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SAF スタディ・アブロード・ファウンデーション 2023 年サマーセッション短期留学費用一覧（概算）    2022 年 2 月 28 日現在   
※下記のプログラム費用は、2021-2022 年度の費用を基に計算した 2022-2023 年度の予想されるプログラム費用となっています。各受け入れ大学の事情により、実際の 2022-2023 年度のプログラム費用は 3-15%程値 

上がりすることもあるため（大学により 15%以上値上がりする場合もあります）、SAF プログラム費の請求時点で実際の請求額が参考予測金額よりも高額になる場合もあります。 

※下記のプログラム期間は 2021-2022 年度のスケジュールを参考に載せています。プログラム期間・日程には変更が生じることがあります。 

※SAF では各大学との提携により、SAF 留学プログラムを特別に設定しています。SAF 留学プログラムは学位取得を目的とした正規留学や交換留学等とは異なるため、SAF プログラム費はそれらの留学生の学費 

（授業料及び必要諸経費、滞在費／ミールプラン費、留学先大学指定保険料等）とは異なります。 

※SAF プログラム費には以下の項目が含まれています。 

出発前 

・経験豊富な SAF スタッフによる出発前の留学アドバイジングとオリエンテーション ・日本の大学における認定留学制度や単位移行に関するアドバイス ・留学先大学への出願手続きおよび合格後の手続き／入学手続きのサポート／渡航に関するアドバイス 

到着時 

・留学先大学の学費および学生費等の必要諸経費 ・指定最寄空港から滞在先への移動手段の手配、およびその費用（留学先大学によっては、含まれない場合があります。） ・滞在先手配と授業期間中の滞在費 

留学中 

・食費（留学先大学によっては、SAF プログラム費に含まれない場合もあります。） ・米国を拠点とする SAF 本部による SAF 留学プログラム期間中の海外での緊急時のサポート ・予期せぬことに備えるための留学先大学／留学先国／SAF 指定保険 ・SAF 留学プログラムに関する相談受付 

帰国後 

・日本の在籍大学への単位移行に必要な留学先大学からの成績証明書の手配 ・SAF 同窓会のメンバーシップ、帰国後就職活動の支援 

※SAF プログラム費には以下の項目は含まれていません。 

・渡航費 ・指定入寮／入居日前および指定退寮／退去日後の滞在費 ・長期休暇期間中の滞在費 ・日本の海外留学保険料 ・生活費 ・ビザ申請料およびビザ申請に伴う健康診断受診料 ・予防接種／健康診断費用 ・現地での交通費 ・通信費（インターネット回線設定・使用料、携帯電話料金等）  

・テキスト代 ・その他の個人的な出費 

※下記のプログラム内容、滞在方法、ミールプラン、留学先大学／留学先国／SAF 指定保険などには変更が生じることがあります。 
 
※SAF プログラム費の確定について 

SAF 留学プログラムの確定プログラム費（現地通貨）は、プログラム開始の約 4～6 か月前に決定されます。確定プログラム費の通知方法に関しては、個別相談／出願ガイダンスにてご案内します。  

サマーセッション短期留学（アメリカ） 

   

プログラム種類 プログラム期間 
SAF プログラム費  

※換算レートは 105-120 円/US$1 の場合 
  

カリフォルニア大学 サンタバーバラ校 
  滞在方法（学部授業履修）：アパート 

学部授業履修プログラム 

Session A （6 月 21 日～7 月 29 日）（※6 週間）（※最低履修単位数：8 単位） US$8,920.00～10,000.00（約 936,000～1,200,000 円） 

Session B （8 月 1 日～9 月 9 日）（※6 週間）（※最低履修単位数：8 単位） US$8,920.00～10,000.00（約 936,000～1,200,000 円） 

Session C （6 月 21 日～8 月 26 日）（※10 週間）（※最低履修単位数：8 単位） US$10,440.00～11,700.00（約 1,096,000～1,404,000 円） 

Session A+B （6 月 21～9 月 9 日）（※12 週間）（※最低履修単位数：16 単位） US$15,460.00～17,320.00（約 1,623,000～2,079,000 円） 
 
 
注意）※SAF プログラム費には食費（約 10 食／週）が含まれています。 

※滞在費は Tropicana Gardens のスタンダードアパート（1 ユニットを 6～8 人でシェア、寝室は 2 人部屋（Small Double in A））で計算されています。その他の学生寮／アパート／ルームタイプに滞在する場合は追加費用がかかる場合があります。 
※SAF プログラム費（学部授業履修プログラム）には最低取得単位数（Session A：8 単位、Session B：8 単位、Session C：8 単位、Session A+B：16 単位）が含まれています。それ以上の単位数を履修する場合、別途料金がかかります。（参考：約 US$460.00～／単位） 
※SAF プログラム費には留学先大学／SAF 指定保険料（加入必須）が含まれています。 

  
  

カリフォルニア大学 バークレー校 
  滞在方法（学部授業履修）：学生寮 
 

学部授業履修プログラム 

Session A （5 月 23 日～7 月 1 日）（※6 週間）（※最低取得単位数：5 単位） US$9,040.00～10,140.00（約 949,000～1,217,000 円） 

Session B （6 月 6 日～8 月 12 日）（※10 週間）（※最低取得単位数：8 単位） US$12,880.00～14,440.00（約 1,352,000～1,733,000 円） 

Session C （6 月 21 日～8 月 12 日）（※8 週間）（※最低取得単位数：6 単位） US$10,700.00～11,990.00（約 1,123,000～1,439,000 円） 

Session D （7 月 5 日～8 月 12 日）（※6 週間）（※最低取得単位数：5 単位） US$9,040.00～10,140.00（約 949,000～1,217,000 円） 

Session E （7 月 25 日～8 月 12 日）（※3 週間）（※最低取得単位数：3 単位） US$6,930.00～7,770.00（約 727,000～933,000 円） 

Session A+D （5 月 23 日～8 月 12 日）（※12 週間）（※最低取得単位数：10 単位） US$16,750.00～18,760.00（約 1,758,000～2,252,000 円） 

語学力強化プログラム／特別科目履修プログラム 
Session D （7 月 5 日～8 月 12 日）（※6 週間）（※最低取得単位数：5 単位） US$9,040.00～10,140.00（約 949,000～1,217,000 円） 

Session E （7 月 25 日～8 月 12 日）（※3 週間）（※最低取得単位数：3 単位） US$6,930.00～7,770.00（約 727,000～933,000 円） 
 
 
注意）※SAF プログラム費（学生寮滞在の場合）には食費（Standard Meal Plan、約 12 食／週）が含まれています。 

※滞在費はスタンダードルーム（3 人部屋）で計算されています。その他のルームタイプに滞在する場合は追加費用がかかる場合があります。 
※SAF プログラム費（学部授業履修プログラム）には最低取得単位数（Session A：5 単位、Session B：8 単位、Session C：6 単位、Session D：5 単位、Session E：3 単位、Session A+D：10 単位）が含まれています。それ以上の単位数を履修する場合、別途料金がかかります。 
（参考：約 US$670.00～／単位） 
※SAF プログラム費には SAF 指定保険料（加入必須）が含まれています。 

  
  

カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 
  滞在方法（学部授業履修）：学生寮 

学部授業履修プログラム 

Session A （6 月 21 日～7 月 29 日）（※6 週間）（※最低履修単位数：8 単位） US$8,690.00～9,740.00（約 912,000～1,169,000 円） 

Session A （6 月 21 日～8 月 12 日）（※8 週間）（※最低履修単位数：8 単位） US$9,600.00～10,760.00（約 1,008,000～1,292,000 円） 

Session A （6 月 21 日～8 月 26 日）（※10 週間）（※最低履修単位数：8 単位） US$10,430.00～11,690.00（約 1,095,000～1,403,000 円） 

Session C （8 月 1 日～9 月 9 日）（※6 週間）（※最低履修単位数：8 単位） US$8,690.00～9,740.00（約 912,000～1,169,000 円） 

Session A+C （6 月 21 日～9 月 9 日）（※12 週間）（※最低履修単位数：16 単位） US$15,250.00～17,080.00（約 1,601,000～2,050,000 円） 

Summer Intensive Term 3 （8 月 1 日～8 月 19 日）（※3 週間）（※最低履修単位数：4 単位） US$5,890.00～6,610.00（約 618,000～794,000 円） 
 
 
注意）※SAF プログラム費（学生寮滞在の場合）には食費（約 11 食／週）が含まれています。 

※滞在費はスタンダードルーム（3 人部屋）で計算されています。その他のルームタイプに滞在する場合は追加費用がかかる場合があります。 
※SAF プログラム費（学部授業履修プログラム）には最低履修単位数（Session A：8 単位、Session C：8 単位、Session A+C：16 単位、Summer Intnsive Term 3：4 単位）が含まれています。それ以上の単位数を履修する場合、別途料金がかかります。（参考：約 US$460.00～／単位） 
※SAF プログラム費には留学先大学／SAF 指定保険料（加入必須）が含まれています。 

  
          

サマーセッション短期留学（イギリス） 

   

プログラム種類 プログラム期間 
SAF プログラム費  

※換算レートは 140-165 円/￡1 の場合 
  

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 
  滞在方法（語学力強化）：アパート式学生寮 

語学力強化プログラム Summer （8 月 8 日～8 月 26 日）（※3 週間） ￡4,860.00～5,450.00（約 680,000～900,000 円） 
 
 
注意）※SAF プログラム費には、食費は含まれません。 

※アパート式学生寮滞在費はスタンダードルーム（Arthur Tattersall or Schafer House、1 人部屋）で計算されています。その他の学生寮／ルームタイプに滞在する場合は追加費用がかかる場合があります。 
※SAF プログラム費には SAF 指定保険料（加入必須）が含まれています。 

  
   

SAF プログラム費の外貨換算適用レート 
アメリカ（US$）の場合：105-120 円/US$1 での計算 

イギリス（￡）の場合：140-165 円/￡1 での計算 


