
③ Chiang Mai University
(チェンマイ大学:タイ）

お茶の水女子大学　国際教育センター（留学派遣）国際交流留学生プラザ１F　問合せ先：info-ipo@cc.ocha.ac.jp

期間：2021/3/1(月)～3/12(金） 
!チェンマイ大学によるオリエンテーション　2/25（木）16:00-17:30

募集人数：16名（8名未満の場合開講されない可能性があります。）　
内容  

• 英語集中トレーニング
日常会話・スピーチ・発音・プレゼンテーション 
（講師は全員英語ネイティブで豊富な教育経験を有しています。) 

• SDGs 10 Reduced Inequalities（英語）
• Global Cafe with Chiang Mai University Students

オンラインSDGs英語短期研修プログラム

授業料 ：6,500バーツ
★支払い手数料別途必要

ZOOM配信

単位互換対象（事前事後研修要参加）

SDGs10の知識を身につけ 
明日の世界を変える一歩を 

踏み出そう！

《プログラムの概要・目的》 
チェンマイ大学言語センターとお茶の水女子大学との共同で本学学生のために企画されたプログラムです。
英語での日常会話、スピーチ、スピーキング能力の向上に焦点を当てた短期集中英語研修の他、

SDGs10「人や国の不平等をなくそう」について、タイと日本が直面している問題の比較や、世界で取り組んでいる 
ケーススタディーを通して深く学び、新しい時代を担うみなさんがSDGs10に取り組むきっかけとなるプログラムです。
また、現地学生との交流を通して、異文化への理解を深めるとともに、グローバルな視点も養います。

＜時間割＞

mailto:info-ipo@cc.ocha.ac.jp


オンライン短期研修プログラム

Step1　申込フォームにて申請　(〆切：2021/01/15) 

Step2　プログラム費用の支払い(〆切：2021/01/07)

申込・プログラム受講・単位認定まで

Step3　［学内］事前研修参加 
①学内オリエンテーション　　       (2020/12/17)　 
②異文化理解 (2021/01/13) 
③オンライン研修における危機管理 (オンデマンド）

Step4　オンライン英語短期研修プログラム参加

Step5　［学内］事後研修参加 
①単位認定手続き、報告書、課題提出(2021/03/28)
②振り返り・成果報告会　　　　 (2021/04/15)

Step6　単位認定審査後、単位付与 (2021/6以降）

プログラムへの申込 
(1)Moodle (https://moodle.cc.ocha.ac.jp/course/view.php?
id=26507#section-8) で学内申込をして下さい。
(2)語学証明書は国際教育センター窓口またはMoodleから提出して下さい。
<注意＞
・統合認証（ログイン）後、Moodleトップページに遷移した場合、左サイド
バーの「コース」＞「センター等」＞「国際教育センター（留学派遣）」を
クリックし申し込みをしてください。
・スコアは「英語検定」「TOEIC」「TOEFL ITP」「TOEFL iBT」
「IELTS」などが対象です。

事前研修 
①各プログラム参加者の顔合せから始めます！単位認定手続きや課題につい
ての説明も行います。
②オンライン配信で行います。受講後、確認テストを受けて下さい。
③録画された動画をMoodleに掲載しておきますので各自視聴し、視聴後確
認テストを受けて下さい。

①【単位認定に必要な書類（※）】及び【報告書】を提出します。
(※)単位認定願い、協定校発行の修了証、時間割
②各自の振り返りを共有し、課題（PPTまたは動画）を学内で発表します
（Moodleに掲載予定）

各所属の学部教授会で単位認定されると、学務課から個人宛に連絡が届きま
す。各自Alaginで単位認定の確認をして下さい。

（　）内の日程は予定のため、変更することがあります。ご了承ください。

オンライン短期プログラム参加中、授業の内容や課題で困ったことがあった
ら、国際教育センターが出来る限りサポートします！

お茶の水女子大学　国際教育センター（留学派遣） 
国際交流留学生プラザ１F　問合せ先：info-ipo@cc.ocha.ac.jp

国際教育センター（留学派遣）HP 国際教育センター（留学派遣）Moodle



Language Institute Chiang Mai University 

Sustainable Development Goals + Program (10-hour) 

“Reduced inequalities within and among countries.” 

Course Objective 

Inequality is one of the major problems to the world. Inequalities may be related to income, age, gender, 

disability, race, ethnicity, origin, religion or economic status. Inequality and associated poverty locks out a 

large share of the world’s population from education, health, security, income streams, markets and a whole 

lot of other opportunities and choices. 

Similarly, inequalities between countries hinder participation and the ability to benefit from the global 

economy. Such inequalities limit negotiating powers in global policies, may become the cause for migration 

and wars, and can compromise the ability to deal with environmental and other problems. 

During this course, students will be able to identify the different dimensions of inequality and how they are 

interlinked. Students will also be able to understand and explain about inequality and how it is a major driver 

for societal problems and how they can help to raise awareness about inequalities. Students will also be 

able to feel empathy for and show solidarity with people who are or have been discriminated with. Finally, 

students will be able to identify and analyze different types of causes and reasons for inequalities.  

By the end of this course, students will have a better understanding about the following targets: 

Target Description 

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion for all 

irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status 

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating 

discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation policies and 

action in this regard 

Course Content 

Lesson Duration Content 

1 2-hour Introduction to SDGs and SDGs10: Reduced Inequalities 

2 2-hour How can SDGs 10 affect the world and other goals? 



3 2-hour Case studies on reducing inequalities around the world 

• Effective

• Not yet effective

4 2-hour Can we find for tools or processes to reduce inequalities? 

As a new generation of the world, what would you do to be involved? 

5 2-hour Your idea of reducing inequalities 

Presentation by learners 

• What would you do to reduce the inequality you are facing?

Student evaluation 

Weighting Assessment 

80% Attendance and participation 

20% Presentation 



March 2021 

Ochanomizu University 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

28 1 2 3 4 5 6 

13.00-15.00  

(Thai time) 

Real World English 

16.00-17.00 

Global Café – Ice 

breaking 

13.00-15.00 

Real World English 

13.00-15.00 

Real World English 

16.00 – 17.00 

Global Café  

13.00-15.00 

Real World English 

13.00-15.00 

Real World English 

16.00-17.00 

Global Café 

7 8 9 10 11 12 13 

13.00-15.00 

Introduction to 

SDGs10 

16.00-17.00 

Global Café  

13.00-15.00 

SDGs 10 

13.00-15.00 

SDGs 10 

16.00-17.00 

Global Café  

13.00-15.00 

SDGs 10 

13.00-15.00 

Wrap up for SDGs10 

-End of the program-

Orientation Date: 25 February 2021 at 14.00 – 15.30 (Thai Time) 

<Course Contents> 

1. Real World English  (10 hours)

2. SDGs 10 Reduced Inequalities (10 hours)

3. Global Café with Chiang Mai University students (5 hours)
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