
ビクトリア大学オンラインプログラム “English for Global Communication (EGC)” 

 カナダの提携校であるビクトリア大学によるオンライン英語プログラム“English for Global 

Communication (EGC)”をご案内します。このプログラムに参加し、「14. 単位認定について」の条件を満たした

学生には愛知学院大学教養教育科目「海外事情Ⅲ（Ⅳ）」の単位(1単位)が付与されます。参加を希望する学生

は、「13. プログラム申込方法」に記載のURL をクリックし、ビクトリア大学のウェブページを確認の上、各

自で申し込み、支払いを行ってください。申し込み後、回答フォームにて国際センターに、ビクトリア大学へ

の EGC の申込が完了した旨をご連絡ください。プログラム日時はカナダ現地時間（太平洋夏時間）で表示され

ていますので、日本時間に変換してください。【世界の時間と時差 : https://www.time-

j.net/worldTime/Location/America/Vancouver 】 

1. 実施大学 ........................... ビクトリア大学（カナダ）/ University of Victoria (UVic) 

2. プログラム名 ................... English for Global Communication (EGC) 

3. プログラムURL ............... https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/english-for-global-communication    

4. 概要 ................................... オンラインによる英語プログラム。英語とカナダ文化を学ぶ。Upper Beginner ~ 

  More Advanced の学生対象。プレイスメントテストにより５段階のレベルに分けられる。 

5. 期間 ................................... 2021年8月2日～8月27日（4 週間（オリエンテーション期間等を除く）、授業時間計：40 時間)   

※ プログラム開始日の前週からオリエンテーションウィークが始まります。単位認定にかかわりますの

で、事前に下記URL から EGC サンプルカレンダーをご確認の上、参加して下さい。 
https://continuingstudies.uvic.ca/upload/ELC/PDF/current-students/ELC_Connect/ELC_Connect-
EGC_Sample_Calendar.pdf  

6. 費用 ...................................895 カナダドル (約 81,000 円/2021 年 5 月現在) 。 

 クレジットカード（Visa/Master）にて申込時に各自で支払い。 

7. 申込締め切り ................... プログラム開始日の２週間前まで受け付けるが、できるだけ早い申込が望ましい。 

8. キャンセル料 ................... プログラム開始前日までに書面でキャンセルした場合、手数料として 25 カナダド 
 ルが差し引かれて返金される。プログラム開始後の返金はなし。キャンセルの場合は、
 直接担当者に連絡して下さい。担当者：Ms. Christa Kutzuner: christak@uvic.ca  

9. 授業形態・授業時間 ...... オンライン授業（週 3 時間）+ オンデマンド授業 (週 7 時間) 

10. オンライン授業............... オンデマンドで準備した課題の実践、教師からのフィードバック等。 

11. オンデマンド授業 .......... フォーラムについての話し合い、プレゼンテーションビデオの作成、PC を使用し 
 たプラクティスアクティビティ、 オンライン授業の準備等。 

12. オリエンテーション/ソーシャルイベント 

   授業時間（40 時間）には含まれていない。愛知学院大学の教養教育科目「海外事情Ⅲ（Ⅳ）」1単位

の単位認定評価を受ける為には、オリエンテーション及びソーシャルイベントに、5 時間以上参加した上

で、内容を A4 用紙 1 枚以上にまとめ、プログラム終了後、国際交流センターに提出すること。詳しくは、

下記「14. 単位認定について」を参照。 

EPT Placement test 
プログラムが始まる前に受講クラスを決めるために受けるテスト。学生は５つのレベルから適したコース
に分けられる。(約90分) 

Mix & Mingle Event 
コースが始まる前週に行われるコース紹介や親睦のためのイベント。自分のコースに参加する他の学生と
オンライン上で会う最初の機会。ゲームや会話を楽しむ。(約50-60分) 

Tech/Course 
Orientation Session 

オンライン授業やオンデマンドでの課題を行うために必要となるZoomやMoodleの使用方法についてリ
アルタイムでの説明。(約60分) 

Online Orientation 
Course 

リアルタイムで説明されたオリエンテーションの内容の補足。オリエンテーションの後にEメールで送付
される。(約120分) 

ソーシャルコネクト 

カナダの文化を学んだり自国文化について伝えるアクティビティ。週に1-2 時間の参加が推奨されてい
る。オンデマンドで食べ物やペット、文化などについてのビデオをみたり、サイトに自分のコメントや写
真を投稿し、意見を伝えたりする。(約60-120分ｘ3週)オンラインでネーティブスピーカーやプログラム
参加者と対話やゲームを楽しむ時間もある。(約60分ｘ3週) 
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13. プログラム申込方法 

参考）“Apply Now”をクリックした後： 

      How to apply のページで “Online English Programs (ELC Connect)” を選択し、 “Online Application Form” をク

リック。STEP1、STEP２で自分の情報を入力し、STEP3 で “ELC CONNECT Online Global Communication EGC” の 

☑ August 2 -August 27, 2021 にチェックを入れて下さい。STEP4 の PAYMENT INFORMATION で支払いの情報を入力

して下さい。支払いは、クレジットカードで行って下さい。(VISA/MASTER) 

※ STEP4 “I wish to receive the acceptance documents by courier (FedEx)? の質問に関して：大学では、”The acceptance 

documents”は必要としません。個人的に希望する場合は、別途、記載の費用がかかりますので、予めご了承下さい。 

※  

 

 

 

 

 

14. 単位認定について 

本学の教養教育科目「海外事情Ⅲ（Ⅳ）」で、1 単位の認定評価を受けるためには、下記の基準を満た

す必要があります。（※1） 

 

(A) ビクトリア大学のプログラムの授業（合計 40 時間）に出席すること。 

(B) オリエンテーション/ソーシャルイベントに合計 5 時間以上参加すること（プログラム参加時間 45 時間

に対して 1 単位の認定評価が行われる為）。 

(C) オリエンテーション/ソーシャルイベントの内容をA4 用紙 1 枚以上にまとめ、提出すること。(※2) 

(D) プログラム修了後にビクトリア大学から発行される成績証明書を提出すること。(※2) 

 

（※1）教養教育科目「海外事情Ⅲ（Ⅳ）」の単位認定（1 単位）を受けるためにはさらに、愛知学院大学が設定 

しているプログラムへの出席率、成績、レポートの基準を満たしている必要があります。 

 

（※2）上記（C）、（D）に関しては、氏名、学籍番号、所属する学部学科、プログラム名、連絡のとれるメール  

アドレスを明記の上、国際交流センターの回答フォームに添付して、9 月 15 日までに送信して下さい。

その後受領メールが自動返信されます。受領メールは、後日必要となる場合がありますので、大切に保

管して下さい。ビクトリア大学から成績表が届かないなど、期日に間に合わない理由がある場合は、 

9 月 15 日までに国際交流センターにご相談下さい。 

 

ご質問等ありましたら、国際交流センターまでご連絡ください。 

 

愛知学院大学 

国際交流センター 

（代表）0561-73-1111 

aguiec@dpc.agu.ac.jp 

下記 URL からビクトリア大学(UVic)の English for Global Communication のウェブサイトを開き、情報を

確認後、サイトの下方ある”Apply Now”ボタンをクリックし、指示に従って各自で申し込み/支払いを行っ

て下さい。URL: https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/english-for-global-communication   

“ELC Cultural Discovery September” (English for Global Communication (EGC)の追加プログラム)にも申し込みをす

る場合は、EGC の申し込みを上記ウェブサイトから行う際、STEP3 で、☑ ELC Cultural Discovery September

にもチェックを入れて下さい。別途、プログラム費用がかかります。 (“ELC Cultural Discovery September” プ

ログラムの詳細については、ビクトリア大学オンラインプログラム募集要項の該当ページをご参照下さ

い。）EGC のみの申し込みの場合は、EGC の該当箇所にのみチェックして下さい。 
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