
●留学費用概算

●渡航日程

留学申請案内URL

手続き期限：10/21(金)

Global English (理工系英語）：約42-45万
HOPES:約62-68万

Global English（理工系英語）：2月14日～3月1日(2週間)
HOPES：2月28日～３月29日(4週間)

写真を入れて
ください

寮 食事なし(平日の昼食券付き)●滞在形態

東海大学留学生のみのクローズドクラス●授業形態

●授業時間 9:00～14:30(昼休憩含) 1日約5時間

●公式ホームページ http://htic.pr.tokai.ac.jp/
（該当プログラムのページはありません）

https://onl.sc/4Bp
wmpv

http://htic.pr.tokai.ac.jp/
https://onl.sc/4Bpwmpv


●留学費用概算

●渡航日程

提出書類ダウンロード

提出期限：10/21(金)

約38万円

2月14日～3月16日(4週間)

写真を入れて
ください

寮(2～３人1部屋)●滞在形態

英語学習・体育・文化体験・研修旅行
現地学生とのコミュニケーションなど●授業形態

●授業時間
平日9:00～17:15
90分授業 x 4コマ

https://www.bosei.dk/ja/●公式ホームページ

https://onl.sc/EP1
B3Ed

https://www.bosei.dk/ja/
https://onl.sc/EP1B3Ed


●留学費用概算

●渡航日程(予定)

約90万円(各期間）
1月22日～2月19日
2月19日～3月19日

ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学(UBC)
カナダ：バンクーバー（英語）

写真を入れて
ください

ホームステイ(3食付)●滞在形態

会話中心 英語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間 平日9:00～12:30 ＆
13:30～15:45 (金曜は午前のみ)

https://eli.ubc.ca/●公式ホームページ UBC ELI

提出書類ダウンロード

提出期限：10/21(金)
https://onl.sc/cvG

2sP5

https://eli.ubc.ca/
https://onl.sc/cvG2sP5


●留学費用概算

●渡航日程(予定)

約85万円

2月10日～3月20日

西オーストラリア大学
オーストラリア：パース（英語）

写真を入れて
ください

ホームステイ(2食付)●滞在形態

会話中心 英語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間 平日8:30～10:30 ＆
10:45～12:45

https://www.uwa.edu.au/home●公式ホームページ

提出書類などは後日ご案内します。
パスポートだけは10月中に取得して下さい。



●留学費用概算

●渡航日程(予定)

約80万円

2月10日～3月12日

オークランド大学

ニュージーランド：オークランド（英語）

写真を入れて
ください

ホームステイ(2食付)●滞在形態

会話中心 英語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間 平日8:15～12:30 または
13:00～17:30

https://www.ela.auckland.ac.nz/●公式ホームページ

提出書類などは後日ご案内します。
パスポートだけは10月中に取得して下さい。



●留学費用概算

●渡航日程

提出書類ダウンロード

提出期限：10/21(金)

約48万円
2月5日～2月26日

*2月4日夜発の可能性あり

写真を入れて
ください

寮(2人1部屋・寝室別)
※変更の可能性有

●滞在形態

会話中心 ドイツ語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間
9:00-12:35 平日45分 x 4コマ

週１５時間 x ３週間

https://sprachenzentrum.univie.ac
.at/en/german-courses/february-
intensive-courses

●公式ホームページ

https://onl.sc/y26YY
w5

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/february-intensive-courses
https://onl.sc/y26YYw5


●留学費用概算

●渡航日程

提出書類ダウンロード

提出期限：10/21(金)

約50万円
2月24日～3月26日

写真を入れて
ください

寮(2人1部屋) 食事無
*Covid-19により1名1室の可能性有●滞在形態

東海大学生のみのクローズドクラス●授業形態

●授業時間
9:00-12:30 1日約3時間

週15時間

https://www.sprachenzentrum.hu-
berlin.de/en (プログラムのHPではありません)

●公式ホームページ

https://onl.sc/urqhB
aY

https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/en
https://onl.sc/urqhBaY


●留学費用概算

●渡航日程

提出書類ダウンロード

提出期限：10/21(金)

約58万円

2月25日～3月21日

写真を入れて
ください

寮(個室)●滞在形態

会話中心 フランス語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間
平日8:30～13:30(休憩含む)
週17～22時間 x 3週間

https://cief.u-bourgogne.fr/●公式ホームページ

https://onl.sc/y8V
7qc9

https://cief.u-bourgogne.fr/
https://onl.sc/y8V7qc9


●留学費用概算

●渡航日程

約62万円

2月26日～3月31日

写真を入れて
ください

ホームステイ(3食付き)
もしくは寮(食事選択)

●滞在形態

インターナショナルクラス・
一般スペイン語研修の他スペイン文化など●授業形態

●授業時間
平日9:00～13:30

1日4時間/週20時間

http://cursosinternacionales.usal.es/en/
spanish-language-and-culture-courses●公式ホームページ

https://onl.sc/BSimhyv
提出書類ダウンロード

提出期限：10/21(金)

http://cursosinternacionales.usal.es/en/spanish-language-and-culture-courses
https://onl.sc/BSimhyv


●航空券費用概算

●渡航日程(予定)

約16万円

3月上旬(2週間)

ﾓﾝｸｯﾄ王ﾗｶﾊﾞﾝ工科大学
タイ：バンコク、タイ南部チュンポーン県

（タイ文化・ボランティア研修）

写真を入れて
ください

寮(食事なし)●滞在形態

ボランティア活動
タイ文化講座●授業形態

https://www.kmitl.ac.th/
(プログラムのHPではありません)●公式ホームページ

提出書類などは後日ご案内します。
パスポートだけは10月中に取得して下さい。

調整中

about:blank


東海大学2022年度
冬期短期留学

〇申し込みをした方は、１０月２１日（金）までに
パスポートの顔写真のページをイーエスツアーに
メールで提出下さい。（ワシントンセンターは除
く）

nakagawa-h@tokai-eic.com
イーエスツアー 中川宛

○【重要】その他にも一部留学先は留学先別
に個別の手続き・書類提出が必要です。
各留学先ページに記されたURLもしくは
QRコードから必要書類をダウンロード、
指定された期日までに必ず提出下さい！
第２希望のある方は、第２希望の書類も
提出を忘れないでください。

ページにアクセス、「Google drive」を
クリックするとファイルが表示されます。
※「Google drive」の表示が出ないときもあります

ファイルを右クリックして出る
からファイルをダウンロードしてください。
スマホ・タブレットは各ファイルを開いて
右上の の記号からダウンロード。

○ワクチン接種が必須な渡航先があります。
現時点でアメリカ・ニュージーランド・タイ・
カナダ・スペインの入国に必要とされています

なるべく９月～１０月初頭までにパスポー
トを申請しておいてください。

mailto:nakagawa-h@tokai-eic.com


●留学費用概算

●渡航日程(予定)

目安：約140～150万円

１月中旬～４月下旬

ワシントンセンター
アメリカ：ワシントンDC (インターンシップ）

写真を入れて
ください

寮(食事なし)●滞在形態

インターンシップ・講義他●授業形態

https://www.u-
tokai.ac.jp/global/outbound/kin
d/program/internship/washingt

on/
●ホームページ

学内の選考後、ワシントンセンターに各自でお申
し込みいただきます。
現地の都合により参加が叶わない場合もあります。

The Washington Center

TOEFL iBT80以上
GPA3.0以上●応募条件

このプログラムの応募方法等は上記のHPでご確認ください！

https://www.u-tokai.ac.jp/global/outbound/kind/program/internship/washington/
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