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別紙(1) ウォーリック大学オンラインサマープログラム 二次募集 

2022.6 

 

 

1. プログラム趣旨 

本プログラムは、海外留学に興味があるものの語学力に不安がある学部学生・大学院学生をターゲット

とし、ディスカッション等を通じた英語力向上の場を提供する約 2 週間のオンラインプログラムであり、

以下の趣旨で実施される。 

① 英国大学によるウェビナーを通じた、当該地域の文化・社会理解 

② 英国文化に関するディスカッションを通じて、英語運用能力を高める 

③ 将来の長期留学や海外でのキャリア形成等に向けた動機づけを行う 

 

※ウォーリック大学：全学協定を締結し交換留学もおこなわれている協定校である。ロンドンから北西

約 150kmに位置（鉄道で約 1時間）するコベントリー市にある大学で、英国内の大規模研究型大学で

構成されるラッセルグループの一員。郊外型の大学で、大学内にスーパーなどの施設もある広大なキ

ャンパスが特徴。 

 

2. プログラム内容（予定） 

本プログラムは、本学学生向けに設定されており、本学学生は原則同じ授業を受講する。Aspects of 

British Cultureモジュールでは、計 10回にわたる 90 分の双方向ライブウェビナー（Microsoft TEAMS利

用）及び前後での Moodle を通じた e-ラーニング・課題提出によってプログラムを進めていく。ウェビナ

ーでは講義だけでなく、グループに分かれてのアクティビティーやディスカッションも取り入れられる。 

単位は付与されないが、修了証が授与される。プログラムの詳細は下記 URL及び添付の参考資料を参照

すること。 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/study/short-courses/short-courses-online/egc-online/aspects-of-

british-culture/ 

 

注：語学学習中心の授業かつ本学学生が集団で参加するプログラムであるため、既に十分な英語運用能

力がある学生や、英語力に自信があり海外大学の一般的なサマースクール（通常のアカデミックな講

義・授業）を希望する学生向けではない。 

 

3. 期間 

2022年 9月 5日（月）～9月 16日（金）（平日、日本時間 17:00-18:30） 

 

4. 募集人数 

学部学生・大学院学生 一次募集と二次募集合わせて 14～18名*程度 

（応募者僅少の場合は中止する場合がある。） 

 

5. プログラム日程（予定） 

6月 24日（金）正午 Go Global Statement 提出・承認締切【総合募集要項 3. 資格・

条件(1)のとおり】※2018 年 4月以降入学の学部学生のみ対象 

6月 27日（月）正午 学内応募締切 

6月 29日（水）正午 申請書類修正版再提出（差戻の場合）締切 

6月末～7 月初旬頃 学内選考・結果通知 

7月上旬頃～8月上旬 必要書類提出・プログラム費用の支払い等 

8月 8日（月） 事前説明会（オリエンテーション） 

9月 5日（月）～16日（金） プログラムの実施 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/study/short-courses/short-courses-online/egc-online/aspects-of-british-culture/
https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/study/short-courses/short-courses-online/egc-online/aspects-of-british-culture/
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9月 30日（金）まで 報告書類等の提出 

 

6. プログラムの資格・要件 

募集要項に記載の資格・要件に加え、以下の要件をすべて満たすこと。 

（１）中級程度以上の英語能力（IELTS 5.0 相当以上を目安とするが、必須ではない）。 

 何らかの英語能力の証明書を提出することが望ましいが、所持していない者も応募できる。 

（２）将来留学を考えるなど、海外大学での授業の受講、英語学習、異文化体験に興味を持っていること。 

（３）プログラム中使用するオンラインツール（Microsoft TEAMS、Moodle など）の利用が可能なこと。 

 

7. 費用 

プログラム料金 550ポンド（約 9万円程度） 

※採択決定後、やむを得ず辞退する場合は、本部国際交流課学生派遣チームに連絡の上、採択学生から

ウォーリック大学へ書面によるキャンセルの連絡を行う必要がある。また、料金に関しては、ウォー

リック大学への書面の到達タイミングにより以下のキャンセルポリシーが適応される。 

 

キャンセルポリシー： 

プログラム開始日の 5営業日以上前まで（ウォーリック大学現地時間 8 月 25日 23:59 まで）はプログ

ラム料金の 25%、5営業日未満（ウォーリック大学現地時間 8月 26日以降）はプログラム料金の 50%、

書面による連絡なく不参加の場合はプログラム料金の 100%がキャンセル料として徴収される。 

 

8. オリエンテーション 

本プログラム参加決定者を対象に、事前説明会（オリエンテーション）を、2022 年 8月 8日（月）14:00

～15:00 頃、オンラインにて開催する予定。プログラム参加決定者は必ず参加すること（日時は変更する

場合がある。詳細はプログラム参加決定者に別途通知予定）。 

 

9. 問合せ先 

本部国際交流課学生派遣チーム studyabroad.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

（問合せの前に総合募集要項を確認すること。） 

mailto:studyabroad.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp


The University of Warwick’s ASPECTS OF BRITISH CULTURE online programme will be delivered 
every weekday over two weeks. The module will start on Monday 5th September and finish on 
Friday 16th September. The 90-minute live sessions with University of Warwick tutors will take 
place between 17:00 – 18:30 (Japan time).

https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/study/short-courses/short-courses-online/egc-online/

ASPECTS OF BRITISH CULTURE

• The family and relationships in Britain

• Essential English skills for studying abroad

• Politics and government

• Sport in the UK

• An introduction to British music

• The media, celebrity and privacy

• Social class and social mobility

• Life in the countryside

• The heritage of Great Britain:

an overview

• The canon of English literature

Aspects of British Culture - ONLINE
University of Warwick /  University of Tokyo – September 5th 2022

The Aspects of British Culture module consists of 10 sessions, featuring a combination of online
materials accessible via our University of Warwick learning platform and live interactive 90-minute
sessions with University of Warwick tutors. The live sessions will include all participants and employ
breakout groups for discussion activities and to facilitate task completion. The programme will also
feature an online discussion forum moderated by the Director of Studies and group work leading
towards an end of programme presentation.

For more information please contact: ShortCourses@warwick.ac.uk
To apply, please follow the link: Aspects of British Culture

Students will receive a University of Warwick Certificate of Completion on successfully finishing each of the 10 
session blocks (90% attendance is required for successful completion of each module).

The programme fee of £550 per module includes registration, certification and all tuition fees.  

The University of Warwick is a top 100 
global university (Rank 61st - QSWR 2022) 

参考資料

mailto:ShortCourses@warwick.ac.uk
https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/study/short-courses/short-courses-online/egc-online/aspects-of-british-culture/

