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本プログラムを運営するIES Abroadの1部門であるThe Study Abroad Foundation (SAF) は、アジ
アの大学生の留学を促進するために活動している米国の非営利教育財団です。

SAFが考える「留学」とは

SAFは非営利教育機関として、留学プログラムを通じて成長し、国際社会で活躍できる人材の育
成に取り組んでいます。留学から帰国した学生は、世界中に友人ネットワークを広げ、視野も広
がり、将来を力強く生き抜く力を養って戻ってきます。SAFでは、留学情報を提供するだけでな
く、一人一人の目標にあった留学を通して皆さんが将来、より充実した人生・キャリアを形成し
ていけるよう、様々な角度から留学相談を実施しています。
より良い留学を実現させるためにともに取り組んでいくことを目指します。

SAFの国際的な大学ネットワーク

SAFは設立以来、国際的かつ様々な学生のニーズに応えた大学ネットワークを確立し、その幅広
いネットワークを利用して学生を派遣する留学モデルの構築に努めてきました。アメリカ本部そ
してアジア各国の事務局によるサポートのもの、交換協定に基づかない学生派遣プログラム
（Visiting Student Program）により、2000年の設立以降12.200人以上（うち、日本からは4,600人
以上）の大学生がSAFを通じて留学の夢を実現させています。

Welcome to SAF 

▶ 専門のアドバイザーによる個別相談：

「語学力アップ」のためだけではない留学を

SAFによるサポート体制
参加学生はSAFより、留学先大学選び・出願準備・渡航前準備に関するアドバイスを受けること
ができます。また、出願手続き・滞在先の確保・留学中の24時間体制のトラブル対応をSAFが行
いますので、安心して勉強に集中することができます。

希望にあった留学プラン、留学までの具体的な準備
（留学に必要な語学力、GPA、予算）など

万全の連携体制

留学先大学 滞在先

IES Abroad

現地日本
大使館など

▶ 学内手続きのサポート
▶ SAF説明会、SAF Alumni Association（同窓会）イベントへの参加

▶ 出発準備のサポート：

滞在先手配、出発前オリエンテーション、
ビザ申請書類の入手、学生ビザサポートサービス紹介、
航空券手配のための旅行会社紹介



SAFサマーセッション短期留学プログラムは、アメリカの大学のサマーセッションに参加できる
プログラムです。
６月〜９月の期間で、３〜１２週間のプログラムに参加することができ、８月〜９月間に開催さ
れるプログラムでは、日本の在籍大学の授業を休まずに夏休み期間で留学することもできます。
英語圏以外の留学生同士で勉強する語学のクラスや文化体験が中心の短期留学ではなく、SAFサ
マーセッション短期留学の多くのプログラムでは、留学先大学の大学生と一緒に授業を受けるこ
とができるため、現地の学生と幅広く交流することができます。

学部授業プログラム

現地の学生、世界中からの留学生と一緒に大学の学部課程の授業を履修し、単位を取得します。
専門科目のじゅごゆはすべて英語で行われ、現地学生と同じ課題に取り組む必要があるため、語
学試験のスコアや在籍大学の成績（GPA）が出願基準として定められています。勢関大学で専攻
している分野のほか、専攻とは異なる新しい分野の授業も選択できます。

語学力強化プログラム

大学付属の語学学校で英語を学びます。世界中から集まる留学生と、大学生活で求められるアカ
デミックな英語力や、コミュニケーション能力を身につけることを目的としたカリキュラムで勉
強します。条件を満たすことで、特別科目履修（ビジネス・国際関係・文学・フィルム・メディ
ア・アート等）に参加できるプログラムもあります。

サマーセッション�期留�プログラム 
短期でもしっかり学べる！



出願準備（〜12月） 出願（1〜4月） 留学準備
出発

（6〜8月）

個別相談
TOEFL/IELTS/TOEIC等、語学試験
出願ガイド確認（出願ガイダンス）

 

留学までの流れ

各種説明会・個別相談

まずは個別相談を予約！

出願締切

（予定推奨締切・申込締切）

出発前オリエンテーション

※すべて必須

（計二回・参加必須）

個別相談の予約方法

右のQRコード、またはURLより問い合わせフォームにアクセスし、
ご希望の日時をお知らせください。

https://japan.studyabroadfoundation.org/consultation

※大学ごとの締切は別途記載

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
留学先大学からの成績証明書の手配及び発行
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

※SAFプログラム費には以下の項目は含まれていません

※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。

SAF Japan 2022/12/20

費用について

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

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

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が含まれています

出発前

留学中

帰国後
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オレゴン大学

カリフォルニア大学バークレー校

ビクトリア大学

カリフォルニア大学ロサンゼルス校

カリフォルニア大学サンタバーバラ校

オレゴン大学
University of Oregon

ビクトリア大学 
University of Victoria

7月4日〜9月7日

6/23 プレイスメントテスト

6/26 オリエンテーション

7/3 クラススタート

6月23日〜9月1日

大学名 プログラムタイプ 出願要件

カナダ

①セッションA ：5 月 23 日〜7 月 1 日 (6 週間) US5 単位

②セッションB ：6 月 6 日〜8 月 12 日 (10 週間) US8 単位

③セッションC ：6 月 21 日〜8 月 12 日 (8 週間) US6 単位

④セッションD ：7 月 5 日〜8 月 12 日 (6 週間) US5 単位

⑤セッションE ：7 月 25 日〜8 月 12 日 (3 週間) US3 単位

⑥セッションF ：7 月 3 日〜7 月 21 日 (3 週間) US3 単位

⑦セッションA+D ：5 月 23 日〜8 月 12 日 (12 週間) US10 単位

※費用は滞在形式や履修科目・単位数によって変動します。

アメリカ

カリフォルニア大学
バークレー校
University of California, 
Berkeley

GPA: 3.0 

TOEIC: 685以上

TOEFL iBT: 80以上

IELTS: 6.5以上

Duolingo: 105以上

iTEP Academic: 5.0以上

※GPAは交渉可能なケースがあり

ます。詳細はお問合せ下さい。

カリフォルニア大学
ロサンゼルス校
University of California, 
Los Angeles

①セッションA ：6 月 21 日〜7 月 9 日 (3 週間) US8 単位 

②セッションA ：6 月 21 日〜7 月 29 日 (6 週間) US8 単位 

③セッションA ：6 月 21 日〜8 月 12 日 (8 週間) US8 単位

④セッションA ：6 月 21 日〜8 月 26 日 (10 週間) US8 単位

⑤セッションC ：8 月 1 日〜8 月 16 日 (3 週間) US 8 単位

⑥セッションC ：8 月 1 日〜9 月 9 日 (6 週間) US 8 単位

⑦セッションA+C ：6 月 21 日〜9 月 9 日 (12 週間) US16 単位

※費用は滞在形式や履修科目・単位数によって変動します。

GPA: 2.5

TOEIC: 690以上

TOEFL iBT: 79以上 

IELTS: 6.5以上

iTEP Academic: 4.0以上

※GPAは交渉可能なケースがあり

ます。詳細はお問合せ下さい。

英語力は問われません

留学先大学紹介

※上記のプログラム費用は、2022 年の費用を基に計算した 2023 年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 2023 年のプログラム費用
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。
※プログラム期間は 2022 年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。
記載の出願要件・期間は2022年度のプログラム情報に基づきます。
今後発表される2023年度のプログラム情報は変更になる可能性があるのでご注意ください。

出願締切一覧は下記URLもしくは右のQRコードよりご確認ください。

プログラム期間

アメリカ

アメリカ

アメリカ

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校
University of California, 
Santa Barbara

①セッション A ：6 月 21 日〜7 月 29 日 (6 週間) US8 単位 

②セッション B ：8 月 1 日〜9 月 9 日(6 週間) US8 単位

③セッション C ：6 月 21 日〜8 月 26 日 (10 週間) US8 単位

④セッション A+B ：6 月 21〜9 月 9 日 (12 週間) US16 単位

※費用は滞在形式や履修科目・単位数によって変動します。

英語力は問われません

GPA: 2.7

TOEFL iBT: 80以上

 (各セクション20以上)

IELTS: 6.以上

 (各セクション6.0以上)

※GPAは交渉可能なケースがあり

ます。詳細はお問合せ下さい。

学部授業履修プログラム

学部授業履修プログラム

学部授業履修プログラム

語学力強化プログラム

語学力強化プログラム

https://iesabroad.ent.box.com/folder/187134245961?s=95xn6yf85j06euuxpz6kojx7bkzctscp

出願締切について

https://iesabroad.ent.box.com/folder/187134245961?s=95xn6yf85j06euuxpz6kojx7bkzctscp
https://iesabroad.ent.box.com/folder/187134245961?s=95xn6yf85j06euuxpz6kojx7bkzctscp


学生数：約41,910人Berkeley, California, United States 世界トップ大学8位 (2022)

カリフォルニア大学群で最も古い歴史を有しており、現在に至るまでノーベル賞受賞者を70名以

上輩出している世界屈指の名門校です。サマーセッションでは現地学生や世界中からやってくる

留学生と共にハイレベルな学部授業に参加することができます。大学の強みであるコンピュータ

ーサイエンス等、工学系の授業も履修できることが特徴です。

大学・プログラムの特徴

出願要件

GPA: 3.0

TOEIC: 685以上 / TOEFL iBT: 80以上 / IELTS: 6.5以上 / Duolingo: 105以上 / iTEP Academic: 5.0以上

※GPAは交渉可能なケースがあります。詳細はお問合せ下さい。

プログラム期間

アパートまたは学生寮 （3人部屋もしくは4人部屋）

学生寮滞在の場合は、食費（Standard Meal Plan、週に約12食）が含まれています。 

滞在形式

カリフォルニア⼤�バークレー�
University of California, Berkley

①セッションA ：5 月 23 日〜7 月 1 日 (6 週間) US5 単位

②セッションB ：6 月 6 日〜8 月 12 日 (10 週間) US8 単位

③セッションC ：6 月 21 日〜8 月 12 日 (8 週間) US6 単位

④セッションD ：7 月 5 日〜8 月 12 日 (6 週間) US5 単位

⑤セッションE ：7 月 25 日〜8 月 12 日 (3 週間) US3 単位

⑥セッションF ：7 月 3 日〜7 月 21 日 (3 週間) US3 単位

⑦セッションA+D ：5 月 23 日〜8 月 12 日 (12 週間) US10 単位

※費用は滞在形式や履修科目・単位数によって変動します。

https://japan.studyabroadfoundation.org/programs/university-california-berkeley-summer-academic-program


“今後はこのサマーセッショ
ンで培った英語⼒を武器に海
外の学会での発表にも挑戦し
たいと考えています”

Q1. どうしてSAF海外大学サマーセッショ
ン短期留学に参加しようと思いましたか？ 

 短期の語学留学とは違い、10週間かけて専門科
目の授業を履修できるというところに魅力を感
じました。また、単位振替なども可能であるた
め、授業期間に留学することによる負担が少な
いと考えたからです。  

Q2. 印象に残っている授業や先生について
教えてください。

The Foundations of Data Scienceの授業の進め
方が印象に残っています。データサイエンスに
関しては今まで全く学習したことがなかったの
ですが、授業では初歩の初歩から説明が始ま
り、演習の授業では実際に問題をみんなで解い
て解説を聞くという時間があったため最後まで
非常にわかりやすく学ぶことができました。ま
た、先生やTAに気軽に質問できる掲示板のよ
うなアプリが存在しており、わからないことも
すぐに解決することができてとても便利でし
た。 

佐伯 唯さん
慶應義塾大学
理工学部 情報工学科 3年生

Q3. 留学経験は、その後どのように活かさ
れていますか？ 

サマーセッションでの授業でデータサイエンス
という学んだことがない分野に英語で挑戦し、
良い成績を取ることができたということで自分
に自信がつきました。また、全く違う文化と交
流できたことで自分の中の世界が広がり、物事
を考える時の視野が広がったように思います。
今後はこのサマーセッションで培った英語力を
武器に海外の学会での発表にも挑戦したいと考
えています。 

Q4. 後輩の皆さんにメッセージをお願いし
ます。

この留学は、留学してみたけど語学の授業だけ
でなく専門科目の授業も受けてみたい、でも卒
業が遅くなるのは嫌だという人にうってつけの
プログラムだと思います。行って損することは
絶対に無いので、迷っている方は挑戦してみる
ことをお勧めします。 

留学先大学/期間：
University of California, Berkeley
2018年6月〜8月（10週間） 

※所属・学年は留学当時のものです 



学生数：約44,947人Los Angeles, California, United States 世界トップ大学20位 (2022)

アパートまたは学生寮 （3人部屋もしくは4人部屋）

学生寮滞在の場合は、食費（週に約11食）が含まれています。 

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ます。

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です。著名な教授

陣と、トップクラスの授業で知られる学部授業を、名門大学の現地学生や留学生と共に学ぶこ

とができます。化学部が開講するSummer Intensive Studyでは、基礎レベルの化学集中コース

（General Chemistry, Organic Chemistry, BioChemistry）に参加することもできます。ハリウッ

ドやビバリーヒルズ、サンタモニカへのアクセスも良く、大都会ロサンゼルスで留学生活を送

ることができます。

大学・プログラムの特徴

出願要件
GPA 2.5

TOEIC: 690以上 / TOEFL iBT: 79以上 / IELTS: 6.5以上 / iTEP Academic: 4.0以上

※GPAは交渉可能なケースがあります。詳細はお問合せ下さい。

プログラム期間

滞在形式

カリフォルニア⼤�ロサンゼルス�
University of California, Los Angeles

①セッションA ：6 月 21 日〜7 月 9 日 (3 週間) US8 単位 

②セッションA ：6 月 21 日〜7 月 29 日 (6 週間) US8 単位 

③セッションA ：6 月 21 日〜8 月 12 日 (8 週間) US8 単位

④セッションA ：6 月 21 日〜8 月 26 日 (10 週間) US8 単位

⑤セッションC ：8 月 1 日〜8 月 16 日 (3 週間) US 8 単位

⑥セッションC ：8 月 1 日〜9 月 9 日 (6 週間) US 8 単位

⑦セッションA+C ：6 月 21 日〜9 月 9 日 (12 週間) US16 単位

※費用は滞在形式や履修科目・単位数によって変動します。

https://japan.studyabroadfoundation.org/programs/university-california-los-angeles-summer-academic-program


“以前より⽇々の⽣活が
楽しいと感じるように
なりました”

Q1. どうしてSAF海外大学サマーセッショ
ン短期留学に参加しようと思いましたか？

 高校生の時から、大学に入学したら留学をして
みたいと考えており、今回SAFのサマープログ
ラムであるUCLAへの留学を決めました。留学
をするに至った最初のきっかけは大学での留学
説明会です。様々な留学説明会を聞いてきまし
たが、UCLAは私の大学とは協定を結んでいな
い大学であり、世界的に有名な大学で学べるチ
ャンスがSAFでしかないと思い、このプログラ
ムに決めました。 

Q2. 留学生活を通して強く印象に残ったこ
とについて教えてください 

この留学生活を通して一番強く印象に残ったこ
とは、能動的に動くことの大切さを肌身をもっ
て感じたことです。サマーセッションはいきな
り授業に行くことからはじまり、オリエンテー
ションといったものはありません。また、授業
もすぐに始まるため、自ら話しかけにいかない
限りは交友関係を築くことは難しいでしょう。
授業時間は長いですが、一日に一コマのみの日
があるなど時間割に空きができるため、そうい
った時間をいかに積極的に動き、うまく使える
かで、自分の留学を有意義なものにできるかど
うかが変わります。私の場合は、授業の自己紹
介を工夫し、話しかけてもらうように仕向けた
り、食堂で相席をしてみたりと、能動的に動
き、何人か友人を作ることができました。ま
た、空きコマには、観光地に行ったり、ジムに
行ったりすることで、充実した生活を送りまし
た。 

大西 陽斗さん
千葉大学
国際教養学部 国際教養学科 2年生  

Q3. 留学経験は、その後どのように活かさ
れていますか？ 

 留学での経験は、現在の私の生活をより充実し
たものにしてくれています。それまで私は他動
的に動くタイプであり、友人も少なく、関心の
ないものには触れないような人間でした。しか
し、留学中は誰にもすがることができなかった
ため、今まで挑戦しなかった授業を履修した
り、積極的に話しかけることで友人関係を築い
たりしました。そうした経験は留学後も活きて
います。今までならスルーしていたようなイベ
ントに参加してみたり、話したことのない学部
の知り合いと話してみたりするようになり、友
人も増え、以前より日々の生活が楽しいと感じ
るようになりました。 

留学先大学/期間：
University of California, Los Angeles
2018年6月〜9月（10週間）  

※所属・学年は留学当時のものです 



“迷っているなら是⾮
サマーセッションに参加する
ことをおすすめします！”

Q1.印象に残っている授業や先生について
教えてください 

 UCLAには様々なバックグラウンドを持った学
生が集まっているので、どちらの授業において
も意見が多様性に溢れていたことが印象的でし
た。Anthropologyの授業内容が主に言語人類学
に関する授業だったのですが、英語以外の言語
に長けている学生が沢山いたことで、それぞれ
の言語による表現の違い等を知ることが出来、
一層授業に面白みを感じました。同様に、
Global Studiesに関しても、グローバリゼーシ
ョンについてアメリカの視点から考察していく
中で、それぞれの学生の母国からの視点を交え
た議論が生まれ、日本では味わえないような授
業を受けることができたと思います。 

Q2.留学経験がその後どのように活きてい
ますか?　将来挑戦しようと思っているこ
とも含めて教えてください

留学を通じて、英語を使うことに対するマイン
ドの変化が大きく、帰国後もラグビーワールド
カップのスタッフをする等、積極的に英語を使
う機会を作るようになりました。毎授業の予習
で4,50ページ程の文章を読まなければならなか
ったり、授業での発言が求められたり、序盤は
圧倒されましたが、それらを諦めずに乗り越え
たことで成長できたと思います。私は来年の４
月で就職するのですが、将来的に海外に行くこ
とになるので、ビジネスの中で現地の人と積極
的に議論が出来るよう、留学で培った「あきら
めず努力すること」や「積極性」等をしっかり
活かしたいと思っています。

篠塚 萌美 さん
慶應義塾大学
文学部 人文社会学科 4年生   

Q3. 後輩の皆さんにメッセージをお願いし
ます。

 たった6週間でしたが、私にとって刺激的で、
帰国後の生活に大きく影響を与える経験になり
ました。実際にローカルの学生と授業を受ける
ことは想像している以上に大変でしたが、英語
力だけでなく、精神面でも磨かれる部分が多い
貴重な経験になると思います。LAは近くに観
光地も多いので、毎週末はディズニーや野球観
戦、ビーチ等に遊びに行けるところも魅力で
す。迷っているなら是非サマーセッションに参
加することをおすすめします！

留学先大学/期間：
University of California, Los Angeles
2019年8月〜9月（6週間） 

※所属・学年は留学当時のものです 



学生数：約24,346人Santa Barbara, California, United States 世界トップ大学68位 (2022)

アパートまたは学生寮 （3人部屋もしくは4人部屋）

学生寮滞在の場合は、食費（週に約10食）が含まれています。 

南カリフォルニアにあるUCサンタバーバラは世界トップクラスの教員を擁しており、海に面し

たキャンパスは世界で最も美しいキャンパスのひとつと言われています。キャンパスにはカリ

フォルニア特有の雰囲気があらゆるところに漂っていて、授業は最先端の施設で行われます。

非常にアクティブで多様性あふれる学生たちは、そのほとんどが自転車やスケートボードで登

校し、勉強と同じくらい熱心にサーフィン、ハイキング、散策を楽しんでいます。

大学・プログラムの特徴

出願要件

GPA 2.7

TOEFL iBT: 80以上 (各セクション20以上) / IELTS: 6.以上 (各セクション6.0以上)

※GPAは交渉可能なケースがあります。詳細はお問合せ下さい。

プログラム期間

①セッション A ：6 月 21 日 〜 7 月 29 日 (6 週間) US8 単位 

②セッション B ：8 月 1 日 〜 9 月 9 日 (6 週間) US8 単位

③セッション C ：6 月 21 日 〜 8 月 26 日 (10 週間) US8 単位

④セッション A+B ：6 月 21 〜 9 月 9 日 (12 週間) US16 単位

※費用は滞在形式や履修科目・単位数によって変動します。

滞在形式

カリフォルニア⼤�サンタバーバラ�
University of California, Santa Barbara

https://japan.studyabroadfoundation.org/programs/university-california-santa-barbara-summer-academic-program


“今後はこのサマーセッションで
培った英語⼒を武器に、
海外の学会での発表にも
挑戦したいと考えています”

Q1. どうしてSAF海外大学サマーセッショ
ン短期留学に参加しようと思いましたか？ 

 短い夏期休校の期間に、カリフォルニア大学の
レベルの高いサマーセッションに参加できるこ
とがメリットだと考えたためです。

Q2. 履修科目名を教えてください

Statics（統計学）とIntroduction to
Oceanography（海洋学入門）

Q3. 印象に残っている授業や先生について
教えてください

Introduction to Oceanographyは、普段私が学
習している分野と異なっていたので、非常に新
鮮でした。

Q4. 留学生活を通して強く印象に残ったこ
とについて教えてください

キャンパスが非常に海に近く、気候も穏やかだ
ったため、快適で学習に集中しやすかったで
す。

岡野晃大さん
慶應義塾大学 
機械工学科 加藤研究室

Q3. 留学経験は、その後どのように活かさ
れていますか？ 

留学においては、履修申告の際に担当教員と交
渉してサインをもらう必要があり、その経験に
よって行動力が身についたと思います。また、
授業など様々な箇所で教員やUCSBの職員に質
問をする場面があったので、積極性も身につい
たと思います。これらのスキルを今後に活かし
ていきたいです。

Q4. 後輩の皆さんにメッセージをお願いし
ます。

サマーセッションでは、短期間で多くの貴重な
経験を得ることができます。夏期休校を活かし
たい学生さんにおすすめします。

留学先大学/期間：
University of California, Santa Barbara
2018年8月〜9月（6週間）

※所属・学年は留学当時のものです



学生数：約23,634人Eugene, Oregon, United States 世界トップ大学351 - 400位 (2022)

ホームステイ

ホームステイ滞在の場合は、食費（週に約16食）が含まれています

オレゴン大学では活気に満ちたスポーツイベントやクラブ活動といったアメリカの大規模なキ

ャンパスならではの学生生活も楽しむことができます。大学が位置するユージーンでは、市の

公式スローガンである「芸術とアウトドアに最適な街」のとおりの生活を送ることができま

す。サイクリング、ランニング、ラフティング、カヤックなどは最も人気のあるアウトドアリ

クリエーションです。8月のオレゴン音楽祭、毎週土曜日に開催されるマーケットでは、魅力的

な工芸品やお土産などが手に入り、アートも楽しむことができます。

大学・プログラムの特徴

出願要件

英語力は問われません

プログラム期間

6/23 プレイスメントテスト

6/26 オリエンテーション

7/3 クラススタート

6月23日〜9月1日

滞在形式

オレゴン⼤�
University of Oregon

https://japan.studyabroadfoundation.org/programs/university-oregon-summer-english-language-standalone-program


学生数：約21,593人Victoria, British Columbia, Canada

ホームステイ

ホームステイ滞在の場合は、食費（週に約21食）が含まれています

全で居心地が良く、美しいビクトリア大学は、カナダで最も魅力的な大学です。Uvicの名称で

知られる大学は、市民交流も盛んで、多様な学生、緑豊かな自然の美しさに加え、山や太平洋

に近いことで知られています。バンクーバー島にある絵画のように美しいキャンパスには、世

界各国からたくさんの研究者、教育者、学生が惹きつけられています。

大学・プログラムの特徴

出願要件

英語力は問われません

プログラム期間

7月4日〜9月7日

滞在形式

ビクトリア大学
University of Victoria

https://japan.studyabroadfoundation.org/programs/university-victoria-english-language-standalone-program#about-program


お問い合わせ

https://japan.studyabroadfoundation.org/contact

050-549-2517

japan@safabroad.org

https://japan.studyabroadfoundation.org/

https://www.instagram.com/saf_japan/

ウェブサイト & SNS

その他留学情報

https://www.facebook.com/SAFJapan

▼ 問い合わせ先

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 日本事務局

▼ 外務省 海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

▼ 外務省 たびレジ

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

▼ 厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために (FORTH)

https://www.forth.go.jp/index.html

▼ 日本学生支援機構 (JASSO) 海外留学支援サイト

https://ryugaku.jasso.go.jp/

https://japan.studyabroadfoundation.org/contact
https://japan.studyabroadfoundation.org/contact
https://japan.studyabroadfoundation.org/
https://japan.studyabroadfoundation.org/
https://www.instagram.com/saf_japan/
https://www.instagram.com/saf_japan/
https://www.facebook.com/SAFJapan
https://www.facebook.com/SAFJapan
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
https://www.forth.go.jp/index.html
https://ryugaku.jasso.go.jp/


夏だから、留学しよう

サマーセッション短期留学に参加後、

多くの学⽣が企業や国内外の⼤学院などで

グローバルに活躍しています

�

�

SAF留学でこの夏、「語学⼒アップ」以上の経験を

japan@SAFabroad.org
https://japan.studyabroadfoundation.org

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日本事務局

Ⓒ Photo by sAyA


