
 

1 

 

 

 

オンライン留学の出願とその後の流れについて 

 

1. オンライン留学の出願と許可 

① ２０２０年１０月３０日（金）１２：００時間厳守  

下記を国際交流センターへ提出する 

 ・春休みオンライン留学申込み者→「2021 年春休みオンライン留学申込書」 

・前期オンライン留学申し込み者→「2021 年度前期オンライン留学申込書」  

② ２０２０年１１月：各学科会議等で審議。選考結果発表 

③ ２０２０年１１月～：オンラインプログラムへの申し込み手続き開始 

その後の手続き等は、当該大学の指示によります。 

 

2. 留学先で修得した単位の認定 

終了後、当該大学発行の成績証明書や修了書を、速やかに本学国際交流センターに提出すること。下記

のように受講科目・授業時間数等をもとに所属学科で審議し、教学委員会および教授会で単位の認定

を行う。 

・取得した単位は、卒業に必要な単位に一括認定されます。（学科によって追加される科目の区分が異

なります。なお、グローバル・スタディーズ学科は専門科目の単位に一括認定されます。） 

・語学センターの科目は、授業時間３０時間につき２単位で単位計算を行ないます。語学センターで

の受講期間と受講時間がわかる英語での証明書を提出ください。 

・オンライン留学中に本学で開講される科目の履修を希望する場合は、オンライン留学で取得予定の

単位数も含めて CAP 制の上限を超えない範囲（2020 年度学生便覧 33-34 ページ参照）であれば履修

できます。ただし時間割の特別配慮はありません。 

 

3. 前期オンライン留学者のプログラム終了後の科目履修 

前期オンライン留学終了後の本学の履修登録は、アドバイザー・所属学科教学委員等と相談の上、行う

こと。（オンライン留学中に履修できなかった必修科目や資格に必要な科目については、終了後に履修

すること。） 

 

4. 注意事項 

① オンライン留学の目的をはっきりと持ち、何を学びたいのか計画を立てること。 

② 受講で困らないように、事前に可能な限り語学力を高めておくこと。 

③ 受講費用の確保についてスポンサー（保護者等）とよく相談しておくこと。 

 

5. 学内問い合せ先 

 仙台白百合女子大学 国際交流センター 

 Tel. 022 − 374 − 5232（直通）      e-mail  exchange@sendai-shirayuri.ac.jp 

以下は、2020年９月３０に開催したオンライン留学説明会（2021年春休み・2021年度前期の受講）

にて配付した資料です。別途ウェブページにアップロードされている「海外提携校留学に関するよくある質

問」も読んでください。 
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２０２１年 オンライン留学の手引き（英語圏） 

仙台白百合女子大学・国際交流センター 

（２０２０年９月３０日作成） 

 

世界的に各大学等でオンライン授業の導入が推進されており、いくつかの本学提携校でもリアルタイムの

授業を含めたプログラムが提供されています。日本にいながら受講しますので、海外生活に伴う感染リス

クやストレス、治安面などの心配が不要なのに加えて、渡航費用も発生しないので、通常の現地への留学

よりオンライン留学における心的・経済的ハードルは低いといえます。仙台白百合女子大学と留学に関す

る提携を結んでいる提携校の内、2021 年春休み・2021 年度前期においてオンラインプログラムの受講が

可能な大学は以下のとおりです。通常の現地への留学と同様に本学に在籍したまま、プログラムの受講が

できます。 

 

【１】オンラインプログラムを提供している提携校： 

下記２校です。プログラム概要・日程・費用は別紙をご覧ください。 

 

① 協定校 ヴィクトリア大学（カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州） 

  University of Victoria（UVIC）Division of Continuing Studies 

  PO Box 3030 STN CSC Victoria BC V8W 3N6, Canada 

    Tel. 1-250-472-4644   URL  http://www.uvcs.uvic.ca/ 

 カナダのウエストコースト、バンクーバー島の南端に位置し、街の美しさと治安の良さは有名。カナダ

の名門大学のひとつ。英語教育プログラムには定評があり、外国人留学生受け入れはカナダで最大規模。

担当教員は、全て同大の卒業生である。学生数約 18000 名。2008 年に本学と協力校提携締結。（受講で

きるのは英語関連科目のみ） 

 

② 協定校 カリフォルニア大学リバーサイド校（アメリカ・カリフォルニア州） 

  University of California, Riverside（UCR）University Extension 

  1200 University Avenue, Riverside, CA 92507, U.S.A. 

  Tel. 1-951-827-4346   URL  http://www.iep.ucr.edu/ 

 10 のキャンパスから成るカリフォルニア大学機構のひとつ。学生数約 17000 名。リバーサイド市は、

仙台市の国際姉妹都市。ロサンゼルスの東 70 キロに位置しており、周囲には多くの観光地あり。英語教

育プログラムはアメリカ No.1 との定評がある。2008 年に本学と協力校提携締結。（受講できるのは英語

関連科目のみ） 

 
 

【２】受講資格： 

２０２１年度に２年次以上に在籍する学生（受講時１年生時の春休みを含む）。画面操作上の指示も含め

て全て英語で行われるので、受講開始時点で支障のない必要最低限の英語力があること。 
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【３】オンライン留学中に仙台白百合女子大学に支払う２０２１年度の学納金・諸費： 

在籍中と同じ金額を納めます。 

 

【４】受講で修得した単位の認定： 

当該大学発行の成績証明書と修了書を、速やかに本学国際交流センターに提出すること。受講科目・授業

時間数等をもとに所属学科での審議を経て卒業に必要な単位（学科によって追加される科目の区分が異な

ります）に一括認定されます。語学センターでの科目は授業時間３０時間につき２単位で単位計算されま

す。 

 

【経済支援における留意点】 

グローバル・スタディーズ学科学生への学科からの補助(10 万円)は、春休みのオンラインプログラム受講

のみ対象となります。前期オンラインプログラムの受講は対象外です。また、現地滞在を伴う通常の英語

圏への長期派遣留学の場合と異なり、本学からの留学奨学金（一括）の支給対象になりません。 
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２０２１年 オンライン留学の手引き（韓国） 

仙台白百合女子大学・国際交流センター 

（２０２０年９月３０日作成） 

 

世界的に各大学等でオンライン授業の導入が推進されており、いくつかの本学提携校でもリアルタイムの

授業を含めたプログラムが提供されています。日本にいながら受講しますので、海外生活に伴う感染リス

クやストレス、治安面などの心配が不要なのに加えて、渡航費用も発生しないので、通常の現地への留学

よりオンライン留学における心的・経済的ハードルは低いといえます。仙台白百合女子大学と留学に関す

る提携を結んでいる提携校の内、2021年春休みにおいてオンラインプログラムの受講が可能な大学は以

下のとおりです。通常の現地への留学と同様に本学に在籍したまま、プログラムの受講ができます。 

 

【１】オンラインプログラムを提供している提携校： 

下記のとおりです。プログラム概要・日程・費用は別紙をご覧ください。 

 

交換留学協定校 誠信女子大学校（韓国・ソウル市） 

Sungshin University 

Woonjung Green Campus, 44 Dobong-ro76 Ga-gil 

Gangbuk-gu, Seoul 142-732 KOREA 

Tel 02-920-2014  URL  http:/www.sungshin.ac.kr 

ソウル市にある大学で、4年制の女子大学に加え、共学の大学院を持つ私立の総合大学。学部生と大学

院生をあわせた学生数は約 13,000 人。キャンパスはソウル市内の交通の便の良い場所にある。日本の東

京女子大学や学習院女子大学を含む 23カ国約 120の大学と協定を結んでいる。 

 

 

【２】受講資格： 

２０２１年度に２年次以上に在籍する学生（受講時１年生時の春休みを含む）。画面操作上の指示も含め

て全て韓国語で行われるので、受講開始時点で支障のない必要最低限の韓国語力があること。 

 

【３】受講で修得した単位の認定： 

当該大学発行の成績証明書と修了書を、速やかに本学国際交流センターに提出すること。受講科目・授業

時間数等をもとに所属学科での審議を経て卒業に必要な単位（学科によって追加される科目の区分が異な

ります）に一括認定されます。語学センターでの科目は授業時間３０時間につき２単位で単位計算されま

す。 

 



グローバル・スタディーズ学科学生用 

2021年春休みオンライン留学申込書 

1.参加するプログラムにチェックを入れてください。 
 

□ブリティッシュヒルズ 異文化体験（科目登録済の方のみ） 
      

□カナダ・ヴィクトリア大学 オンライン留学 
  English for Global Communication (EGC)  
（２月２２日-３月１９日） 
 

□韓国・誠信女子大学校 オンライン留学 
  春休みオンライン韓国語研修 
（２月１５日-２月２６日 月-金 13:00-17:00） 
 
2.今回の参加において学科からの補助金（10万円以内1つのプログラムのみ適用）支給を希望
する方は、下記を読んだ上で、チェックを入れてください。※すでに支給を一度でも受けたこと

がある方は、支給対象外です。 
 
□今回の参加において、学科からの１０万円の補助金の支給を希望します。なお、今まで補
助金の支給を受けたことはありません。また、費用が１０万円に満たない場合でも、未使用
金額分の返金・複数の研修参加費用への充当はできないことを了解しています。 
 

 

ふりがな 
氏      名 

  

国籍 
 

 

 

出身高校 

 

 

 

生 年 月 日 

 

西暦        年   月    日生    現在の年齢    歳 

所   属  グローバル・スタディーズ 学科 

 

 

 

 

 

学籍番号    
現在の学年 

 
  

現 住 所 〒               住所                                   

自宅TEL                             携帯電話TEL                   

携帯メールアドレス                                                         
 

※通常、国際交流センターからのメールでの諸連絡は、本学メールシステムのアドレス 

（各自の学籍番号＠sendai-shirayuri.ac.jp）へ送付しますので、ご留意ください。 

パスポートの

氏名表記 

パスポート記載(もしくは未取得者は記載予定)のローマ字氏名 

 姓   名 

保 護 者 ふりがな 

氏   名 

 

              ㊞ 
続柄  

 〒       住所                                   

連絡先TEL              連絡先メールアドレス                   

申込書記入日 西暦        年   月   日 

 
＊個人情報の取扱いについて 
参加申込書の個人情報は連絡のために使用させていただくほか、運送・宿泊機関等の手配及び手続きに 

必要な範囲内で使用させていただきます。ただし、法令等に基づく開示請求、強制処分があった場合、 

または生命等の保護に必要と判断した場合には、必要な範囲内で開示等行うことがあるのを同意の上申込みください。 

仙台白百合女子大学 

国際交流センター 
ＴＥＬ ０２２－３７４－５２３２  ＦＡＸ ０２２－３７４－５０８１ 
ｍａｉｌ ｅｘｃｈａｎｇｅ＠ｓｅｎｄａｉ－ｓｈｉｒａｙｕｒｉ．ａｃ．ｊｐ 

 

受付番号 ※記入不要 

 

写真貼り付け 

 

40mm×30mm 



グローバル・スタディーズ学科以外の学生用 

2021年春休みオンライン留学申込書 

 

1.参加するプログラムにチェックを入れてください。 

 

□カナダ・ヴィクトリア大学 オンライン留学 

  English for Global Communication (EGC)  
２月２２日-３月１９日 
（総時間数４０時間、３単位） 
 
□韓国・誠信女子大学校 オンライン留学 

  春休みオンライン韓国語研修 
２月１５日-２月２６日 月-金 13:00-17:00  

（総時間数４０時間、３単位） 
 

 
 

ふりがな 
氏      名 

  

国籍 
 

 

 

出身高校 

 

 

 

生 年 月 日 

 

西暦        年   月    日生    現在の年齢    歳 

所   属               学科 

 

 

 

 

 

学籍番号    
現在の学年 

 
  

現 住 所 〒               住所                                   

自宅TEL                             携帯電話TEL                   

携帯メールアドレス                                                         
 

※通常、国際交流センターからのメールでの諸連絡は、本学メールシステムのアドレス 

（各自の学籍番号＠sendai-shirayuri.ac.jp）へ送付しますので、ご留意ください。 

パスポートの

氏名表記 

パスポート記載(もしくは未取得者は記載予定)のローマ字氏名 

 姓   名 

保 護 者 ふりがな 

氏   名 

 

              ㊞ 
続柄  

 〒       住所                                   

連絡先TEL              連絡先メールアドレス                   

申込書記入日 西暦        年   月   日 

 
＊個人情報の取扱いについて 
参加申込書の個人情報は連絡のために使用させていただくほか、運送・宿泊機関等の手配及び手続きに 

必要な範囲内で使用させていただきます。ただし、法令等に基づく開示請求、強制処分があった場合、 

または生命等の保護に必要と判断した場合には、必要な範囲内で開示等行うことがあるのを同意の上申込みください。 

仙台白百合女子大学 

国際交流センター 
ＴＥＬ ０２２－３７４－５２３２  ＦＡＸ ０２２－３７４－５０８１ 
ｍａｉｌ ｅｘｃｈａｎｇｅ＠ｓｅｎｄａｉ－ｓｈｉｒａｙｕｒｉ．ａｃ．ｊｐ 

 

受付番号 ※記入不要 

 

写真貼り付け 

 

40mm×30mm 



＜春休みオンラインプログラム＞

提携校およびプログラムと概要 授業開始日 授業終了日

①カナダ　ヴィクトリア大学 2月22日 3月19日

English for Global Communication (EGC)

単位：ＣＡＤ

Application Fee １プログラムあたり 150

Tuition　（12月末までの申し込みにおけるディスカウントが適
用された金額）

４週間 695

合計 845

よくある質問

Ｑ　いつまでに何のお金をどのように支払いますか？

A　通常は以下の流れになります。

   ※２０２０年１２月追記

上記に計上されているApplication Fee 150ドルは不要の旨、説明会実施後に確認し、申し込み者に周知しました。よって、支払いが必要なのは授業料の金額のみでした。

週1０時間の英語研修を4週間受講するプログラム。語学レベルは
Upper beginner to Advancedとなっている。週に３回各１時
間のリアルタイムの授業があり、カナダ 時間の5-6pm(日本時間
の水・木・金の朝9-10am)に提供される。
詳細は公式ページを見てください。
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/english-for-global-
communication

費用

（お金の単位はカナダドルで約８２～８５円です。）
①
願書が先方で受理されたら、出願時の支払い（出願料、履修するプログラムのデポジットである２
５ドル）をクレジットカードで支払う。
↓
②
プログラム開講５週間前に、デポジット代を引いた授業料が自動的に当該クレジットカードより
チャージされる。

-------------
①の詳細
願書のフォームに以下２点の支払いが必要な旨の記載があります。

・150ドル　出願料
・25ドル　プログラムの授業料に対してのデポジット
（当該授業料の１部としてカウントします）

通常は、願書での支払い方法はクレジットカード払いを選択します。願書がＵＶＩＣに受理された
後、数日後、上記支払いのカード決裁用ＵＲＬのリンク先の記載があるメールが、出願者の個人ア
ドレスに宛て送られてきます。そのメールにアクセスして各自支払いをすることになります。保護
者名義のカードでもご本人のカードでもどちらでも使用可能ですが、当該クレジットカードの限度
額および海外取扱いに問題がないか必ず事前に確認してください。

総受講時間：４０時間
受講修了者に本学が認定する単位予定数：３単位



＜春休みオンラインプログラム＞

提携校およびプログラムと概要 授業開始日 授業終了日

②韓国　誠信女子大学校　　 2月15日 2月26日

月-金 13:00-17:00　リアルタイムの授業

春休みオンライン韓国語研修

単位：KRW

授業料　（オンラインでの現地学生との交流会含む）
２週間

5～７名の場合 500,000

８～１１名の場合 400,000

１２名以上の場合 375,000

海外口座送金料　（参加者全員分の授業料をとりまとめて日本の旅
行代理店を通して送金します）

よくある質問

Ｑ　費用はいくらかかるのかいつ分かりますか？

A　通常は以下の流れになります。

本学の学生のみを対象とした週２０時間の韓国語研修を受講する２
週間のプログラム。現地の学生との交流プログラムも含まれてい
る。初級者レベル。

大学公式ホームページ：http://www.sungshin.ac.kr/

費用

（お金の単位は韓国ウォンで約0.1円です。）
①
学内の留学願書申し込み書により把握した研修参加希望者数を先方に伝える。１１月初旬の予定。
もしも、参加希望者数が非常に多い場合は、レベル分けによる複数のクラスの開講が可能か、またその場合
の授業料も照会する。
↓
②
研修参加希望者数に応じて先方が授業料が決めるので、申し込み者にその金額を伝える。
↓
③
先方へ所定の申込書を送付する。１１月～１２月初旬の予定。
↓
④
先方から全員分の授業料総額の請求書が本学宛てに送付される。これをもとに旅行代理店（誠信の現地海外
口座への振替を本学より依頼）が授業料を送金する際の、海外口座送金料も含んだ費用を確認する。レート
は日によって変動します。
↓
⑤
代理店より、各学生宛てに誠信への海外口座送金料も含んだ日本円での費用の請求書が配付されるので、代
理店の指定口座への入金を学生が各自行う。入金締め切り日は１月初旬までの予定。

実費

総受講時間数：４０時間
受講修了者に本学が認定する単位予定数：３単位



 

2021年度前期オンライン留学申込書 
 

1.参加するプログラムにチェックを入れてください。 
 

 
□カナダ・ヴィクトリア大学 オンライン留学 

  Intensive English Online (ELPI-O)  

□４月１２日-６月１８日（総時間数２００時間、１３単位）  

□６月２８日-９月３日 （総時間数２００時間、１３単位）  
 
University Admission Preparation Online (UAP-O) 

□４月１９日-５月２８日（総時間数１００時間、７単位）  

□７月１２日-８月２０日（総時間数１００時間、７単位）  

 

□アメリカ・カリフォルニア大学リバーサイド校 オンライン留学 

   Online English as a Second Language (O-ESL)  

□３月２９日-６月２０日（総時間数１４４-１６８時間、１０-１１単位） 

□６月２１日-９月１２日（総時間数１４４-１６８時間、１０-１１単位） 

 
 

ふりがな 
氏      名 

  

国籍 

 

 

 

出身高校 

 

 

 

生 年 月 日 西暦        年   月    日生    現在の年齢    歳 

所   属               学科 学籍番号    
現在の学年 

 
  

現 住 所 〒               住所                                   

自宅TEL                             携帯電話TEL                   

携帯メールアドレス                                                         
 

※通常、国際交流センターからのメールでの諸連絡は、本学メールシステムのアドレス 

（各自の学籍番号＠sendai-shirayuri.ac.jp）へ送付しますので、ご留意ください。 

パスポートの

氏名表記 

パスポート記載(もしくは未取得者は記載予定)のローマ字氏名 

姓   名 

保 護 者 ふりがな 

氏   名 

 

              ㊞ 
続柄  

 〒       住所                                   

連絡先TEL              連絡先メールアドレス                   

申込書記入日 西暦        年   月   日 

 
＊個人情報の取扱いについて 
参加申込書の個人情報は連絡のために使用させていただくほか、運送・宿泊機関等の手配及び手続きに 

必要な範囲内で使用させていただきます。ただし、法令等に基づく開示請求、強制処分があった場合、 

または生命等の保護に必要と判断した場合には、必要な範囲内で開示等行うことがあるのを同意の上申込みください。 

仙台白百合女子大学 
国際交流センター 

ＴＥＬ ０２２－３７４－５２３２  ＦＡＸ ０２２－３７４－５０８１ 
ｍａｉｌ ｅｘｃｈａｎｇｅ＠ｓｅｎｄａｉ－ｓｈｉｒａｙｕｒｉ．ａｃ．ｊｐ 

 

受付番号 ※記入不要 

写真貼り付け 

 

40mm×30mm 



＜２０２１年度前期オンラインプログラム＞

提携校およびプログラムと概要 授業開始日 授業終了日

①カナダ　ヴィクトリア大学

Intensive English Online (ELPI-O)
4月12日 6月18日

6月28日 9月3日

University Admission Preparation Online (UAP-O)
4月19日 5月28日

7月12日 8月20日

Intensive English Online (ELPI-O) 単位：ＣＡＤ

Application Fee １プログラムあたり 150

Tuition １０週間 3,295

合計 3,445

University Admission Preparation Online (UAP-O) 単位：ＣＡＤ

Application Fee １プログラムあたり 150

Tuition ６週間 3,200

合計 3,350

よくある質問

Ｑ　いつまでに何のお金をどのように支払いますか？
A　通常は以下の流れになります。

週２０時間の英語研修を１０週間受講するプログラム。語学レベ
ルはHigher Beginner to University Prepartion となってい
る。申し込み後に受講可能なレベルを確認するUVICのELCでの
英語のテストがあり、満たさなければ受講不可。その際には授業
料は全額が返金される。各セクション（Reading/Listening ＋
Writing/Speaking)ごとの週に1.25時間（日本時間の水・金の朝
9-10am）のリアルタイムの授業が提供される。
詳細は公式ページを見てください。
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/intensive-english-
online

費用

（お金の単位はカナダドルで約８２～８５円です。）
①
願書が先方で受理されたら、出願時の支払い（出願料、履修するプログラムのデポジットである３
５０ドル）をクレジットカードで支払う。
↓
②
プログラム開講５週間前に、デポジット代を引いた授業料が自動的に当該クレジットカードより
チャージされる。

-------------
①の詳細
願書のフォームに以下２点の支払いが必要な旨の記載があります。

・150ドル　出願料
・３５０ドル　プログラムの授業料に対してのデポジット
（当該授業料の１部としてカウントします）

通常は、願書での支払い方法はクレジットカード払いを選択します。願書がＵＶＩＣに受理された
後、数日後、上記支払いのカード決済必要なＵＲＬのリンク先の記載があるメールが、出願者の個
人アドレスに宛て送られてきます。そのメールにアクセスして各自支払いをすることになります。
保護者名義のカードでもご本人のカードでもどちらでも使用可能ですが、当該クレジットカードの
限度額および海外取扱いに問題がないか必ず事前に確認してください。

週２０時間の計１００時間の授業を６週間で受講するプログラ
ム。語学レベルは University Prepartion となっている。
IELTS6.0(すべてのセクションで5.5以上）/TOEFL79(すべての
セクションで17以上）/UVICのELCの英語テストでB2以上所持
者が対象。授業のうちリアルタイムのクラスとしてAdvanced
English（日本時間の木曜朝9-10amの予定）とCanadian
Studies(日本時間の水曜朝9-10amの予定)が提供される。
詳細は公式ページを見てください。
https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/university-
admission-preparation-online

１プログラムにおける総受講時間数：２００時間
１プログラムにおける修了者に本学が認定する単位予定数：１３単位

１プログラムにおける総受講時間数：１００時間
１プログラムにおける修了者に本学が認定する単位予定数：７単位



＜202１年度前期オンラインプログラム＞

提携校およびプログラムと概要 授業開始日 授業終了日

②アメリカ　カリフォルニア大学リバーサイド校 3月29日 6月20日

6月21日 9月12日

Online English as a Second Language (O-ESL)

単位：ＵＳＤ

Application Fee １プログラムあたり 200

Program Fee １２週間 2,700

合計 2,900

よくある質問

Ｑ　いつまでに何のお金をどのように支払いますか？

A　通常は以下の流れになります。

１プログラムにおける総受講時間数：１４４-1６８時間
１プログラムにおける修了者に本学が認定する単位予定数：１０-１１単位

週12-14時間の英語研修を１２週間受講するプログラム。語学レ
ベルはIntermiditae to Advancedとなっている。レベル分けの
ため、出願者は英語能力試験のスコアの提出が必要。リアルタイ
ムの授業はありません。
詳細は公式ページを見てください。
https://www.iep.ucr.edu/program/1587413115

費用

①
先方所定の願書記入時に、出願時の支払い（出願料２００ドル）を行なうためのクレジットカード情報欄に
当該情報を記入する。保護者名義のカードでもご本人のカードでもどちらでも使用可能ですが、当該クレ
ジットカードの限度額および海外取扱いに問題がないか必ず事前に確認してください。
↓
②
先方で願書が受理されたら、①の支払いが当該クレジットカードよりチャージされる。
↓
③
授業料の請求書が送付されるので、指定された期日までに支払いを行う。クレジットカード払い。


