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2022 年度ＳＡオンラインプロ

グラムについて 

◆ＳＡオンラインプログラムについて 

2022 年度は、新型コロナウイルス感染拡大のた

め、すべての渡航プログラムを中止とします。その

代 替 措 置 と し て 、 カ ナ ダ ・ ヴ ィ ク ト リ ア 大 学

（University of Victoria）のオンラインプログ

ラム（Intensive English Online program

（ELPI-O））を実施します。 

 

◆ヴィクトリア大学（University of Victoria） 

2022 年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、渡航プログラムは中止し、
代替措置 として 【ヴィクトリア 大学 （カナダ ）のオンライン プログラム
（ELPI-O）】を実施します。 文学部  英文学科 

※本パンフレットは、SA オンラインプログラム（ELPI-O）について案内しています。 
 

渡航プログラムについては、2023 年度に実施できるかを検討し、11 月頃実施可否を大学
HP にて発表いたします。2021 年度版のＳA プログラムパンフレットについては、 

こちらよりご確認ください。 
 

――――――――――――――  内     容   ――――――――――――――― 

・2022 年度 SA オンラインプログラムについて 

・ヴィクトリア大学（University of Victoria）について 

・ELPI-O プログラムについて 

・スケジュール 

・単位認定 

・法政大学授業との併修 

・サポート体制 

2022 年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、渡航プログラムは
中止し、代替措置として【ヴィクトリア大学（カナダ）のオンライン
プログラム（ELPI-O）】を実施します。 

 

4.1 プログラムスケジュール更新 

https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/SA_01.pdf
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◆ヴィクトリア大学（University of Victoria）

Intensive English Online Program（ELPI-O） 

カナダにある名門総合大学、ヴィクトリア大学での 11 週（約３か月間）のオンライン語学研修プログ

ラムです。ヴィクトリア大学は世界各国の多くの留学生を受け入れ、アカデミック英語のプログラムを提供し

ています。Intensive English Online Program （ELPI-O）では、アカデミック英語に焦点をあて、4

技能（Reading, Listening, Writing, Speaking）のスキルアップを目的としています。語学の授業を

履修するだけではなく、授業外で先生や他学生との異文化交流もあります。自分の都合に合わせて取り

組める非リアルタイムのボリュームが多く、法政の授業との併修も可能です。将来的な長期留学への準備

のための語学学習として活用できます。 

SA（渡航プログラム）終了後、英語スキルのさらなる向上を目指したり、自身の興味関心の幅が広

がり英文学科での学びが含まったり、グローバルな視点で物事を考えられるようになった先輩方が多くいま

す。今回のオンラインプログラムも、みなさんの可能性を広げてくれるものだと考えています。 

 

◆ヴィクトリア大学（University of Victoria）の ELPI-O プログラムについて 

実施期間 2022 年 9 月 13 日（火）～ 12 月 3 日（土） 

※9/13～17 はオリエンテーションが実施される予定。 

 

学修時間数 20 時間／週、11 週合計 200 時間（Reading Break 1 週分を含む） 

・「リアルタイム授業」は計 2.5 時間／週実施。 

・「非リアルタイム授業」は講師の指示に基づく課題学習を約 20 時間／週実施。 

プログラム内容 ・コース名：Intensive English Online Program（ELPI-O） 

・アカデミック英語のスキルアップ 

・授業及び課題を通して 4 技能（Reading, Listening, Writing, Speaking）

を学習。 

・月～金、「リアルタイム授業」と「非リアルタイム授業」の混合授業。土日は、「Social 

Connect activities」に参加可能。 

・「リアルタイム授業」は、日本時間で水・金の 9:00～10:15（サマータイム終了後

（11/6～）は 10:00～11:15）に実施される。Reading/Listening と

Writing/ Speaking の授業で、「非リアルタイム」で学習した内容の理解を深めるも

◆ＳＡオンラインプログラムについて 

2022 年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、すべての渡航プログラムを中止とします。その代替

措置として、カナダ・ヴィクトリア大学（University of Victoria）のオンラインプログラム（Intensive 

English Online Program（ELPI-O））を実施します。 
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の（flipped classroom）として実施。他の学生とのディベートやディスカッション、グ

ループ／ペアワーク、その他スピーキング課題などの機会あり。 

・「非リアルタイム授業」は講師の指示に基づく課題学習を実施。具体的には、講義の

視聴や、ノートの書き取りや宿題、講師による学習内容や課題の説明プレゼンテーショ

ンの視聴、オンラインディスカッションへの参加、ピアレビュー課題、文法・語彙練習など。 

・3 段階のクラスレベルがあり、自身の語学力に応じたクラスで受講可能（事前の判定

テスト受験必須）。受講レベルの目安は、CEFR A2+～B2+。クラスレベル表記は、

410、490、570（600）。 

 ・積極的な「Social Connect Activities」の参加により、カナダの文化や生活に触れ

ることができる。また、他の受講生やスタッフと交流できる。 

参加費用・支払い

方法・奨学金 

3,445 カナダドル 

※支払い方法：各自ヴィクトリア大学へ直接支払い（クレジットカード、海外送金） 

※学内奨学金を参加費用の一部補てんのため支給を調整中（支給金額についても

現在調整中）。参加費支払い後、振込にて支給予定。 

※SA 期間中も法政大学の学費がかかります。 

必要機器等 web カメラ・マイクが使用できるデバイス、安定したネットワーク環境  

※スマートフォン非推奨 

 ※Moodle と Zoom を使用 

詳細 https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/intensive-english-

online-elpi-o 

修了証 80％以上の参加グレードを取得した学生に発行される 

 

◆選考スケジュール 

＊説明会：3 月 30 日（水） 

＊出願期間：3 月 30 日（水）～4 月 20 日（水）17：00 

＊面接：4 月 27 日（水）予定 

＊選考結果：5 月中旬頃 

 

◆参加までのスケジュール 

＊申し込み手続き（参加にあたってのテストを含む）：5 月末～6 月初旬 

＊事前指導：6 月、7 月 

＊参加費用支払い：7 月頃 
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【SA オンラインプログラム】単位読み替えに関するガイドライン 

 

◆1 週間のスケジュール（イメージ） 

月 火 水 木 金 

A） A） 

S) Café Social 

（日本時間 9:00～） 

 ※ サ マ ー タ イ ム 終 了 後

（11/6～）は 10:00～ 

A） 

S）Writing＆Speaking 

（日本時間 9:00～10:15） 

※サマータイム終了後（11/6

～）は 10:00～11:15 

A） A） 

S）Reading＆Listening 

（日本時間 9:00～10:15） 

※サマータイム終了後（11/6～）は

10:00～11:15 

A）－Asynchronous Activity (Course Work On Your Own time) 

S) －Synchronous Activity (Scheduled Virtual Class time) 

※週末は Social Connect Activity が予定されている（希望者のみ）。是非参加してみてください！ 

 

◆プログラムスケジュール（参考） 

ヴィクトリア大学より 9 月～のプログラムスケジュールが届きました。こちらです。カナダ時間になっていますの

で、日本時間に読み替えて確認してください。 

 

◆レベル別授業シラバス（別紙） 

こちらからご確認ください。 

 

 

 

【SA オンラインプログラム（ELPI-O）参加者対象】 

SA オンラインプログラムで取得した単位は以下のガイドラインに則って教授会において決定される。 

 

１．認定単位数 

（１）SA プログラムで取得した単位は、年度ごとに 22 単位まで法政大学文学部英文学科専門科目

の単位、または ILAC 科目 4 群必修「English 3-Ⅱ」として認定されることがある。 

（２）80％以上の参加グレードを取得した学生に発行される「修了証」をもって、単位が認定される。

「修了証」を取得できなかった場合は、単位が認定されない。 

（３）認定される単位数は、授業時間数に応じて、所定の計算式に基づいて認定される。 

   ※SA オンラインプログラム（ヴィクトリア大学の ELPI-O）については、最大 16 単位分認定可能。 

 

２．科目系列 

（１）原則として選択必修Ｂ群の「ＳＡ認定科目（Ｂ）」として認定される。 

（２）ILAC 科目 4 群必修「English 3-Ⅱ」も認定の対象となる。認定を希望する場合は、ＳＡ先

で 4 技能（reading, writing, speaking, listening）が連動した英語科目の単位を取得

すること。 

https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/ELC-ELPI-O-Fall-2022-Calendar.pdf
https://hosei-keiji.jp/wp-content/uploads/df8f0fae9f1a5e0d3542a21712d587c6.pdf
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SA オンラインプログラムを受けながら法政大学の授業を併修することについて 

 

③ 申請方法 

SA 参加期間中に文学部担当よりメールで送られる「単位認定申請書」にて申請する。 

   

                        

 

 

SA オンラインプログラムは日本にいながら受講が可能であるため、SA 参加期間中（当該年度秋学

期）に法政大学の授業を併修することが認められている。併修を希望する場合、下記のルールに従って履

修計画を行うこと。SA オンラインプログラムで所定の成績を収めた場合、16 単位まで単位が認定され、併

修を希望した場合はさらに法政大学での授業単位を修得できる（上限あり）。尚、渡航プログラムにおい

ては、併修は認められていない。 

 

１．併修時の法政大学履修可能上限単位数 

  SA オンラインプログラム受講中、秋学期 8 単位までとする（秋学期科目に限る）。分野は、ILAC

科目および専門科目のどの分野からでも選択できる。 

 

２．法政大学科目の履修登録時の注意事項 

（１）春学期科目 

  春学期は可能な限り 24 単位分（24 単位より多めに履修できる方は少し多めに）、履修登録して

おくこと。※年間科目は、4 年生で履修する「卒業論文」のみ認められる。 

履修登録は SA 選考開始前（春学期の履修登録締切後）に行われるため、希望者は春学期の科

目を多めに履修するようにしておくこと。 

（２）秋学期科目（併修対象科目） 

  併修を希望する場合は、法政大学の秋学期科目は 8 単位までしか履修できない。多めに登録してい

る場合は、事務で超過分を削除するので注意すること。※4 年生は年間科目の「卒業論文」で 8 単位と

なるので注意すること。 

 

３．ＳＡオンラインプログラムを受けながら法政大学の授業を併修する場合の単位表 

下記の表のとおり。 

 春学期 秋学期 合計単位数 

法政の成績 / 単位 S～E / 49 単位まで 

（目安は 24 単位） 

S～E / 8 単位まで 

（年間で 49 単位を超えない） 

33 単位まで 

ELPI-O の成績 / 単位 － / － RS / 16 単位まで 16 単位 

 

 （目安は 24 単位） 24 単位 49 単位まで 
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スタディ・アブロード・プログラムのサポート体制 

4．法政大学授業の履修可能な時間帯（秋学期） 

曜日 月 火 水 木 金 

午前 〇 【午前】SA リアルタイムあ

り（希望者） 

【午前】SA リアルタイムあり 〇 【午前】SA リアルタイムあり 

午後 〇 〇 〇 〇 〇 

 

 

 

◆SA ポータルサイト 

SA オンラインプログラム期間中に、困ったことがあれば、SA ポータルサイトにアクセスして、問い合わせを

してください。開始前に SA 参加者全員に ID とパスワードを配布します。 

なお、留学期間中、このポータルサイトを使用して、月例報告（秋学期 SA 参加者のみ）を行ってい

ただきます。 

◆グローバル教育センターSA 担当 

SA 担当では、主に渡航関係、寮やホームステイなど現地での生活に関する事柄を中心に SA に参

加する学生をサポートしています。オンラインプログラムの場合は、現地のスタッフや教員との連絡等で困り

ごとがある際は相談にのりますので、その際はＳA ポータルサイト、または下記まで連絡してください。 

＜問い合わせ＞ 

〒102-8160  

東京都千代田区富士見 2-17-1 

（大内山校舎 2 階グローバル教育センター内） 

Tel: 03-3264-9408 Fax: 03-3264-9256   

E-mail: sapro@hosei.ac.jp 

◆文学部担当 

 文学部担当では、事前指導、奨学金申請、単位認定手続き、出発後の英文学科生への連絡内容

伝達（ゼミや卒論関係）、課題連絡・提出や帰国後報告会の案内・実施等を行います。何か困ったこ

とや気になることがありましたら、気軽に SA ポータルサイトまたは文学部窓口までお問い合わせください。 

＜問い合わせ＞ 

 大内山校舎 1 階 学部事務課窓口 文学部担当 

Tel: 03-3264-9324 

窓口時間 

月～金 9:00～17:00 (11:30～12:30 を除く)  


