります。
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PO INT3

PO INT2PO INT1 英語にプラスして、
ニュージーランドの文化・歴史を学ぶ！

募集要項　（2022 年夏季）
プログラム日程   受講期間：3週間 、8/22（月）～ 9/9（金）
クラス編成   1 クラス 14 ～ 18 名
英語力   初級～上級（A1~C1） 
授業形態   オンライン型
申込締切   7 月 8 日（金）※締切が早いのでご注意ください！

プログラム主催   University of Otago, Language Centre

その他
  パスポート情報の提出が必要です。
  ※なお、有効なパスポートをお持ちでない方は、在学大学
  からの在学証明書 ( 英文表記 ) の写しなどを代替の書類とし
  てご提出いただくようになります。

オタゴ大学は 1989 年創立のニュージーランドで最も古い大学です。南
島南部の都市ダニーデンのキャンパスには 2万人を超える学生が在籍
し、世界の大学ランキングでも常に高い評価を得ています（2020 年
QS 世界大学ランキング 176 位）。Language Centre （UOLC）は大学付
属の語学センター。外国人を対象とした大学進学のためのファウンデー
ションコースの他、短期で受講ができる一般英語、IELTS 試験対策、ア
カデミック英語などさまざまな語学コースを開講しています。2020 年
からは、世界各国からオンライン参加ができるオンライン英語講座を
開始。日本の大学生を含む、さまざまな国からの参加者が学んでいます。
ここで紹介する一般英語＋ニュージーランド文化コースは、英語の総
合力を付けながら、ニュージーランドの文化、歴史、習慣を学ぶユニー
クなプログラム。双方向の Live 授業で英語とニュージーランドを学び
ます。

<プログラムの特徴>
✿ 朝 1時間の Live 文化講座、昼～午後 3時間の  Live 英語授業の組合わせ。

✿ 英語授業は、読む、書く、聞く、話す、文法、語彙など英語力を総合的

に伸ばすカリキュラム。

✿ 文化講座 Session は海外に居ながらの ‘Kiwi experience’ を目指し、ニュー

ジーランドの文化、生活、歴史を楽しく学ぶ Live アクティビティ。

✿事前のレベルチェックテストで、初級～上級まで 5段階のレベル分け。

✿ 1クラス平均 14 名、最大 18 名の国際クラス。  

✿ 3 週間で、Live 英語授業が計 45 時間＋ニュージーランド文化講座が計

15 時間の構成で合計 60 時間の受講。

日本の午前と午後で受講
1日当たり計 4時間の Live 授業

3週間で 60時間、しっかり学習
コース＆費用

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費、事務手続料

　南島ダニーデン ・ オタゴ大学の付属英語講座

University of Otago, Language Centre
Online General English and New Zealand Cuture & Customs

◆ General English and New Zealand Culture & Custom（週 15+5 時間 )

月～金曜日
（土・日曜休み）

時間割
ニュージーランド

時間

時間割
日本時間

週当たり 20 時間
1 日 1+3 時間

英語授業
＆文化講座

（オンライン）

12:00 – 13:00

休憩

14:00 – 17:00

9:00 – 10:00

休憩

11:00 – 14:00

Live 文化講座
Session
休憩

Live 英語
Lesson

期間 開始日～終了日（2022 年） 参加費用（税込）

3週間 8月 22 日 ( 月 ) ～ 9 月 9日 ( 金 ) 119,900 円

※上記は暫定の時間割です。今後タイムスケジュールが多少変更になる可能性があります。

 申込みフォームはこちら　▶　
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ハイデルベルクの語学学校

F + U Academy of Languages
お手頃費用で、生のドイツ語に触れてみよう！

PO INT3

PO INT4

PO INT2

PO INT1 ドイツ有数の大規模語学学校
F+U Academy of Languages

募集要項　（2022 年）
プログラム日程 　毎週月曜日開始、週単位受講

クラス編成 　1クラス 6～ 20 名
　※同レベルが 5名以下の場合は授業時間数を減らして実施

ドイツ語力 　初心者 *～上級（A1~C2）  * 開始日指定
授業形態 　オンライン型
申込締切 　受講開始の 3週間前

プログラム主催 　F + U Academy of Languages

F+U アカデミーはドイツ国内最大規模の語学学校の 1つです。ベルリ
ンとハイデルベルクに校舎がありますが、ハイデルベルク校の語学コー
ス受講生と試験センター利用者数は、年に約 10,000 人にものぼります。
ドイツ語コースには、毎年世界約 100 ヶ国から受講生が集まっていま
す。ドイツ語の他に、英語、スペイン語、フランス語、日本語など様々
な言語コースを設けています。
F+U アカデミーのオンライン授業は、国際クラスで生のドイツ語を気
軽に学べるのがポイント。将来、現地で学ぶリアル留学を検討してい
る人には、その準備コースとして気軽に参加してみましょう !

<プログラムの特徴>
✿ 世界各国の参加者と一緒に学ぶオンラインレッスン
✿  1 クラスは平均 6～ 15 名（最大 20 名以下）の編成
✿ ドイツ語レベル初心者から上級者まで受講可能（※初心者は毎月第一月
　曜日が開始日）
✿ 1 日４レッスン＝約 3時間の授業時間。 ※ 1レッスン：45分授業
✿  授業は日本の夕方～夜の時間帯で受講！
✿  事前のテストでレベルを確認。レベル別のデジタル教材を使用

オンライン授業は、45 分レッスンを１日 4レッスン＝週 20 レッスン（180
分＝３時間）。最新の技術で効果的な授業が行われており、日本に居なが
らにして世界各国の受講生と一緒に学ぶことができるのも魅力です。

1 日 4レッスン（45分 x 4 ﾚｯｽﾝ）
日本時間の夕方から授業開始

毎週月曜日開講 (※初心者は第一月曜のみ）

コース＆費用　

レベル別のテキスト E-book を使用
書き込みや、先生との情報共有も

教材は E-book と呼ばれるデジタル教材
を使用。レベル別に設定されており、上
記の費用には１レベル分の教材費が含ま
れています。受講中にレベルが変わる際
には、新たなレベルの E-book を追加で
購入します。

月～金曜日
（土・日曜休み）

時間割
ドイツ時間

時間割
日本時間

1 日 3 時間

ドイツ語授業
（オンライン）

9:00 – 10:30 16:00 – 17:30 45 分 x 2

10:30 – 10:45 17:30 – 17:45 休憩

10:45 – 12:15 17:45 – 19:15 45 分 x 2

◆ 毎週月曜日開始　※祝日は休講 1/6, 4/15, 4/18, 5/26, 6/6, 6/16, 10/3, 11/1, 12/26
期間 参加費用（税込）
１週間 35,000円
2 週間 51,000円
3 週間 67,000円
4 週間 83,000円
5 週間 90,000円

延長（1週間） 14,000円
※受講時に同レベルが3-5名となる場合、75％の授業時間 (週 15 ﾚｯｽﾝ )での実施となります。
※受講時に同レベルが 2名以下で、教師と１対 1、または 1対 2の授業となる場合、50％
の授業時間 ( 週 10 ﾚｯｽﾝ ) での実施となります。

 申込みフォームはこちら　▶　
※ 10/30 以降は冬時間となり、日本時間は 1時間遅くなります。

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費＊(E-book 1 ﾚﾍﾞﾙ分）、事務手続料
  ( ＊注意 ) コースの途中で受講レベルが変更になる場合は、新しいレベルの E-book の購入が
                   別途必要となり、教材費がもう 1レベル分 (6,800 円 ) 追加でかかります。
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セビリアから ¡Hola !

CLIC international House, Sevilla
世界の仲間と、スペイン語を学ぶ

PO INT3

PO INT2

PO INT1 セビリアのスペイン語学校
CLIC International House, Sevilla

募集要項　（2022 年）
プログラム日程 　毎週月曜日開始、週単位受講

クラス編成 　1クラス 3～ 12 名
　※同レベルが２名以下の場合は授業時間数を減らして実施

スペイン語力 　初心者 *～上級（A1~C2）  * 開始日指定
初心者不可の開講日 　7/4, 7/18, 8/1, 8/15, 8/29,12/5は初心者不可の開講日です。

授業形態 　現地のクラスに参加するハイブリッド型
申込締切 　受講開始の 3週間前

プログラム主催 　CLIC International House, Sevila

CLIC International House Sevilla はアンダルシアの中心都市セビリアにある
スペイン語学学校。充実した教師陣による語学指導には定評があり、外国
人対象のスペイン語コースの他、地元のスペイン人を対象とした英語講座
なども開講する語学の専門学校です。
2022 年からはセビリアの校舎での対面授業に世界各国からオンラインで参
加ができるハイブリッド型のプログラムを開講しています。日本に居なが
らにして、世界の仲間と一緒に、優秀な教師の指導が受けられる魅力的な
オンライン学習コースです。

≪プログラムの特徴≫
✿ ハイブリッド型のオンラインレッスン。セビリアの教室での授業参加者
  とオンライン参加者が共に学ぶための工夫が凝らされたプログラムです。
✿ 1クラス 10 名以下の少人数編成クラスで世界各国の仲間と学びます。
✿コミュニケーションを主体とした教授法でスペイン語のさまざまな表現
  を学習していきます。
✿ 授業は日本の夕方～夜の時間帯で受講します。
✿ スペイン語レベル初心者から上級者まで受講可能です。

月 -金の日本時間の夕方～夜で受講、
毎日コツコツ学んで実力アップ！

毎週月曜日開始、週単位で受講
コース＆費用 (※初心者は開講日要確認）

 申込みフォームはこちら　▶　

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費、事務手続料

期間 General Spanish 20（週 20 レッスン）　
参加費用（税込）

2 週間 58,000 円
3週間 84,000 円

4週間 110,000 円
5週間 135,000 円

延長（1週間） 25,000 円 / 週
※受講時に同レベルが 2名以下で、教師と１対 1、または 1対 2の授業となる場合、50％の
授業時間 ( 週 10 ﾚｯｽﾝ ) での実施となります。

◆ 毎週月曜日開始　※祝日は休講 1/6, 2/28, 4/14, 4/15, 5/2, 5/4, 6/16, 8/15, 10/12, 11/1, 12/6, 12/8 

月～金曜日
（土・日曜・祝日休み）

時間割
スペイン時間

時間割
日本時間

週当たり 20 ﾚｯｽﾝ
1 日 4 ﾚｯｽﾝ

スペイン語授業
（オンライン）

9:15 – 10:55 16:15 – 17:55 50 分 x 2 ﾚｯｽﾝ

10:55 – 11:20 17:55 – 18:20 休憩

11:20 – 13:00 18:20 – 20:00 50 分 x 2 ﾚｯｽﾝ

※ 10/30 以降は冬時間となり、日本時間は 1時間遅くなります。



ＵＴＳ国際教育センター 
オンライン留学各プログラム·参加規定 (2022 年 4-12 月) 

 

■ お申込み（契約の成立） 
⼊⼒済みの申込みフォームを当社が受領し、その後発⾏される請求書に基づき参加費⽤の⽀払いがなされた時点で、正式
なお申し込み（契約の成⽴）となります。 
■ 申込みの締切り 
締切⽇が設定されている場合を除き、プログラム開始⽇の 3 週間前までにお申し込みください。参加の受⼊れは申込時点
での空き状況によります。 
■ お支払い 
プログラムを提供する研修校からの受け⼊れ確認後、UTS から参加費⽤の請求書をお送りします。請求書に記載した期限
までに銀⾏振り込みにてお⽀払いください。尚、お⽀払いは所属する⼤学の⽣協店舗にて⾏うことも可能です。 
■ 研修校による参加取消し 
研修校が受⼊れを決定した後に、語学レベル確認のオンラインテストやインタビューを実施し、その結果該当する受⼊れ
レベルクラスがなく参加をお断りする場合、お⽀払いいただいた⾦額は全額払い戻します。その他、現地の事情によりオ
ンライン授業が中⽌となり、予定した授業が受けられない場合は、お⽀払いいただいた⾦額の内、受講できなかった時間
数に相当する⾦額を払い戻します。参加者の都合による授業の⽋席は払い戻しの対象となりません。 
■ 取消し 
契約成⽴後に、お客様の都合によりプログラムの申込を取り消す場合は、各プログラムとも、以下の取消料をお⽀払いい
ただくことにより、契約の解除を⾏うことができます。お申込みプログラムにより取消料の規定が異なります。 
 
◆取消料 

Oxford Online アカデミック講座  
正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 24 ⽇前まで・・・・・・・・・・無料 
プログラム開始前⽇から遡って 23 ⽇〜3 ⽇前まで・・・・・・・・・・・・21,000 円 
プログラム開始前⽇から遡って 2 ⽇前以降・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

LSI Portsmouth 

イギリス 

正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 24 ⽇前まで・・・・・・・・・・無料 
プログラム開始前⽇から遡って 23 ⽇〜3 ⽇前まで・・・・・・・・・・・・21,000 円 
プログラム開始前⽇から遡って 2 ⽇前以降・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

Portland State University, ISP 

アメリカ 

正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 31 ⽇前まで・・・・・・・・・8,000 円 
プログラム開始前⽇から遡って 30 ⽇〜18 ⽇前まで・・・・・・・・・・・49,500 円  
プログラム開始前⽇から遡って 17 ⽇前以降・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

University of Otago, Language Center 

ニュージーランド 
正式申込以降、7/22 まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75,000 円 
7/23 以降・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

F+U Academy of Languages 

ドイツ 

正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 24 ⽇前まで・・・・・・・・・・無料 
プログラム開始前⽇から遡って 23 ⽇〜7 ⽇前まで・・・・・・・・・・・・21,000 円 
プログラム開始 7 ⽇前以降・・・・・・・・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

CLIC International House 

スペイン 

正式申込以降、プログラム開始前⽇から遡って 24 ⽇前まで・・・・・・・・・・無料 
プログラム開始前⽇から遡って 23 ⽇〜3 ⽇前まで・・・・・・・・・・・・21,000 円 
プログラム開始 2 ⽇前以降・・・・・・・・・・・・プログラム費⽤の 100％（全額） 

 
■ その他 
・プログラム受講時は PC、マイク、ウェブカメラ、インターネット環境が必要です。ご⾃⾝にてご準備下さい。 
・プログラムにより、同レベルのクラス⼈数が規定に達しない場合、授業数を減らして実施する場合があります。 

詳細は個別にご案内いたします。 
・参加者の通信環境、機器の不具合による⽀障には、当社は責任を負いません。 
 
■ プログラムに関するお問い合わせ 

UTS 国際教育センター  ㈱ユーティエス 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-12-15 日本薬学会長井記念館ビル 1F 

TEL: 03-6418-0711  Email : uts-group@uts-japan.co.jp 

 

■ プログラムのお申し込みフォームはこちら→   
https://business.form-mailer.jp/fms/1b33aae1130340 
 

 

※各プログラムは、所属大学内の生協トラベルカウンタ〡にてもお申し込みいただけます。 


