
Online 
Summer Program

Aug.23(Mon)〜Aug.27（Fri）

Free！

1授業からでも受け付けています。 お客様の声

Setsunan University Osaka Japan

Contents:
・Cultural Exchange

・SDGs Learning

・Interaction with students from other countries

Designed by Freepik



プログラㇺ内容は変更になる場合があります。

８月２６日（木）

８月２７日（⾦） 15:00 〜 16:00

オフィスアワー︓月曜日〜⼟曜日　9︓00〜17︓00（日本時間）

・本プログラムの広報を目的として、参加者の写真や動画を使用することがあります。もし、それらの使用を望まないのであれば、
下記のメールアドレスに連絡をお願いします。

5. 費用
　無料

7. お問合せ
摂南大学　グローバル教育センター
T E L ︓+81-72-839-9432

・Zoomで実施するプログラムは、カメラの電源をONにしてご参加ください。
・Zoomへアクセスする際は、名前をローマ字表記にしていただき５分前までには入室してください。
・オンラインで⾏われる授業の様⼦を写真に撮りSNS等で共有することや、授業の内容を録⾳・録画することはご遠慮ください。

6. 注意事項
・端末は、パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれでも受講可能ですが、動作の安定したパソコンで受講することを推奨します。

E-mail︓SETSUNAN.Globaledu@josho.ac.jp

4. 参加方法
①募集要項（本資料）をご確認ください。
②申込者（学⽣）が案内ポスターのQRコードを読み取って、参加申込フォームを入⼒してください。

申込締切︓6⽉30⽇（⽔）17︓00（⽇本時間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込フォーム（MS-Form）
https://forms.office.com/r/fyuy69Nf7y

・配布された授業等のURL、ミーティングIDやパスワードを他人と共有することはご遠慮ください。

・JLPT N4と同等以上の日本語⼒を有する学⽣（プログラムはすべて日本語で実施されます。）

2021年度 摂南⼤学オンラインサマープログラム
1. 申込対象者
・摂南大学の協定校に在籍し、日本・日本語・SDGsに興味を持つ学⽣

2. 期間

・5日間のプログラム全日程参加が可能な学⽣
　

3. プログラム内容

　2021年8月23日（月）〜8月27日（⾦）

13:00 〜 14:00 オリエンテーション・自己紹介

13:00 〜 14:00

８月２３日（月）

８月２４日（火）

14:00 〜 16:00 プレゼンテーション動画作成①

 ①⽂化交流︓国、⽂化、大学⽣活について紹介する。（動画作成）
②SDGs学習︓SDGsの中から興味のあるゴールを選択し、SDGsの課題や課題解決⽅法についてグループプレゼンテーション
を作成する。（グループ学習）
③日本人学⽣や他国の学⽣との交流(日本、韓国、台湾、タイ、インドネシア、マレーシア、メキシコ、アメリカなど)

　このプログラムの授業はすべてリアルタイム（Zoom*）で実施いたします。
　*Zoomの利用⽅法については、「Zoomヘルプセンター」ホームページをご参照ください。 https://support.zoom.us/hc/en-us

スケジュール

　日時（日本時間） 　授業内容

８月２５日（水）

14:00 〜 16:00 プレゼンテーション動画発表・ディスカッション
SDGs基礎講座

13:00 〜 14:00 グループ活動（ディスカッション）

13:00 〜 14:00
14:00 〜 16:00 グループ活動（テーマ設定）

振り返り

14:00 〜 16:00

プレゼンテーション動画作成②

13:00 〜 15:00 発表
グループ活動（プレゼンテーション準備）



7. Contact

5. Fee
Free

6. Note
・You can join a class from any device, but it is recommend to join using a computer (laptop or desktop).
・Please do not share the URL, meeting ID, and the password with anyone.
・Please do not record or take pictures during a class.
  / Sharing pictures and/or videos of the class is strictly prohibited.
・Please enter the virtual classroom at least 5 minutes before the class starts. Names should be displayed
in English.

Global Education Center, Setsunan University
TEL︓+81-72-839-9432  E-mail︓SETSUNAN.Globaledu@josho.ac.jp
Office Hour︓Monday-Saturday  9:00〜17︓00 (Japan Standard Time)

・Please turn on web cameras when attending a class.
・Please note that we may use photos and videos from this program to promote our university. Let us
know by e-mail if you do not allow us to use them.

4. Application Procedures
(1)  Please inform students of the application guidelines (this document).
(2)  Students should scan the QR code on this document and fill out the application form.

 Application Period:30　June（Wed）17:00PM(JST)                                              Apply(MS-Form)
https://forms.office.com/r/fyuy69Nf7y

Programs are subject to change.

25 Aug.(Wed) 13:00 〜 14:00 Lecture on introduction of SDGs
14:00 〜 16:00 Group learning（setting a presentation theme)

26 Aug.(Thu) 13:00 〜 14:00 Group learning（discussion)
14:00 〜 16:00 Group learning (preparing for presentation)

27 Aug.(Fri) 13:00 〜 15:00 Giving a group presentation
15:00 〜 16:00 Reflection

23 Aug.(Mon) 13:00 〜 14:00 Program orientation, self-introduction
14:00 〜 16:00 Making video presentations ①

24 Aug.(Tue) 13:00 〜 14:00 Making video presentations ②
14:00 〜 16:00 Giving a presention, discussion

Classes in this program will be conducted via Zoom*.
　*"Zoom help center"  https://support.zoom.us/hc/en-us

Schedule

　Date / Time
（Japan time zone (GMT+9)） 　Class

③Interaction with students from other countries(Japan,Korea, Taiwan, Thai, Indonesia, Malaysia, Mexico
and USA)

Setsunan University Online Summer Program 2021

1. Admission
・This program is offered to overseas students who are interested in Japan, Japanese and SDGs.
・Students who have N4 level or higher of The Japanese-Language Proficiency Test (JLPT)or who have the
equivalent proficiency.
(All classes are held in Japanese.)
・Students who can participate in the full 5 day program.

2. Period
　From 2021/8/23 to 2021/8/27

3. Program Contents
①Cultural Exchange︓Exchange introduction of your country, culture and university life.（Make a Video
Presentation）
②SDGs Learning:Select the SDGs Goal in which you are interested and give a group presentation
introducing SDGs problems, implementing solutions　and suggestions.(Group　Learning)


