【慶應義塾大学 理工学部生対象／2017年度 SAF海外大学サマーセッション短期留学 大学一覧表】
出願要件
大学/機関名
大学/機関の概要
【プログラム】
1

カリフォルニア大学
バークレー校
【学部授業】

授業開始日～授業終了日 (週数）／最低履修単位数

【注意】
※授業開始日および授業終了日は、大学側の事情により変更になる可能性があります。
【注意】
※慶應義塾大学理工学部の学生は、以下に記載されたセッション以外での留学はできません。履修科目を選
※GPAの計算方法および（注)に関する詳細は下部を参 択する際には、以下に記載されたいずれかのセッションで開講されているかどうかを必ず確認してください。
照してください。
※留学生として滞在許可を得るためには、必ず以下に記載された最低履修単位数分の授業を履修する必要
があります。プログラム費は最低履修単位数分の授業を想定した金額になっています。それ以上履修する場
合は、別途費用がかかります。

GPA

●所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州バークレー
GPA: 3.00
●学生数： 約35,000人
●大学の特徴：
カリフォルニア大学群で最も古い歴史を持つ。現在に至るまで
ノーベル賞受賞者を70名以上輩出しており、世界屈指の名門
校として知られている。

英語力

TOEFL iBT 80
IELTS 6.5
TOEIC685

① セッションB： 6月5日～8月11日（10週間）／8単位
② セッションC： 6月19日～8月11日（8週間）／6単位
③ セッションD： 7月3日～8月11日（6週間）／5単位

2016年12月6日現在

プログラム費用概算 (最低履修単位数)

滞在形式／食事形態

【注意】
※プログラム費は2016年度の授業料および滞在費の情報を基に予測した金額となります。あくまでも概算としてお考え
ください。
※外貨換算レートは、100-120円／US$1、130-150円／￡1 の場合で計算されています。

【注意】
※滞在形式および食事形態は大学側の事情により変更になる可能性があります。また、滞在
形式および食事形態に変更があった場合、プログラム費用概算が大きく変わる可能性がありま
す。

学生寮（2人部屋）の場合：
① 約US$11,040.00-12,040.00 【約1,104,000-1,445,000円】 （8単位分）
② 約US$9,000.00-9,780.00 【約900,000-1,174,000円】 （6単位分）
③ 約US$7,520.00-8,150.00 【約752,000-978,000円】 （5単位分）

◎滞在形態：
学生寮 （2人部屋もしくは3人部屋）
※部屋の形態について希望は出せますが、必ずしも希望通りになると
は限りません。
※セッションDに参加する学生は、大学の事情によりキャンパス近隣の
アパート滞在になる可能性があります。

※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$480.00～510.00／単位の追加費用がかかります。

学生寮（3人部屋）の場合：
① 約US$10,230.00-11,140.00 【約1,023,000-1,337,000円】 （8単位分）
② 約US$8,370.00-9,080.00 【約837,000-1,090,000円】 （6単位分）
③ 約US$7,070.00-7,640.00 【約707,000-917,000円】 （5単位分）
※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$480.00～510.00／単位の追加費用がかかります。

アパート式学生寮（3人部屋または4人部屋）の場合：
③ 約US$6,400.00-6,910.00 【約640,000-830,000円】 （5単位分）

◎食事形態：
学生寮の場合：食事代を含む（含まれるミールポイントは以下を参照）
・セッションB： 880ミールポイント（約12食／週）
・セッションC： 704ミールポイント（約12食／週）
・セッションD： 528ミールポイント（約12食／週）
アパート式学生寮の場合：食事代は含まない

※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$480.00～510.00／単位の追加費用がかかります。

2

カリフォルニア大学
ロサンゼルス校
【学部授業】

●所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス
GPA: 3.00
●学生数： 約40,000人
●大学の特徴：
カリフォルニア大学群で最も学生数が多い最大規模の大学で、
UCLAの名称で知られている。また、バークレー校に並ぶ世界の
名門大学であり、米国の代表的な研究拠点の一つ。

TOEFL iBT 79
IELTS 6.5

① セッションA： 6月26日～9月1日（10週間）／8単位
② セッションA： 6月26日～8月25日（9週間）／8単位
③ セッションA： 6月26日～8月18日（8週間）／8単位
④ セッションA： 6月26日～8月4日（6週間）／8単位

学生寮（2人部屋）の場合：
① 約US$9,550.00-10,390.00 【約955,000-1,247,000円】 （8単位分）
② 約US$9,140.00-9,930.00 【約914,000-1,192,000円】 （8単位分）
③ 約US$8,730.00-9,480.00 【約873,000-1,138,000円】 （8単位分）
④ 約US$7,900.00-8,560.00 【約790,000-1,028,000円】 （8単位分）
⑤ 約US$7,900.00-8,560.00 【約790,000-1,028,000円】 （8単位分）
⑥ 約US$13,170.00-14,390.00 【約1,317,000-1,727,000円】 （16単位分）
※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$350.00～380.00／単位の追加費用がかかります。

◎滞在形態：
学生寮もしくはアパート式学生寮 （2人部屋もしくは3人部屋）
※部屋の形態について希望は出せるが、必ずしも希望通りになるとは
限らない。
◎食事形態：
学生寮の場合：食事代（11食／週）含む
アパート式学生寮の場合：食事代は含まない

⑤ セッションC： 8月7日～9月15日（6週間） ／8単位
⑥ セッションA+C： 6月26日～9月15日（12週間）／16単位

アパート式学生寮（数人でシェア、寝室は2人部屋、食費含まず）の場合：
① 約US$8,770.00-9,520.00 【約877,000-1,143,000円】 （8単位分）
② 約US$8,440.00-9,160.00 【約844,000-1,100,000円】 （8単位分）
③ 約US$8,110.00-8,790.00 【約811,000-1,055,000円】 （8単位分）
④ 約US$7,440.00-8,060.00 【約744,000-968,000円】 （8単位分）
⑤ 約US$7,440.00-8,060.00 【約744,000-968,000円】 （8単位分）
⑥ 約US$12,230.00-13,350.00 【約1,223,000-1,602,000円】 （16単位分）
※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$350.00～380.00／単位の追加費用がかかります。

学生寮（3人部屋）の場合：
① 約US$8,610.00-9,340.00 【約861,000-1,121,000円】 （8単位分）
② 約US$8,290.00-8,990.00 【約829,000-1,079,000円】 （8単位分）
③ 約US$7,980.00-8,640.00 【約798,000-1,037,000円】 （8単位分）
④ 約US$7,350.00-7,950.00 【約735,000-954,000円】 （8単位分）
⑤ 約US$7,350.00-7,950.00 【約735,000-954,000円】 （8単位分）
⑥ 約US$12,030.00-13,130.00 【約1,203,000-1,576,000円】 （16単位分）
※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$350.00～380.00／単位の追加費用がかかります。

アパート式学生寮（数人でシェア、寝室は3人部屋、食費含まず）の場合：
① 約US$8,350.00-9,060.00 【約835,000-1,088,000円】 （8単位分）
② 約US$8,060.00-8,740.00 【約806,000-1,049,000円】 （8単位分）
③ 約US$7,770.00-8,420.00 【約777,000-1,011,000円】 （8単位分）
④ 約US$7,200.00-7,780.00 【約720,000-934,000円】 （8単位分）
⑤ 約US$7,200.00-7,780.00 【約720,000-934,000円】 （8単位分）
⑥ 約US$11,720.00-12,790.00 【約1,172,000-1,535,000円】 （16単位分）
※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$350.00～380.00／単位の追加費用がかかります。

3

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校
【学部授業】

●所在地： アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラ
●学生数： 約22,000人
●大学の特徴：
パブリック・アイビーの内の1校として知られる名門公立大学であ
り、世界の大学ランキングでも上位に位置する。工学、物理・化
学工学・材料工学の研究は全米の中でもトップレベル。

GPA： 2.70
※保持しているGPA
スコアに関わらず、英
文成績証明書に記
載されている履修科
目に"C"が2つ以上
ある場合はSAF日本
事務局に要問合せ。

TOEFL iBT 80（各 ① セッションA： 6月26日～8月4日（6週間）／6単位
セクション20以上）
IELTS 7.0（各セク ② セッションB： 8月7日～9月15日（6週間）／6単位
ション6.0以上）
(注1)
③ セッションC： 6月26日～9月1日（10週間）／12単位

学生アパート（数人でシェア、寝室は2人部屋）の場合：
① 約US$8,820.00-9,580.00 【約882,000-1,150,000円】 （6単位分）
② 約US$8,820.00-9,580.00 【約882,000-1,150,000円】 （6単位分）
③ 約US$13,190.00-14,420.00 【約1,319,000-1,731,000円】 （12単位分）

◎滞在形態：
学生アパート （寝室は2人部屋もしくは3人部屋）
※部屋の形態について希望は出せるが、必ずしも希望通りになるとは
限らない。

※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$370.00～400.00／単位の追加費用がかかります。

学生アパート（数人でシェア、寝室は3人部屋）の場合：
① 約US$8,270.00-8,930.00 【約827,000-1,072,000円】 （6単位分）
② 約US$8,270.00-8,930.00 【約827,000-1,072,000円】 （6単位分）
③ 約US$12,150.00-13,220.00 【約1,215,000-1,587,000円】 （12単位分）

◎食事形態：
食事代は含まない

※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$370.00～400.00／単位の追加費用がかかります。

4

オレゴン大学
【学部授業】

5

●所在地： アメリカ合衆国オレゴン州ユージーン
GPA： 2.50
●学生数： 約23,000人
※2.00から交渉可能
●大学の特徴：
国際交流にも積極的に取り組んでおり、80を超える国々から留
学生が集まっている。州最大規模の図書館を保有している。

TOEFL iBT 61
① 6月26日～9月15日（12週間）／12単位
TOEFL ITP 500
IELTS 6.0
(注2)一部の学部
は、上記より高い英
語力を求められる

FIE ロンドン
●滞在先： イギリス、ロンドン
GPA： 3.0
IELTS for UKVI 5.5 ① Summer Session II： 6月15日～8月13日（8週間）
●機関の特徴：
※2.70から交渉可能 （各セクション 5.5以
【授業+インターンシップ】 主に米国の大学生向けのインターンシップ・プログラムを提供し
上）
ている非営利教育機関。英国文化およびビジネスの学部科目
を履修しながら、中小企業・NPO/NGOなどでインターンシップを
経験するプログラムを提供している。

● 出願要件の (注1)(注2)について
(注1: カリフォルニア大学サンタバーバラ校)
セクション別のスコアを満たしていない場合は、満たしていないセクションの語学力強化科目の履修が義務付けられ
ます。Summer Sessionの場合は、語学力強化科目の種類も少なくなるので、必要な科目が開講されないという可
能性に備え、総合スコアに加え、セクション別のスコア基準も確実に満たすことを目標にしてください。
(注2： オレゴン大学)
履修する科目によっては高いスコアが求められます。TOEFL iBT以外で出願を希望する場合は、SAF日本事務局
までお問い合わせください。
（ArchitectureTOEFL iBT 88、Arts Management/Arts History TOEFL iBT 88、Business TOEFL iBT 89）

■お問い合わせ先/個別相談予約先
米国非営利教育財団 SAFスタディ・アブロード・ファウンデーション SAF日本事務局
TEL: 03-5321-6222
Email: keio-st@studyabroadfoundation.org
Web: japan.studyabroadfoundation.org

● GPAの計算について
GPAとはGrade Point Averageの略で平均成績値のことです。GPAは4.0が満点となり、出願先大学によって基準が異なります。
【GPA 計算式】 （取得した各科目の単位数×その科目の成績換算値※）の合計÷取得済み総単位数
※慶應義塾大学での成績換算値⇒A＝4.00／B＝3.00／C＝2.00 注）D以下はGPAに含む必要なし

● 慶應義塾大学理工学部による海外留学奨励金について
慶應義塾大学理工学部による「国際人材育成資金」の海外留学奨励金へ申請できる可能性があります。
申請資格や申請方法の詳細等については、 「理工学部学生課学生生活担当（矢上キャンパス25棟1階／[TEL] 045-566-1463／
[Email] kym-yagami@adst.keio.ac.jp）」に確認してください。

① 約US$13,520.00-14,840.00 【約1,352,000-1,781,000円】 （12単位分）
※ 上記の単位数以上を履修する場合、約US$390.00～430.00／単位の追加費用がかかります。

◎滞在形態：
学生寮 （2人部屋）
◎食事形態：
食事代（80ミールポイント=約16食／週）含む

① 約￡8,950.00-9,810.00 【約1,163,000-1,472,000円】

◎滞在形態：
学生アパート （2人部屋）
◎食事形態：
食事代は含まない

● 留学に必要な費用について
SAF海外大学サマーセッション短期留学は私費留学となるため、留学に必要な資金を用意しておくことも留学準備のひとつとして重要です。一般的にどの大学においても、出願時に留学中のプ
ログラム費、生活費などを支払える資金があることを「英文残高証明書」の提出によって証明する必要があります。
※支払いに関する細かい情報は出願書類の１つである「支払規定および同意書」にてご確認ください。「支払規定及び同意書」の入手方法は出願ガイダンスにてお知らせします。
【SAFプログラム費に含まれているもの】
1. 学費および学生費などの必要諸経費
2. ハウジング手配と授業期間中のハウジング費用
3. 留学先大学との出願手続きおよび合格の手続き
4. 入学手続きのサポート
5. 留学先大学指定保険料 （※留学先大学が大学指定の保険の加入を義務付けている場合）
6. 最寄空港から滞在先への移動手段（エアポートシャトルなど）の手配およびその費用
7. 出発前の留学アドバイジングとオリエンテーション
8. 出発前から帰国に至るまでの留学プログラムに関する相談受付
9. 留学プログラム期間中の海外での緊急時のサポート
10. プログラム費用及び留学中に生じる追加費用に関する管理業務
11. 留学先大学からの成績証明書の手配費用 （※別途費用がかかる場合のもある）

【SAFプログラム費に含まれていないもの】
1. 渡航費
2. 指定入寮日前および指定退寮日後の滞在費
3. 休暇期間の滞在費
4. ビザ申請料
5. 海外留学保険料 （※加入必須）
6. 予防接種／健康診断費用
7. 食費 （※プログラム費に含まれていない分）
8. 生活費
9. 現地での交通費
10. テキスト代、実験費
11. 通信費（※インターネット回線設定・使用料、携帯電話料金など）
12. その他の個人的な出費

