
CANADA クイーンズ大学 オンラインアクティビティ（無料）のご案内（秋学期） 
（追加募集） 

 
関西学院大学の海外協定大学として長いお付き合いのあるカナダのクイーンズ大学から、関学生のために素敵なお知らせ
を頂きました。秋学期の間に、クイーンズ大学で行われている様々なオンラインアクティビティに、無料でご招待いただけること
になりました︕このような機会はなかなかありませんので、是非申し込んでみてください︕ 
 

 申込締切︓９月 3日（金） 
 参加者発表︓9月 7日（火）Kwicお知らせ 

 
※複数プログラムに申し込むことが可能です。各プログラム、定員を超える申し込みがあった場合は、抽選となります。 
※英語の推奨要件がありますが、あくまで推奨されるレベルです。多少前後してもかまいません。 
※スコアの提出は必要ありません。 
※大学の授業と重なる場合は、必ず授業を優先してください。 
 
 
Student Life Program  
Queenʼs大学の学生・直近の卒業生主導によるオンラインアクティビティ。毎日様々なアクティビティが行われており、内容
は月ごとに変わります（別紙参照）。皆さんは全てのアクティビティに参加する必要はなく、１週間に 1～3 つほど参加する
事が推奨されています。（この資料の最後に、「Student Life Program」の参考資料を付けています） 
The activities are led by our monitors who are Queen's University students or recent graduates. The students 
aren't expected to attend every activity; rather, we'd recommend they attend 1 - 3 activities per week. This 
program would start the week of September 13th and run until the week of December 6th. 
 
 募集定員︓15名 
 参加頻度︓週 1～3回程度（自分の都合に合わせる） 
 実施期間︓9/13～12/6  
 推奨英語要件︓CEFR B1 or TOEFL PBT 400 or higher（英検準 2級 or TOEIC 450相当以上） 
 参加申し込み URL︓https://forms.office.com/r/YsziyPMrQk 
注）プログラム開始前に、オリエンテーションに参加して頂きます。（日程未定） 

 
 
Conversation Partner Program  
Queenʼs大学の学生と 1対 1でパートナーを組み、週 1回 Zoomで交流します。アンケートにより趣味や学習分野が
同じ学生をマッチングし、週に 1回、自分たちの都合に合わせてスケジュールを決め、自由にお話し出来ます。 
The students would be matched with a Queen's University student for one-on-one weekly conversations 
through Zoom. We send surveys out to all students and volunteers about interests and areas of study and then 
we match them. After the initial orientation meeting, the matched pairs will make their own schedules to meet 
each week. 
 
 募集人数︓20名 
 参加頻度︓週 1回 ※時間帯は、Conversation Partner と相談して決めます。 
 実施期間︓10/4～12/6 
 推奨英語要件︓CEFR B1 or TOEFL PBT 400 or higher（英検準 2級 or TOEIC 450相当以上） 
 参加申し込み URL︓https://forms.office.com/r/b0UMU38Jvi 
  注）プログラム開始前に、オリエンテーションに参加して頂きます。（日程未定） 

募集終了 

募集終了 

https://forms.office.com/r/YsziyPMrQk
https://forms.office.com/r/b0UMU38Jvi


Workshops（全 3回・テーマは毎回違います） 
Queenʼs School of English のインストラクターによるワークショップ。テーマはそれぞれ違いますが、いずれも双方向的な
レクチャーとディスカッションを含みます。 
 
Workshop①︓SDGʼs と環境 
現在世界の課題となっている SDGʼs（持続可能な開発目標）について、クイーンズ大学での取り組みや成功例について
講義を聞き、今後私たちがどのように貢献していけるかについて話し合っていきます。 
This workshop will include a short presentation on Queen's University and successes connected with the UN's 

Sustainable Development Goals. The session will continue with activities, discussions and brainstorming how 

we all can play our part in improving sustainability around us. 

 

 募集人数︓十数名 
 実施日時︓9/11（土）9:00 - 10:00 am (日本時間) 
 推奨英語要件︓CEFR level B2 or TOEFL PBT 477 or higher（英検 2級 or TOEIC 600相当以上） 
 参加申し込み URL︓ https://forms.office.com/r/nSaGDJJ9bD 

 
 

Workshop②︓キングストン（カナダ）について 
クイーンズ大学が位置するキングストンについて、様々なゲストスピーカーが登場。お話やワークショップを通して歴史や文
化、環境などについて学び、観光や留学先として引っ張りだこなキングストンの魅力に迫ります。 
This workshop will include various speakers sharing what they love about living in Kingston. Explore the history, 

culture and environment that makes Kingston such a sought-after destination for tourists and students. 

 

 募集人数︓十数名 
 実施日時︓9/25（土）9:00 - 10:00 am (日本時間) 
 推奨英語要件︓CEFR level B1 or TOEFL PBT 400 or higher（英検準 2級 or TOEIC 450相当以上） 
 参加申し込み URL︓ https://forms.office.com/r/80r7r1ejH5 

 

 
Workshop③︓スピーキングと発音 
ゲームや簡単なディスカッションなどのアクティビティを通して、英語話者と会話をしたり、発音のヒントを学ぶことが出来ます。
英語初心者や苦手意識のある人も、安心して参加できます。 
This workshop will give a brief overview of tips and tricks to improve your pronunciation as well as the 

opportunity to connect with other English speakers. Expect to partake in activities, games, and discussions. 

 

 募集人数︓45名 
 実施日時︓10/9（土）9:00 - 10:00 am (日本時間) 
 推奨英語要件︓ CEFR level A2 or TOEFL PBT 389 or higher（英検 3級 or TOEIC 300相当以上） 
 参加申し込み URL︓ https://forms.office.com/r/JtWthyDSbC 

【注意事項】 
 単位認定はありません 
 修了証等の発行はありません 
 このオンラインアクティビティ（無料）は、クイーンズ大学のご厚意により提供頂いています。最後まで参加意思のある
方、推奨されている参加回数・予定されている日程に参加可能な方のみ申し込んでください。 

募集終了 

https://forms.office.com/r/nSaGDJJ9bD
https://forms.office.com/r/80r7r1ejH5
https://forms.office.com/r/JtWthyDSbC

