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１． 鳥取大学 Global Gateway Spring Online Program 
鳥取大学では例年、長期休暇を利用して語学研修や異文化体験など、様々な海外派遣プログラ

ムを Global Gateway Program(GGP)として提供しています。2020年度の春休みも、夏休み同様新

型コロナウイルス感染拡大防止のため海外派遣プログラムを中止し、海外協定校とオンライン

でつないだ Global Gateway Spring Online Programを実施します。 

 

２． Global Gateway Spring Online Program 一覧（各プログラムの詳細は

P.8~13 で確認できます） 

プログラム名 研修実施先 コース 日程（期間） 
定

員 

オーストラリア 

プログラム 

ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ大学 A：2日間コース 2月 24～25 日 

(2/19 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ) 

18

人 

B：3日間コース 

 

2月 16～18日 

(2/12 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ) 

18

人 

カナダ 

プログラム 

ｳｫｰﾀｰﾙｰ大学 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙｺｰｽ 3月 8日～12日 

(ﾌﾟﾚﾀｽｸﾜｰｸ 3/1～3/5) 

(2/26 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ) 

10

人 

Working in Teams  3月 1日～5日 

(ﾌﾟﾚﾀｽｸﾜｰｸ 2/22～2/26) 

(2/19 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ) 

10

人 

マレーシア 

プログラム 

マラヤ大学 Summer Enrichment 

Programme 

 

3月 15～19日 

ﾚﾍﾞﾙﾁｪｯｸ(3/8)・接続ﾃｽﾄ

(3/10) 

Welcome ｾｯｼｮﾝ(3/12) 

25

人 

メキシコオンライ

ン交流プログラム 

南ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ

大学 

Students 

Collaboration and 

team building 

workshop 

3月 16日～3月 26日 

(月、土日除く) 

 

10 

人 

※ 応募人数が定員の半数以下の場合は原則として実施しません。 

 

３． 応募方法 
鳥取大学「国際交流課」のホームページ上の 2020年度鳥取大学 Global Gateway 

Spring Online Program応募フォームからオンラインで申請してください。

https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/Spring2020 

※12月 21日（月）より入力が可能になります。 

注意 申請が無事に完了した場合は、通知メールが登録したメールアドレスに届きます。 

通知メールが届かない場合は、エラーの可能性がありますので、必ず国際交流課国際戦略推進

室（電話 0857-31-5052、E-mail: kokuko-renkei@ml.adm.tottori-u.ac.jp）までご連絡くださ

い。2次元バーコードを読み取れば、携帯電話、スマートフォンからも確認できます。 

 

https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/summer2020
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４． 応募資格 

プログラム毎で応募資格及び選考方法が異なるため、各プログラムのプログラム概要（P.8～

13）に記載されている内容を確認してください。全プログラムについて受講は無料ですが、毎

回の学習記録（レポート：１ページ程度）を提出しなければいけません。記録データは、今後

のオンラインプログラム改善のために使用します。 

５． 募集期間  2020 年 12 月 21 日(月)～2021年 1月 6 日（水）まで 

※募集期間以外の応募は一切受け付けません。事前にご相談ください。 
 

６． 選考結果の通知 2021 年 1月中旬 

応募者多数の場合は、コース内容により TOUGH登録者や学年、TOEIC等を考慮し選考しま

す。選考結果は 2021年 1月中旬頃、国際交流課から応募フォームに記入したメールアドレス

宛に送信する予定です。 

 

７． 募集から研修参加までの流れ 

12月 

 

 

 

 

 

 

 

１月 

 

2～3 月 

春休み 

修了後 

 

 

 

全体募集説明会 （オンライン説明会） 

12 月 21 日（月） 12:10～12:50 

プログラムに関する質問は、このオンライン説明会で受け付けます。説明会

参加希望者は下記応募フォームより申込を行って、Zoom 会議のリンクを取

得してください。本募集要項及び国際交流・留学情報 HP に 

プログラムの詳細を掲載しています。 

説明会申込フォーム 

https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/onlineorientation-2020spring 

応募者多数の場合は選考します（学年、TOUGH 登録者、応募申請書、TOEIC 等） 

結果通知 （１月中旬頃に通知） 

鳥取大学 Global Gateway Spring Online Program に参加 

報告書、アンケート等の必要書類の提出 

TOEIC 受験 

応募（オンライン申請） 締切 1/6（水）11：59PM 
https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/apply2020OL-spring 
※ 締め切り過ぎての応募は受け付けません。 

https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/onlineorientation-2020spring
https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/apply2020OL-spring
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８． 全体募集説明会（Zoom）  12 月 21日(月)  

全体募集説明会を Zoomでオンライン開催します。オンラインで質問も受け付けますので、プ

ログラムに関心がある人は是非参加して下さい。説明会参加希望者には Zoom会議への招待リン

クを送りますので、12月 17日（木）午後１時までに申し込みをしてください。 

 日  時：12月 21日（月）12：10～12：50 

 開催方法：Zoomによる接続（オンライン説明会） 

※ スマートフォンの場合、事前に Zoomの無料アプリのダウンロードが必要で

す。 

 内  容：プログラム詳細、スケジュール等 

 申し込み：12月 17日（木）午後 1時までに下記応募フォームにより申し込み

を行ってください。国際交流課から Zoom会議への招待リンクを送ります。 

オンライン説明会申込フォーム 

https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/onlineorientation-2020spring 
※ 参加出来ない方は、後日説明会の動画をご覧いただけます。 

 

９． 費用負担について 

P7「その他オンラインプログラム（有料）」を除く全プログラムの参加料は無料ですが、申し

込み後のキャンセルには所定のキャンセル料がかかります。 

 

１０． プログラム参加後のＴＯＥＩＣテストの受験について 

本研修参加者は、プログラム終了後 TOEICテストの受験が必要となります。鳥取大学で開催

している TOEICテストを受験してください。本研修の学習成果の一部として、語学力を確認す

るため、受験を義務付けています。 

 

１１． TOUGH プログラム 

グローバル化社会で必要とされるグローバル能力を誰もが修得できるよう「鳥取大学グロー

バル人材育成教育（TOUGH）プログラム」として、基礎力を養うことを目的とした「グローバル

基礎力養成コース」と、国際通用性のある専門知識とより高いグローバル能力を養う「グローバ

ル強化コース」が用意されています。TOUGHプログラム修了のためには、鳥取大学 Global Gateway 

Program 等の海外研修やその他のグローバル活動に参加する必要があり、TOUGH プログラム登録

者は本オンラインプログラム参加者として優先的に選考します。（TOUGHプログラムの 2020年度

後期の登録は締め切りました。）来年度の初め（4月）に募集します。（登録前に参加したプログ

ラム等も修了要件ポイントに加算されます。） 

  

https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/onlineorientation-2020spring
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１２． プログラム概要 

１３． プログラム概要一覧 

オーストラリアプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p. 8 

カナダプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p. 10 

マレーシアプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p. 12 

メキシコオンライン交流プログラム・・・・・・・・・・・・・・ p. 13 

プログラム名 研修実施先 コース 
日程(期間) 

日本時間 
主な特徴 

定

員 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

プログラム 

アデレード

大学 

A コース  

（2日間） 

2 月 24～25日 

(9:00-13:00) 

※ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

2 月 19日

(13:00-) 

★ 語学レベル：TOEIC300

程度以上 

★ オーストラリアの歴史

文化などについての学

習等 

★ オンライン双方向型授

業 

18

名 

B コース 

（3日間） 

2 月 16～18日 

(9:00-13:00) 

※ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

2 月 12日

(13:00-) 

★ 語学レベル： TOEIC450

程度以上 

★ アカデミックプレゼン

テーション 

★ オンライン双方向型授

業 

18

名 

カナダ 

プログラム 

ｳｫｰﾀｰﾙｰ 

大学 

ﾚﾆｿﾝｶﾚｯｼﾞ 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

スキルコース 

3 月 8 日～12日 

(10:00-12:00頃) 

※ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

2 月 26日(10:00-) 

◇ﾌﾟﾚﾀｽｸﾜｰｸ 

3 月 1 日～5 日

（約 1時間/日） 

★ 語学レベル： TOEIC550

程度以下 

★ 効果的なプレゼンテー

ションスキルが身につ

く 

★ パブリックスピーキン

グﾞ力の強化 

★ オンライン双方向授業

(1 時間)+1時間ほどの

ホームワークあり 

10

名 
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Working in 

Teams 

3 月 1 日～5 日 

(10:00-12:00頃) 

※ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 

2 月 19日(10:00-) 

◇ﾌﾟﾚﾀｽｸﾜｰｸ 

2 月 22日～26日

（約 1時間/日） 

★ 語学レベル： TOEIC550

程度以上 

★ チームワーキングを成

功させるのに何が必要

か探る 

★ オンライン双方向授業

(1 時間)+1時間ほどの

ホームワークあり 

10

名 

マレーシア 

プログラム 

 

マラヤ大学 Summer 

Enrichment 

Programme 

3 月 15日～19日 

(15:30-18:00) 

ﾚﾍﾞﾙﾁｪｯｸﾃｽﾄ 

3 月 8 日(15:30-) 

接続テスト 

3 月 10日(15:30-) 

Welcome ｾｯｼｮﾝ 

3 月 12日(15:30-) 

バディとの交流

（随時） 

★ 語学レベル： TOEIC450

程度以上 

★ 2 時間×5日間 

★ 多言語多文化環境下で

の英語力、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

がｱｯﾌﾟ 

★ ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ、ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ、ﾗ

ｲﾃｨﾝｸﾞの強化 

★ 24 時間体制の現地学生

とのオンライン交流あ

り 

25

名 

メキシコ 

オンライン交

流プログラム 

南バハカリ

フォルニア

自治大学 

Students 

Collaboration 

and team 

building 

workshop 

3 月 16日～26日

(月、土日除く) 

日本時間(10:00～

12:00) 

 

★ 語学レベル TOEIC450

程度以上 

★ 前半：交流活動中心で

チームワークを高める 

★ 後半：グループワーク

中心で協働を学ぶ 

10

名 
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１４． プログラム実施カレンダー 
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注意：為替レートにより金額は変動します。 

１５． 複数プログラムの受講について 

日程が重ならないプログラムについては、複数の受講は可能です。（カナダのプレタスクワー

クは毎日好きな時間に学習できます。）ただし応募者多数の場合は、第一希望またはコースによ

り低学年又は高学年及び院生と TOUGHプログラム登録者を優先します 

 

１６． その他オンラインプログラムについて（有料） 

カナダ・ウォータールー大学(https://uwaterloo.ca/english-language-institute/esse)、マレーシ

ア・マラヤ大学及びオーストラリア・アデレード大学(https://www.adelaide.edu.au/elc/online-

general-english-for-global-communication) のオンラインプログラムは、下記の日程でもプログラム

を実施します。参加希望者は国際交流課へメールし、受講手続きの詳細を確認してください。 

 

 

 

 

実施先 日程（期間） コース 金額 

カナダ 

ｳｫｰﾀｰﾙｰ大学 

ﾚﾆｿﾝｶﾚｯｼﾞ 

 

2月 8日～3月 5日 

（4週間） 

Interpersonal 

Communication Skills 

(中級以上) 

C$275 

 Canadian dollars 

(約¥25,000) 

3月 8日～4月 1日 

（4週間） 

Presentation Skills 

(中級以上) 

C$275 

 Canadian dollars 

(約¥25,000) 

マレーシア 

マラヤ大学 

2月 15 日～3月 5日 

（3週間） 

 

Speaking & Pronunciation 

Reading & Vocabulary 

Writing & Composition 

Grammar Usage 

Malaysian 

Studies(TOEFL450～) 

$756 USA dollars 

(約¥85,000) 

オーストラリア 

アデレード大学 

 

①2月 15日～3月 5日 

（3週間） 

②2月 15日～3月 19日 

（5週間） 

①Global Jinzai Program 

Communication 

②General English for 

Academic Purposes 

(中級～上級) 

$1,160(約¥90,000) 

(4週間) 

$2,100(約

¥170,000) 

(5週間) 

※ 日程は全て現地時間 

 

https://uwaterloo.ca/english-language-institute/esse
https://www.adelaide.edu.au/elc/online-general-english-for-global-communication
https://www.adelaide.edu.au/elc/online-general-english-for-global-communication
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オーストラリアプログラム 

 

(１) プログラム概要 

アデレード大学はオーストラリアで３番目に古い大学で、春期オーストラリア英語研修

として本学の学生向け現地英語研修を実施しています。この度、アデレード大学 English 

Language Centerが短期集中英語能力向上を目指したオンライン英語コースを実施します。

英語レベルにより、Aコース（2日間）及び Bコース（3日間）を実施します。 

 

(２) 研修実施先 

オーストラリア・アデレード大学（University of Adelaide）、The English Language Center (ELC) 

 

(３) 研修日程・オリエンテーション 

研修日程 

Aコース：2月 24日～25 日（2 日間）9:00-13:00（日本時間） 

Bコース：2月 16日～18 日（3 日間）9:00-13:00（日本時間） 

オリエンテーション 

Aコース：2月 19日 13:00-14:30頃（日本時間） 

Bコース：2月 12日 13:00-14:30頃（日本時間） 

 

(４) 応募条件、選考 

 全学部生/大学院生 

 Aコース：英語レベル（TOEIC 300程度）(英検 3級程度) 

Bコース：英語レベル（TOEIC 450程度～）(英検準 2級程度～) 

Aコースの応募者多数の場合は、1年生及び TOUGH プログラム登録者を優先する 

Bコースの応募者多数の場合は、高学年及び院生、TOUGHプログラム登録者を優先する 

 

(５) 研修内容 

 Aコース 

 トピック１：オーストラリアの歴史と文化（オーストラリアの特徴的な文化歴史を学ぶ。） 

 古い時代の文化から現在の多文化社会まで 

 バーチャール現地見学・体験による学習 

トピック２：グルーバルコミュニケーションスキル（国際感覚と国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙを身につける。） 

 国際的な視点からの平等、個の尊重、ビジネス上の対等性 

 対面コミュニケーション場面、デジタルコミュニケーション場面 

 トピック３：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ留学のためのスキル（ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞでの学習の利点や留学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについて学びます。） 

 サポーティブな環境での留学について相談や議論 

 プログラムの内容：4 時間×2日間 3つの共通トピックを基にオンライン双方向授業 

 使用アプリ：ZOOM 
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ミニ口頭発表課題 「日本とオーストラリアの違い」 

        多面的な角度から文化比較を行いグループの中で発表する。 

 

■ Bコース（3日間） 

3 日間のプログラムでは、アカデミックプレゼンテーションスキルに重点をおく 
即席と事前準備のある場合のプレゼンテーションのスキル向上 

 効果的なボディランゲージの使用、及びアイデアを効果的に整理および順序付けす

る方法 

 プレゼンテーションの際の声、英語の発音についての取り組み 

 プログラムの内容：4時間×3日間 アカデミックプレゼンテーションのオンライン双方

向授業 

 使用アプリ：ZOOM  

口頭発表課題「オーストラリアの現代的なアイコン」 

     キーワード：発音、専門用語の多用、コンセプトの明確化 

 

(６) 参加費用 無料 

 

(７) 募集人数 各コースとも 18名 

 

(８) 単位認定 

単位認定はされません。プログラム修了後に成績表と履修証明書が発行されます。 
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カナダプログラム 

(１) プログラム概要 

カナダ・ウォータールー大学にある Renison University College は、外国人を対象にし

た英語プログラムを長年実施しており、本学では 20年以上前から本学の学生をカナダへ派

遣し夏期カナダ英語研修を実施しています。外国人を対象にした英語教育において実績が

ある Renison University College が短期間で英語のあらゆる能力を伸ばすためのオンライ

ンコース（プレゼンテーションスキルコース）を実施します。 

 

(２) 研修実施先 

カナダ・ウォータールー大学 Renison University College 

 

(３) 研修日程・オリエンテーション 等 

研修日程 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙｺｰｽ:      2021 年 3月 8日～12日（5日間）10:00-12:00頃（日本時間） 

Working in Teamsコース:2021年 3月 1日～ 5日（5日間）10:00-12:00頃（日本時間） 

プレタスクワーク 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙｺｰｽ：2021 年 3月 1日～ 5日（5日間）毎日 1時間（任意の時間帯） 

Working in Teams： 2021 年 2月 22日～26日（5日間）毎日 1時間（任意の時間帯） 

オリエンテーション 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙｺｰｽ：2021年 2月 26日 10:00-（日本時間） 

Working in Teams： 2021年 2月 19日 10:00-（日本時間） 

 

(４) 応募条件、選考 

 全学部生/大学院生 

 英語レベル：ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙｺｰｽ（TOEIC550 程度以下） 

：Working in Teams（TOEIC550 程度以上） 

 応募者多数の場合は、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙｺｰｽは 1年生及び TOUGHプログラム登録者、

Working in Teamsは院生、高学年及び TOUGH登録者を優先する 

 

(５) 研修内容 

プレゼンテーションスキルコース 

効果的なプレゼンテーションとパブリックスピーキング、プレゼンテーションの構成、

組み立て方、プレゼンで使用可能なメディアについて学ぶ 

 オンライン双方向授業（1時間）+ホームワーク(１時間ほど) 毎日(ホームワークは月～

木曜日) 
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Working in Teams 

チームとは何か、チームを成功に導くもの、意見の衝突の扱い方またバーチャルチーム

がどのように機能するか英語で探っていく 

 オンライン双方向授業（1時間）+ ホームワーク (1時間ほど)/毎日  ※ホームワーク

は月～木曜日 

 

(６) 使用するソフト及びアプリ 

 WebEx（ライブ授業） 

 Canvas (登録、授業に必要な資料の入手等に使用。オリエンテーション時に説明あり。) 

 

(７) 参加費用  無料 

 

(８) 募集人数 １０名/各コース  

 

(９) 単位認定 

単位認定はされません。プログラム修了後に成績表と修了証が発行されます。 
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マレーシアプログラム 

 

(１) プログラム概要 

マレーシア・クアラルンプールにあるマラヤ大学へは、毎年夏期と春期に英語プログラムに参加し

ています。今年の夏、マラヤ大学は Spring Enrichment Programme -Virtual Mobility-を開講しま

す。このプログラムは、異文化理解力と外国語能力の向上だけでなく、多文化環境下における国

際協働力と問題解決能力の向上を目指します。 

 

(２) 研修実施先 

マラヤ大学人文・社会科学部 

（※マレーシアにおける最も長い歴史を有する国立大学） 

 

(３) 研修日程 

2021 年 3 月 8 日～12 日（5 日間） 15:30-18:00（日本時間） 

■ ﾚﾍﾞﾙﾁｪｯｸﾃｽﾄ：  3 月 8 日 15:30-16:30   

■ 接続テスト：     3 月 10 日 15:30-   

■ Welcome ｾｯｼｮﾝ： 3 月 12 日 15:30-16:30 

  

(４) 応募条件、選考 

 各学部生/大学院生 

 英語レベル：TOEIC450程度以上 

 応募者多数の場合は、1年生及び TOUGHプログラム登録者を優先する 

 

(５) 研修内容 

 オンライン双方向授業 

 多言語・多文化環境下で、英語スキルとコミュニケーション能力の向上を図ることによ

り、社会的、文化的障害を乗り越える 

 スピーキング＆発音、リーディング＆語彙、ライティング＆作文、英文法の厳選された

コースですべての英語技能の強化を図る 

 24 時間体制の i-Smartバディとの交流でマレーシアの文化にも触れることができる 

 

(６) 参加費用 

 無料 

 

(７) 募集人数   

25 名  

 

(９) 単位認定 

単位認定はされません。プログラム修了後に成績表と履修証明書が発行されます。 
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メキシコオンライン交流プログラム 

 

(１) プログラム概要 

毎年夏期に実施している「メキシコ海外実践教育プログラム」のオンライン版。メキシコ南バハカ

リフォルニア自治大学の学生との交流やコミュニケーション、協働作業が中心のプログラムです。 

他者と関わりながら課題解決を実施する際の第一歩は、「チームワークの形成」であり、その後

に課題解決につながるディスカッションや協働が行われます。本オンラインプログラムは、参加者

同士のチームワーク力や連帯感を醸成し、将来の実留学をより効果的なものにすることを目的と

して行います。プログラムはメキシコとオンラインで

繋ぎ、メキシコ人学生（パートナー）との様々なアクテ

ィビティを通して「チームワーク」「協働力」を磨きま

す。 

 

(２) 研修実施先 

メキシコ南バハカリフォルニア自治大学（UABCS） 

 

(３) 研修期間 

第 1 週目 3 月 16 日(火)～19 日（金） 

第 2 週目 3 月 23 日（火）～26 日(金)  

研修時間： １０：００～１２：００ 

 

(４) 応募条件 

 全学部１年生以上 

 オンライン双方型授業受講（英語）、メキシコ人学生とのオンライン協働作業が可能な英語力を有

すること 

 英語レベル：TOEIC450程度以上 

   

(５) 研修内容  

第１週： アイスブレイク、自己紹介 

      各国照会 

第 2 週： メキシコ人学生との協働学習 

      発表 

 

(６) 参加費用 

無料 

 

(７) 募集人数 10 名（程度）  

応募者多数の場合は応募理由書、成績、TOEIC スコア等を鑑み選考します。 

 

(１０) 単位認定 

単位認定はされません。  
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１７．プログラム参加後の広報活動について 

プログラム参加後に、鳥取大学 Global Gateway Spring Online Programについての体験談を

大学から依頼することがあります。また、次期の募集の際に広報活動の一環として、説明会で

の体験談発表等を大学から依頼することがありますので、その際はご協力をお願いします。 

 

１８．2020 年度鳥取大学 Global Gateway Spring Online Program 

詳細 https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/ja/global-gateway-program 

応募フォーム  https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/apply2020OL-spring 

  

https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/ja/global-gateway-program
https://www.ciatu.tottori-u.ac.jp/online-application/apply2020OL-spring
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連絡先： 国際交流センター／国際交流課 

℡： 0857-31-5052 

E-mail: kokuko-renkei@ml.adm.tottori-u.ac.jp 


