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【比較表】 

募集先大学 滞在形態 
(※1) 

定員 実践活動 
JASSO 
奨学金 

(※2)

関大生 
特典 

【アメリカ】 
カルフォルニア州立大学イーストベイ校

ホームステイ 制限なし ボランティア 対象 - 

【アメリカ】デラウェア大学 ホームステイ 制限なし - - 授業料割引 

【アメリカ】サウスカロライナ大学 寮 制限なし - - 授業料割引 

【アイルランド】ダブリンシティ大学 ホームステイ 制限なし - - - 

【イギリス】 
カンタベリークライストチャーチ大学

ホームステイ 制限なし - - - 

【オーストラリア】サザンクロス大学 ホームステイ 制限なし ボランティア 対象 - 

【オーストラリア】ディーキン大学 ホームステイ 制限なし - - - 

【ニュージーランド】ワイカト大学 ホームステイ 制限なし - - - 

【ニュージーランド】 
クライストチャーチ工科大学

ホームステイ 制限なし ボランティア - - 

【カナダ】セント・メアリーズ大学 ホームステイ 3名 - - - 

【カナダ】ゲルフ大学 ホームステイ 8名 - - - 

【カナダ】カルガリー大学 ホームステイ 制限なし - - - 

【カナダ】ウィニペグ大学 ホームステイ 制限なし 職場体験 対象 - 

【韓国】漢陽大学 ワンルーム 制限なし - - - 

【フィリピン】エンデラン大学 寮 制限なし インターンシップ 対象 - 

【タイ】チェンマイ大学 サービスアパート 4名 インターンシップ 対象 - 
※ 滞在先手配の状況によって、上記の滞在方法以外になる可能性があります。
※ JASSO奨学金とは、日本学生支援機構「海外留学支援制度」です。 詳細は「2023年度春学期認定留学募集要項」(P.8)を確認して下さい。
※ 募集人数が設定されている留学先への出願が多数の場合、出願手続き Aの先着順に決定します。

認定留学生からの声
①留学した関大生が リアルな留学エピソードを noteで発信︕
認定留学エピソードはこちらです。

②留学した先輩の体験談を関大 LMS内に保管しています。
現地の生活や学びの様子についてはレポート形式の「学習状況報告書」、
留学にかかった費用や役立った持ち物などについては Q&A形式の「体験レポート」をご覧ください。
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留学先名 California State University, East Bay (USA) 
サンフランシスコベイエリアで実践的な英語力を磨く
丘の上にあるキャンパスは、シリコンバレーやサンフランシスコ中心地まで、電
車を利用し 1 時間弱で行くことができ、キャンパスから駅までは無料シャトルバ
スが運行されています。日本人スタッフも常駐しており、留学生に対するサポー
トが手厚い中規模大学です。学部生と同様にクラブ活動や大学の行事にも参加で
きるので、現地学生と交流できるチャンスもたくさんあります。１年中温暖な気
候で、季節を問わずさまざまなアクティビティを楽しむことができます。自由参
加のアクティビティのほか、課外活動によるプロジェクトやプレゼンテーション
が Intensive English Program のカリキュラムに含まれ、教室内外で実践的に学ぶことができます。また、ボラン
ティア希望者には、コーディネーターがボランティアを紹介・サポートしてくれるので安心です。

受講コース 
Intensive English Program 
URL: https://www.csueastbay.edu/globalacademy/programs/intensive-english-program.html 

入学日と 
受講期間(ターム) 

① 8/21–10/10 (7 週間) ②10/13–12/8 (7 週間) ③1/12–3/1 (7 週間)  ④3/8-5/3 (7 週間)
⑤6/2-7/21(予定)（7 週間）

1週間の授業時間 週 18 時間 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：1日２食）

空港出迎え あり

現地の日本語対応 あり 

この学校の 
おススメポイント 

・多様性にあふれたコミュニティーでコミュニケーションスキルを身につける
・スピーキングパートナー制度・クラブ活動への参加ができる
・1 クラス 12名の少人数制で一人ひとりをしっかりサポート
・選べるボランティア活動で、英語を実践的に使うチャンスがある

概算費用 

2023年秋学期のみ：
14週間 約￥1,980,000-（①+②） 
21週間 約￥3,200,000‐（①＋②＋③） 
2023 年秋学期・2024 年春学期： 
28週間 約￥4,330,000-（②+③+④+⑤） 
※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1US$=\145

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費(休講期
間も含む), 現地保険, 雑費（教材費, 学生健
康管理費,他）, 空港出迎え費, など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料１０万円（各 
学期）, 海外旅行包括保険, 学生ビザ申請料, 留学サ
ポート会社のサポート費, など 

最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更は変更できません。

注意事項 

●予防接種証明書（3 種混合など）が必要です。
●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配料等は 1 回のみの支払いになります。
●英語コースのレベルは 6 段階に分かれていますが、レベル数が変動する場合があります。
●ボランティアプログラム詳細は別紙にてご確認ください。 

●ボランティア参加のための英語要件はありません。
●ボランティア内容は現地でコーディネーターと面談し、英語力や希望、学部専攻などによって決定されます。 
●JASSO 奨学金(海外留学支援制度)受給者は、語学コースを受講しながら期間中 20 時間以上のボランティア

に従事することが求められます。 JASSO 奨学金の詳細は、「募集要項」P８を参照してください。
●授業料の支払いは学期ごとにクレジットカード払いとなります。（カード手数料 2.75％）
●ホームステイ代は現地でのクレジットカード払いとなります。（カード手数料５％）
●冬季休暇のため 12/9-1/15 は休講です。(1/12 は新入生のみオリエンテーション、1/15 は MLK祝日)

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: https://www.ryugaku.co.jp 
Tel: 06-4797-7821 ※2023 年 2月 28日現在

※
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現地学生と交流できる︕ 英語力要件なしで参加 OK︕ 豊富なボランティア内容︕ 

United States 

選べるボランティアワーク 

選べるボランティアワーク 
実施時間︓週末、平日午後または、長期休暇期間中   

実施場所︓学内外（交通機関を利用することあり＊自費）

様々なボランティアを経験できる︕ 

慈善団体や、教会が主催するボランティア、フードバンク、アニマルシェルター、子どもデイケアセンター、日系アメリカ人団体のサポート、日本語学習者のチューター

など、幅広い分野のボランティアワークを経験できます。ボランティアコーディネーターとの面談で、英語力・希望・日本の大学での専攻などをベースに、どのようなボラ

ンティアワークを行うかを一緒に決めることができます。英語力は不問ですが、ワーク中は英語でのコミュニケーションが主となるため、実践的な英語力を向上させた

い方にもお勧めです。 

California State University, East Bay校 

過去のボランティア先紹介 
・Glide Church (https://www.glide.org/volunteer/)

ホームレスや低所得者の方々へ食事や物資の準備や提供を行うボランティアや、学童クラブでの宿題ヘルプボランティアや、孤児院でのチャイルドケア（乳児含

む）サポートボランティアなど幅広いボランティア活動が行われている。主にサンフランシスコ市内で行われ、現地のボランティアが多く活躍されているため、英語で

のコミュニケーションは必須︕ 

・East Bay SPCA -Society for the Prevention of Cruelty to Animals- (https://eastbayspca.org/get-involved/volunteer/become-a-volunteer/）

アニマルシェルター（動物保護施設）にて、犬猫のデイリーケア（食事の提供やお部屋のお掃除など）、施設に保護を希望するクライアントと面会するお手伝

いや、イベント開催のお手伝いなど、動物保護が進んでいるアメリカで、実際に保護犬・猫に関わることができる貴重なボランティア。 

・ACCFB -Alameda County Community Food Bank- (https://www.accfb.org/get-involved/volunteer/）

生活困窮者や施設へ配給される規格外の食べ物が集まるフードバンクにて、その仕分けやパッキングをするボランティア。日本ではあまり見られない規模のフード

バンクでアメリカのボランティア精神を学ぶことができる。

・JACL-Japanese American Citizens League- (https://jacl.org/）

JACLは 1929年に設立された日系アメリカ人の権利擁護をミッションとする公民権団体。日系アメリカ人の文化、

教育の促進も行う。同団体が開催するお祭り、日本文化周知のためのイベント、清掃活動などをサポートするボランティア。 

・その他
子どもデイケアセンターにて子どもたちと一緒に遊んだり工作を教えるボランティアや、大学内の日本語学習者の学びを

サポートするボランティアなど、様々な分野の活動がある。

※上記は過去の実績です。最終的なボランティア先は現地で決定します。特定のボランティア先への派遣を保証するものではありません。

SPCA アニマルシェルター 

Glide Church 学童クラブ 

ACCFB フードバンク 

JACL 活動サポート

Glide Church 食事提供 

子どもデイケアセンター 
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カリフォルニア州立大学イーストベイ校 キャンセルポリシー

Withdrawals and Refund Policy 

• 100% refund of tuition fees if request for refund is approved before the 1st day of classes. 

• 65% refund if request for refund is approved before the 5th day of classes. 

• No refund after 4:00 p.m. on the 5th day of classes. 

• No refund will be given for a shortened program (changing from 16 weeks to 8 weeks) after the deadlines below. After these deadlines, only the 8-week option 
will be available. 

o New students - 2:00 p.m. on the last day of New Student Orientation 
o Continuing students - 2:00 p.m. on the last day of classes prior to the new session 

Late Fee 
• New students will be charged a late fee of $75 for tuition payment after 2:00 p.m. on the last day of New Student Orientation. 

• Continuing students will be charged a late fee of $75 for tuition payment after 2:00 p.m. on the last day of classes prior to the new session. 

INTERNATIONAL STUDENT PLACEMENTS • TERMS AND C ONDITIONS 

ホームステイ手配会社キャンセルポリシー

1. ISP payments:  ISP will charge the placement fee, deposit, late fee, and airport pick up fee to my credit card when I apply. All 

fees are non-refundable. Applications are not processed until my fees have been received. If I apply within 21 days of my arrival,

my late fee is $75. If I apply within 7 days of my arrival, my late fee is $100.

2. Contract Period.  I agree to stay with my host family for my entire contract period that I selected on page 1. I may extend my

contract with the consent of my host family. I agree to give both my host and ISP 30 days notice prior to moving out. If I do not

give notice, I understand that I must pay rent for that month

6. Deposit.  In order for me to get my $100 deposit back, I must leave my bedroom and bathroom in good condition, give my

host a 30 days notice, return my house key to my host, and complete the ISP exit survey. I understand I must request to have my

deposit returned by sending ISP an email within 60 days of departure. I will read the deposit information sheet that was emailed

to me when I applied. Deposit refund checks are sent only within the United States

7. Meals.  If I choose the meal option, my host will provide breakfast and dinner every night. Hosts will prepare dinner at least

five nights per week. I will make my own meals on nights when dinner is not prepared. I will discuss my food preferences with

my host. I understand that lunches and snacks are not included in my rent and that I am responsible for paying for my lunch. I

understand that breakfast is only a grab and go continental breakfast. If I sign up for no meals, I will be permitted to prepare only 

light meals in my host’s kitchen. I can switch my meal plan after arrival with my host’s consent only. If I have strict dietary needs, 

I will purchase my own food..

12. Rules.  If I break any of my host family’s or ISP rules and/or if it’s decided that I am not an appropriate match for a homestay

program, ISP will not provide me with alternative housing and will not refund any rent or fees paid.
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留学先名 University of Delaware (USA) 

個別指導が無料！充実のサポートで送る留学生活 
1743年創立の歴史ある大学は、U.S. News & World Reportの州立総合大学
ランキングで常に上位にランクされています。キャンパスのあるデラウェア州
ニューアークは治安が良く、人々はフレンドリーで留学生が馴染みやすいカレ
ッジタウンです。州内の買い物には消費税がかからないこともデラウェア州の
魅力の一つ。養鶏が盛んなことから、フライドチキンが多く食べられており、
アメリカンフードを堪能することができます。フィラデルフィアまで電車やバ
スで 1 時間半、ニューヨークやワシントン D.C.へは約 2 時間のため週末旅行も
しやすく、留学生向けのインターナショナルオフィスが実施する企画旅行への参加も可能です。英語コースでは、シナリ
オライティングやゲームを議題にした授業があります。対面授業とは別で設けられた個別指導（1 対 1 または小グループ）
では、授業のフォローアップをはじめ、アメリカ文化理解のためのクッキングクラスなどが開講されています。

受講コース Intensive English Program (IEP)  URL: https://sites.udel.edu/eli/ 

入学日と 
受講期間(ターム) 

① 8/28–10/20 (8 週間)  ② 10/23-12/15(7 週間) ③ 1/4-2/16（7 週間）
④ 2/26-4/19（8 週間）   ⑤ 4/29-6/15（７週間）

1週間の授業時間 週 17 時間 (8 週間コース), 週 19 時間 (7 週間コース) 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：平日２食/土日 3食）

空港出迎え あり 
現地の日本語対応 あり 

この学校の 
おススメポイント 

・日本語専攻があり、日本語を学ぶ学部生と交流ができる
・アメリカンホストパートナー（Project/Cross-Cultural/Language Exchange などを行う）制度あり
・目的に応じたクラスを取ることができる（中級～）
・ホストファミリーが車で往復送迎

概算費用 

2023 年 秋学期のみ：
15週間 約￥1,870,000-（①+②） 
22週間 約￥2,710,000-（①＋②＋③） 

2023 年秋学期・2024 年春学期： 
29週間 約￥3,620,000-（②＋③＋④+⑤） 
※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1US$=\145
最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更は変更できません。

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費(休講期間も含む),  

送迎費、現地保険, 雑費（施設利用費, 教材費, 学生活動

費, データ管理費、他）、空港出迎え費（往復）、など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各学期）, 海外旅行

包括保険, 学生ビザ申請料、コース前後のホテル滞在費、留学サポ

ート会社のサポート費、など 

※関大生は授業料割引（授業料約 6％割引）あり、上記費用に反映済

注意事項 

●予防接種証明（3 種混合など）が必要です。
●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配料等は 1 回のみの支払いになります。
●入学日の約 1 週間前に行われるオリエンテーションに参加できるように渡航する必要があります。
●オリエンテーション期間はホテル滞在となり、終了後ホームステイ先に移動します（ホテル宿泊費：平日 1 泊約

US$100～）。 また、日本への帰国の際に早朝便（午前 8 時頃までの出発便）を利用される場合、出発前日はホテ
ル滞在となります。

●１週間の授業時間以外にグループまたは、個別の学習指導やリスニングラボ（初級・中級は時間数指定あり）、ラ
ーニングセンターでの自習時間が別途８時間設けられています。

●レベル４以上になると Tracks of Study の中から（General English, Business English, English for Academic
Purpose, English through American Culture）、目的や目標に合わせて授業を選択します。

●授業内でパソコンを使用するため、ラップトップの持参を推奨されています。
持参出来ない場合は現地にて貸出となります。

●冬季休暇のため 12/16-1/3 は休講です

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: http://www.ryugaku.co.jp 
Tel: 06-4797-7821 ※2023 年 3月 14日現在
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ELI Refund Policy 

The first week of the program is considered “Drop/Add” week. During that week, students are able to withdraw 

from the program and obtain a full refund of the tuition paid for that session of study. 

Exception: A student who has prepaid for two sessions in order to obtain a discounted price is not eligible for a 

refund at any time. 

A student who withdraws from the program after the first week is not eligible for a refund. 

Note: As an academic unit of the University of Delaware, the ELI is also subject to UD’s financial regulations, 

including its refund policy. 

ELI Homestay 

By submitting this application, you certify that you understand and agree to the following terms and conditions: 

• The prices listed above are valid until August 16, 2019. Prices are subject to change at any time 

without notice. Prices listed are for each ELI session.

• A non-refundable homestay registration fee is required when the student submits a homestay

application form. Homestay registration is not complete until both the Application and Registration 

fee have been submitted. 

• Students who choose to move to a new homestay for the next session must submit a homestay

transfer application and fee of $25. Mid-session moves are not permitted.

• All students are required to pay a security deposit of $100 to their homestay host when moving into 

the homestay. The homestay host will refund the deposit when the student moves out if his/her 

accommodations are left in good condition and the student has met the contract requirements.

• The deadline for incoming students to apply for homestay is no later than 2 weeks before the start 

date of the applicant's ELI session. The deadline for continuing students to apply for a homestay is 

Friday of Week 5 of the current ELI session. Students who submit a late application will be charged a 

$100 late fee.

After submitting this form you will pay the homestay registration fee. Your registration is not complete until both the 

homestay application and registration fee have been submitted. 
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留学先名 University of South Carolina, Columbia (USA) 

1年中ほぼ晴天！自然豊かな街でじっくり学ぶ 
「サザンホスピタリティ」と称されるフレンドリーな町、アメリカ南
東部のサウスカロライナ州コロンビアにある大学です。年間晴天日数
が 300日、少し歩くだけで歴史を感じられる街は 3 本の川に囲まれ、
カヌーや水上スポーツなど自然のアクティビティが盛んです。また、
南国の雰囲気漂う港町、州最大の都市チャールストンまでバスで約 2
時間半の距離のため、週末や長期休暇中に観光に行くことができま
す。Intensive English（集中英語プログラム）ではライティングと文
法、読解と語彙、スピーキングとリスニングをほぼ均等の時間をかけて学びます。

受講コース 
Intensive English 
URL: https://sc.edu/about/offices_and_divisions/english_programs_for_internationals/ 

入学日と 
受講期間(ターム) 

① 8/21-10/13（7.5 週間） ②10/18-12/15（7.5 週間）③1/3-3/1（7.5 週間）
④3/6-5/3（7.5 週間）⑤5/15-7/12（7.5 週間）

1週間の授業時間 週 21.5 時間 

滞在方法 寮（食事なし／自炊またはカフェテリア） 

空港出迎え あり（無料）

現地の日本語対応 なし 

この学校の 
おススメポイント 

・語学留学でも寮滞在がかなう留学先として人気
・カンバセーションパートナー制度を利用して、会話力を高められる
・レベル５-６になると、TOEFL など試験対策の授業を追加することもできる（追加費用要）

概算費用 

2023年秋学期のみ：
15 週間 約￥1,950,000-（①＋②） 
22.5週間 約￥3,030,000-（①＋②＋③） 
2023 年秋学期・2024 年春学期： 
30 週間 約￥3,800,000-（②＋③＋④+⑤） 

※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1US$=\145
最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更は変更できません。

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費(休講期
間も含む), 現地保険, 雑費(学生証発行, 教材,
アクティビティ費, テクノロジーネットワーク
費など）など

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各 
学期）, 海外旅行包括保険, 学生ビザ申請料, 留学サ
ポート会社のサポート費, など 

※関大生は授業料割引（授業料 10％割引）あり、上記費用に反映済

注意事項 

●予防接種証明が必要（3 種混合、ツベルクリン、髄膜炎など）
●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配料等は 1 回のみの支払いになります
●大学寮の手配が難しい場合、オフキャンパスのアパート手配となり滞在費は上記と異なります。

(出発直前にならないと滞在先は確定しません)。
●滞在費には環境設備（Wi-Fi 通信、メールボックス利用、他）も含まれますが、食事代(ミールプ

ラ
ヱ)や雑費（１ターム$1,700 程度）は別途必要です。

●ミールプランはオプションです。
●冬季休暇のため 12/23-1/2 は休講です

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: https://www.ryugaku.co.jp/ 
Tel: 06-4797-7821 ※2023 年 3月 17日現在
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留学先名 Dublin City University (Ireland) 
モダンで広大なキャンパス、留学先として穴場のダブリン
ダブリンシティ大学は、ダブリンの中心地からバスで 15～20 分ほど
の場所に位置し、85 エーカーの広大なキャンパスを有しています。
100 ヵ国以上からの留学生が通うキャンパスでは、多国籍な留学生は
もちろん、アイルランドの現地学生との交流の機会も数多く設けられ
ています。ダブリン街歩きツアーや、アートイベント、美術館や博物
館めぐりなどのアクティビティがあり、アイルランドを知る機会が毎
週多数用意されています。首都ダブリンは世界的ガイドブック「ロン
リープラネット」の 2022 年に訪れたい都市ベスト 10 にランクイン
した人気の都市です。多くの商業施設や観光スポットは街の中心地から徒歩圏内にあり、可愛らしい昔な
がらの建物を見ているだけでも、十分に街歩きを楽しむことができます。

受講コース 
General English for Adults 
URL: https://english.dcu.ie/courses/general-english/ 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①8/21-12/15（17 週間）②8/21-3/15（30 週間）

1週間の授業時間 週 20 時間 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：平日 2食、土日 3食）

空港出迎え あり

現地の日本語対応 なし 

この学校の 
おススメポイント 

・少人数制（最大 15 名）のクラスで先生との距離も近い
・インタラクティブホワイトボードを利用したハイテクを駆使した授業内容
・授業以外のワークショップ（会話・ライティング・IELTS 対策など）やソーシャルアクティビティが豊富

概算費用 

2023 年秋学期のみ： 
17週間 約\1,530,000-（①） 
30週間 約\2,320,000-（②） 

※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1€=\153

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費(休講期
間も含む), 雑費（教材費）, 空港出迎え費, 
など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各 
学期）, 海外旅行包括保険, ビザ申請料、テスト費、
留学サポート会社のサポート費、など 

最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更は変更できません。

注意事項 

●申込金・ホームステイ手配料等は 1 回のみの支払いになります。
●アイルランドでは、渡航前に学生ビザの申請を行う必要がありませんが、現地にて滞在許可の申請手
続きを各自で行う必要があります。現地で取得できる滞在許可は最大 32 週間です。それを超える場
合は、延長手続きを現地で行う必要あります。

●入国審査時と現地での外国人登録時に提示を求められるため、留学手続き開始後すぐに、現地で使用
できるキャッシュカードのお申込みが必要です(留学ジャーナルより案内があります)。

●25 週間を超える申し込みをする場合のみ、別途テスト費€210 が必要となります。
●冬季休暇のため 12/16-1/7 は休講です。

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: https://www.ryugaku.co.jp/ 
Tel: 06-4797-7821 ※2023 年 2月 28日現在
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Accommodation – Host Family 

(C) A surcharge of €25 per week will apply for students who have 

special requirements for Host Families. The below grid lists 

examples of where a €25 fee will be chargeable and where this 

fee will not be chargeable, as follows: 

(D) If a serious problem develops at a Host Family (e.g. safety related),

we can arrange a change of family for affected student(s). However 

if the issue is of a subjective nature, and DCU LS feels that a

change is non-essential (but still insisted upon by students /

customers) we can facilitate a change of Host Family for an

additional fee of €100 per affected student. 

(E) DCU LS places students to neighbourhoods around DCU

campuses, and further afield at peak times. At peak times, students 

may be placed up to 1 hour commuting time from DCU campuses, 

and may involve the student taking one or two buses to reach DCU 

campus. 

(F) The student is responsible for travel costs between their 

Host Family accommodation and our campuses. We recommend

that customers purchase a LEAP Transport Card. For the

avoidance of doubt, DCU LS is not responsible for student travel

costs. 

Cancellation and Refund 

(A) The €100 registration fee is non-refundable in the event that a

student withdraws from a course booking. 

(B) For cancellations received at least 12 weeks prior to programme

start date, a full refund will be provided, less the €100 registration

fee. Cancellations must to be made in writing to DCU LS, to

english.courses@dcu.ie 

(C) For cancellations received in a period of 6-12 weeks of the

programme start date, fees received will be refunded minus a €500

EURO charge. Cancellations must be made in writing to

english.courses@dcu.ie 

(D) For cancellations received within period of 3-6 weeks of the

programme start date, fees received will be refunded minus an

€800 EURO charge. Cancellations must be made in writing to

english.courses@dcu.ie 

(E) No refund is provided where cancellation is made 3 weeks or less

before course commencement. 

(F) No refund is possible for students who leave a course after the

course has begun. 

(G) Refunds will be made back to the account or credit card of the

sending party – i.e. it will not be possible to refund to a third party 

bank account or credit card. 

General / Other 

(D) There is no refund of fees for days missed during the Course or 

for late arrival or early departure or for Public Holidays. Tuition

lost due to national holidays is not made up. 

(E) DCU LS does not take responsibility for loss or theft of

belongings. Customers are advised to avail of appropriate

insurance to protect against loss. 

(F) DCU LS does not accept responsibility for costs incurred due to 

flight delays. Customers are advised to avail of appropriate

insurance to protect against loss or delay.
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留学先名 Canterbury Christ Church University (United Kingdom) 

歴史情緒溢れるカンタベリーで実践的に学ぶ 
1962年に創立されたカンタベリークライストチャーチ大学は、ケン
ト州に 5 つのキャンパスを持ち、2022年に創立 60 周年を迎えまし
た。英語コースは、ロンドンまで電車で約 1 時間半のカンタベリー
にあるメインキャンパス内で開講されています。午前中はテキストを
中心に、午後の授業は、Writing・Speaking・Listening・Reading と
テーマ別に授業が行われるので、総合力だけでなくスキル別にもレベ
ルアップを図ることができます。1 クラスは 10 名～15 名と少人数
で行われており、アドバイザーへの相談もしやすい環境が魅力です。 

受講コース 
General English 
URL: https://www.canterbury.ac.uk/study-here/courses/general-english-course 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①8/14-12/15（18 週間）②9/26-12/15（12 週間）③1/8-3/15（10 週間）

1週間の授業時間 週 21 時間 

滞在方法 ホームステイ（食事回数︓1 日２食）

空港出迎え あり

現地の日本語対応 なし 

この学校の 
おススメポイント 

・キャンパス内でスポーツ施設やジムの利用もできる
・様々なレベルのクラスの学生とも交流を持つことができる
・個別チューター制度あり

概算費用 

2023 年秋学期のみ： 
18週間 約￥1,950,000-（①） 
22週間 約￥2,480,000-（②+③） 

※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは1GBP￡=\176

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費(休講期
間も含む), 雑費（海外銀行手数料他）, 空港
出迎え費など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各 
学期）, 海外旅行包括保険, 学生ビザ申請料, 留学サ
ポート会社のサポート費など 

最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更は変更できません。

注意事項 

●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配料等は 1回のみの支払いになります。
●こちらのコースへの参加には、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠) A2以上の英語力が必要となるため、

IELTS3.5, GTEC 140～230 以上, TOEIC225 以上(各 Listening 110 以上 & Reading 115 以上),
または英検 2級以上の英語力証明の提出が必要です。

●ホームステイの数に限りがあるため、申込み多数の場合は学生寮または民間寮を手配する可能性があ
ります（その場合、食事なしの滞在のため、上記概算費用から変動します）。

●6か月以上の滞在はできません。
●入国のため往復の航空券手配が必要です。
●冬季休暇のため 12/16-1/7 は休講です。

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: https://www.ryugaku.co.jp 
Tel: 06-4797-7821  ※2023 年 3月 14日現在
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留学先名 Southern Cross University, Lismore（Australia） 

留学生から高評価の大学！コアラケアセンターでボランティアも可能 
ニューサウスウェールズ州の中でもコアラの生息が多いリズモアにメインキ
ャンパスを持ち、ゴールドコーストにもキャンパスがあります。リズモアキャ
ンパスに隣接しているコアラ病院にて、ボランティアができるプログラムを提
供し、現地の方と一緒にオーストラリアならではのボランティアを体験できま
す。キャンパス内あるミュージックホールや各種スポーツ施設は、留学生も利
用可能です。キャンパスから３km の距離にある街の中心地にはオーストラリ
アの国民食ミートパイの有名店があります。美しい川辺の景色や古代から続く熱帯雨林をすぐそばで感じられる環
境の中では、野生のコアラに出会うこともあります。また、一番近いバリナビーチへはバスで約 45 分、有名なゴー
ルドコーストのサーファーズパラダイスまではバスで約 3 時間の距離にあります。

受講コース 
General English (GE) 
URL:https://www.scu.edu.au/scu-college/programs-and-courses/english-language-programs/general-english/ 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①8/21-12/15（17 週間） ➁8/21-3/1（26 週間） ③8/21-7/26（47 週間）

1週間の授業時間 週 20 時間 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：1日３食）

空港出迎え あり 

現地の日本語対応 あり 

この学校の 
おススメポイント 

・大学キャンパス内に英語コースの学舎あり
・通学はホストファミリーが車で往復送迎
・英語力不問でコアラ病院でボランティアができる

概算費用 

2023 年秋学期のみ： 
1７週間 約￥1,380,000-（①） 
2６週間 約￥2,130,000-（②） 
2023 年秋学期・2024 年春学期： 
4７週間 約￥3,720,000-（③） 

※上記の費用は認定留学の要件を満たした最短期間の留学費用(概算)です。受講期間の変更はできませ
ん。作成時のレートは 1AU$102、最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。
【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 現地保険, 滞在手配料, 滞在費(休
講期間も含む), 空港出迎え費など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料10万円, 海外留学生
保険, ビザ申請料, 留学サポート会社のサポート費など 

 

注意事項 

●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配料等は 1回のみの支払いになります。
●コアラ病院でのボランティアについては別紙をご確認ください。
●ボランティア参加英語要件は特にありません。誰でも参加可能です。寄付金として A$10 が必要です。 
●JASSO奨学金(海外留学支援制度)受給者は語学コースを受講しながら、渡航期間内に 20 時間以上のボ

ランティアワークに従事することが求められます。
JASSO奨学金の詳細は、「募集要項」P８を参照してください。

●滞在最初の 5週間目以降のホームステイ費用は、現地でお支払いいただきます。
●出発直前にならないと滞在先は確定しません。
●冬季休暇のため 12/16-1/2 は休講です。

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: http://www.ryugaku.co.jp 
TEL: 06-4797-7821  2023 年 3月 17日現在 
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Australia 

Southern Cross University, Lismore校 

英語力要件なしで参加 OK︕ コアラケアに携わる︕ キャンパスに隣接で安心︕

コアラケアボランティア
実施時間︓週末または平日（英語クラス開講されていない平日の放課後や休日） 

ボランティア初日にコアラの観察・報告の仕方、接し方などの説明があるので安心︕ 
実施場所︓Koala Care and Research Centre（通称︓コアラ病院） ＠サザンクロス大学 リズモアキャンパスに隣接 
関連サイト︓https://friendsofthekoala.org/volunteer/（※出願前までに必ず目を通してください） 
注意事項︓コアラ病院はコアラと触れ合う施設でなく保護する施設です。自分が楽しいかではなく、コアラの回復・健康を一番に考える姿勢が必要です。 

命を守る大事なボランティアであるため、責任感を持って取り組みましょう。（留学中に 20時間以上ボランティアに従事する意思のある方のみ
応募してください） 

オーストラリアでしか出来ないコアラケアボランティア
コアラ病院では、ケガや精神的な傷を負ったコアラのレスキューや保護活動を行っています。 専門スタッフだけでなくたくさんのボランティアが常時コアラ保護の
ために働いています。コアラ病院のボランティアでは、動物保護の知識やスキルだけではなく、同じマインドを持つ他のボランティアと協力して活動することで、
英語での実践的コミュニケーション力を身に付けることができます。

奥が深いコアラケア︕実際のボランティア内容 
☆コアラのお部屋のお掃除 ︓コアラは意外と走る︕

→1日に 2～3部屋を担当
☆コアラへの餌やり ︓意外とグルメなコアラ︕好みと苦手をしっかり観察︕

→人間と同様に主食、副菜、メインに分けて 3種類のユーカリを与える
☆コアラの体調観察 ︓野生に返すかどうかの判断に欠かせない仕事︕

→部屋の掃除の際、コアラの様子を観察・報告
      ボランティアに慣れると・・・ 薬や栄養素が足りないコアラへの注射を任されることも︕ 

ボランティア体験談 
このボランティアを通して、オーストラリアならではの経験をすることができました。間近でコアラについて学べたことはとても楽しかったです。 
“ボランティア活動に参加した”という事実だけでなく、参加しなければ知ることもなかったことを学べた時間はとても有意義なものでした。 
“留学”と聞くと、語学の向上を目標にしがちですが、その国でしかできないことを経験することは、とても価値のあることだと感じました。 
是非、今から SCU で学ばれる学生の方々にも、こういったオーストラリアならではの経験をして頂きたいです。 

初日の説明 

コアラの名前や
病状記載のメモ

コアラ救急車

ボランティア中は常に英語でのコミュニケーションが必
要︕正確に報告・連絡・相談することが求められる
ので、円滑かつ的確にコミュニケーションを取るスキル
が鍛えられます。 

コアラケアボランティア＠コアラ病院

ボランティア活動参加学生のインタビュー動画 
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Refunds and Remissions Procedure 

Section 4 - Standard Refunds for non-award English Language Program Units or Courses

(30) To obtain a refund for non-award English Language Program units or courses, students must submit a written request

for a standard refund to the Director, Student Administration Services.

(31) In cases of Provider Default refunds are payable with 14 days.

(32) In cases of Student Default refunds are payable within 28 days

Critical Dates to Withdraw from a Unit or Course 

(33) Standard refunds for non-award English Language Program units or courses are available in the following circumstances:

a. if a student cancels their enrolment two weeks or more before the unit or course begins, they will receive a full refund, less:

i. the enrolment fee;

ii. the Homestay placement fee (where Homestay is provided by SCU); and

iii. 10% of the fee in respect of one teaching period.

b. if a student cancels their enrolment less than two weeks before their unit or course begins, or after their unit or course

begins, no refund is payable; 

c. if the SCU College is unable to deliver a unit or course in which a student has enrolled, they will receive a full refund

within 14 days (including enrolment fee and Homestay placement fee) ; and

d. if a student fails to meet the attendance requirements under the Attendance Policy for ELICOS Programs, and has their

confirmation of Enrolment withdrawn, no refund is payable.

(35) If the University makes an offer on the basis of incorrect or incomplete information being supplied by the applicant or

student, the offer will be withdrawn and no refund will be payable.
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ホームステイ手配会社キャンセルポリシー

1. Homestay Matching Fee

The Matching Fee is not refundable once payment has been received*. *Matching Fee is refundable if the Guest’s visa is denied and we receive the visa refusal notification.

2. Homestay Weekly Fees

Weekly fees are refundable if the minimum notice period is met.

Pre-arrival Cancellations:

▪ If the Guest cancels their placement and provide more than 10 days written notice prior to arrival, their weekly fees will be refunded in full. The Matching Fee is not refundable. 

▪ If the Guest cancels their placement and provide less than 10 days written notice prior to arrival, they will forfeit payment for two weeks plus the Matching Fee. Any additional 

weekly fees paid will be refunded. 

▪ AHN will provide a full refund (upon receipt of the Australian High Commission / DHA Visa Refusal Notification) for a cancelled placement if a Guest’s visa is denied and they 

have provided a minimum of three business days’ notice. If the required notice has not been provided AHN, will retain the Matching Fee and two weeks’ payment of their 

weekly fees. Any remaining funds will be refunded. 

Pre-arrival changes or delays: 

▪ If a Guest is unable to arrive by their intended start date due to a visa delay or course change, the Guest may defer their placement until visa approval is granted, or the course 

is rescheduled. 

▪ There will be no charge for this change if AHN is advised in writing of any changes at least three business days prior to arrival. All fees will be transferred to the new placement. 

▪ The Guest may be required to pay another Matching Fee for a new placement, and up to two weeks of homestay weekly fees, if AHN is not advised in writing of these changes 

at least three business days prior to arrival. 

Post-arrival Changes and Cancellations: 

• Once a homestay placement has commenced, AHN is unable to refund weekly fees for the Guest’s initial period of homestay (usua lly four weeks). The Matching Fee is also not 

refundable. 

• The Guest is required to provide AHN and their homestay Host with a minimum of two weeks’ written notice if they intend to move out of homestay. This notice period cannot 

commence during the first two weeks in homestay. 

• If a Guest gives less than two weeks’ notice of their intention to move out they will still be required to pay weekly fees for two weeks following the date on which they have given

notice. 

• If the Guest wishes to change Host families after the first four weeks, and there are not adequate grounds for the   change, the Guest may be charged another Matching Fee for 

AHN to find a new homestay. This applies to each new placement a Guest applies for.

Approved Refunds: 

• All approved refunds will be deposited into an Australian bank account. No cash refunds will be processed. If no Australian bank account is available we will refund via 

telegraphic transfer, an AU$30.00 service charge will be deducted from refund total. If the original payment was made by credit card we can refund back to the same card, a 3% 

service charge will be deducted from the refund total. 

• We will make all valid attempts to process approved refunds within 4 weeks of guest departure from homestay and where appropriate bank details have been received. AHN 

pays Hosts fortnightly (every two weeks). If a Guest has paid Fees in advance, only the portion of those Fees not paid to the Host is eligible for refund. AHN cannot refund a 

Guest or backdate claims against their Fees if AHN has already paid the Host.
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留学先名 Deakin University, Melbourne Burwood Campus（Australia） 

「ガーデンシティ」メルボルンの郊外できめ細やかに学ぶ 
人口約 350 万人が暮らす、オーストラリア第２の都市・メルボルン郊外にある大
学です。ビル型キャンパスが多いメルボルンでは、広大なキャンパスを持つ珍しい
大学のひとつです。近代的でデザイン性の高い図書館や学舎が並ぶキャンパスは、
アートギャラリーも併設しています。英語プログラムのスタッフは、常に学生ファ
ーストで、授業時間以外も進んで英語を勉強したくなる自習教材や環境を整えてい
ます。クラブ活動、アクティビティ、フィールドトリップ（野生ペンギンを観察で
きるフィリップ島など）を豊富に提供しているため、アクティブなキャンパスライ
フを送ることができます。市内へはトラムやバスを利用し約 50 分でアクセスが可能です。メルボルンはイギリス
移民の歴史を彷彿とさせる建造物が多く存在しています。小さなお店が立ち並ぶ小道や歴史的なアーケードは散歩
するだけで楽しく、オーストラリアの暮らしに根付くカフェ文化が魅力的な街です。

受講コース 
General English (English Language Institute/DUELI) 
URL：https://www.deakin.edu.au/international-students/entry-requirements/english/dueli 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①9/25-10/27(5週間) ②11/6-12/8(5週間) ③1/8-2/9(予定)(5週間) ④2/12-3/15(予定) (5週間)
⑤3/18-4/19(予定) (5週間) ⑥4/22-5/24(予定) (5週間) ⑦5/27-6/28(予定) (5週間)

1週間の授業時間 週 20時間 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：1日３食）/ 寮（入寮者数制限あり）

空港出迎え あり 

現地の日本語対応 なし 

この学校の 
おススメポイント 

・クラブ活動やサークル、アクティビティ、フィールドトリップなどに参加し、アクティブに学生生活を
送ることができる

・目的に応じた英語力アップができるように工夫された授業
・バディプログラムで現地学生と交流できる

概算費用 

2023年秋学期のみ： 
15週間 約￥1,500,000-（①+②+③） 
20週間 約￥1,920,000-（①+②+③+④） 
2023年秋学期・2024年春学期： 
35週間 約￥3,160,000-（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦） 

※上記の費用は認定留学の要件を満たした最短期間の留学費用(概算)です。受講期間の変更はできませ
ん。作成時のレートは 1AU$99、最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。
【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費(休講期
間も含む), 現地保険, 雑費（海外銀行手数料, 
教材費）, 空港出迎え費など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10万円, 海外
留学生保険, ビザ申請料, 留学サポート会社のサポ
ート費など 

 

注意事項 

●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配料等は 1回のみの支払いになります。
●入学日の約 1週間前に行われるオリエンテーションに参加できるように渡航する必要があります。
●滞在費用についてはクレジットカードか銀行振り込みで 10週間毎のお支払いとなります。
●部屋数が限られる為、入寮できるかどうかはわかりませんが寮手配も可能です。ご希望の方はお問い合
わせください。入寮できない場合はホームステイとなります。

●冬季休は 12/9から 3週間程度の予定です。

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: https://www.ryugaku.co.jp 
TEL: 06-4797-7821   2023年３月 15日現在 
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ディーキン大学 ーキャンセル規定ー 

・キャンセルの時期により返金額が異なります

・出願料の返金はありません

・開始日 4週前までのキャンセルは 90％返金
開始日から 4週間前までのキャンセルは 50％返金
開始日以降のキャンセルは返金なし
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留学先名 The University of Waikato (New Zealand) 

大自然に囲まれた国立総合大学で学ぶ 
ワイカト大学は、北島の中心地オークランドから約 130 km南、ニュージーランド第 4
の都市ハミルトン市に位置する、大自然に囲まれた国立の総合大学です。65 ヘクター
ルもの広大なキャンパスには 3 つの池があり、その周りを色とりどりの花や木々が取
り囲んでいます。学生数 12,000人のうちおよそ 2,000人が留学生で、その出身地は
88 ヵ国にも及ぶインターナショナルな環境が特徴です。ワイカト大学はさまざまな研
究分野で高い評価を得ています。語学研修を実施するワイカトカレッジは教育学部の一
部として運営されており、世界 90ヵ国から集まる留学生との交流も盛んです。ワイカ
トカレッジは大学のメイン・キャンパスの中央に位置しており、キャンパス内のバス停
から歩いて 1分の場所にあります。留学生はワイカト大学の図書館やスポーツジム、カフェテリア、クリニック（病
院）などの施設が現地学生と同じように利用できます。ワイカトカレッジ教員は第二外国語教授法の有資格者で、
その多くは海外での教務経験を持ち外国の文化にも慣れ親しんでいます。熱心で指導力のある教員の下で、英語を
しっかり学ぶことができます。

受講コース 
General English:https://pathways.waikato.ac.nz/programmes/general-english 
Academic English language programme:https://pathways.waikato.ac.nz/programmes/english-language 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①8/14-12/15（一般英語 18週間）②8/14-10/20（一般英語 10週間）
③10/24-1/19（アカデミック英語 10週間 ④1/22-3/29（一般英語 10週間）
⑤1/30-4/19（アカデミック英語 10週間）⑥5/13-7/19（アカデミック英語 10週間）

1週間の授業時間 週 23時間 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：1日 3食）

空港出迎え あり

現地の日本語対応 あり 

この学校の 
おススメポイント 

・世界有数の多民族国家であり、90ヵ国から集まる留学生比率の高い学習環境
・アクティビティとしてワイカト大学の学生との英会話を楽しむイングリッシュクラブ等がある
・ボランテイア活動にも参加でき、放課後もスポーツを通して現地学生と交流を深めることができる
・地元の文化・美術や遺跡を通してのイベント、セミナーや講演会などが盛んに行われている

概算費用 

2023年 秋学期のみ： 
18週間 約 1,430,000-（①） 
20週間 約 1,760,000-（②+③） 

2023年 秋学期・2024年 春学期： 
40週間 約 3,670,000-（②+③+⑤+⑥） 

※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1NZ$=\91

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費(休講期
間も含む), 現地保険, 雑費（教材費, 学生健
康管理費,他）, 空港出迎え費、など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料１０万円（各 
学期）, 海外旅行包括保険, 学生ビザ申請料、留学サ
ポート会社のサポート費、など 

最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更は変更できません。

注意事項 
●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配料等は 1回のみの支払いになります。
●事前にプレイスメントテストを受験いただき、適正レベルの授業を受講します。
●冬季休暇のため 12/16-1/2は休講です

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: https://www.ryugaku.co.jp/ 
Tel: 06-4797-7821 ※2023年 3月 15日現在
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ワイカト大学 －キャンセル規定－
Refunds and Administration charges 
Students who are seeking a refund need to apply in writing to 
the University. International students who withdraw their 
application or their enrolment before the start date of their 
programme will receive a 100 percent refund of pre-paid 
tuition fees less a $500 Administration Fee. Students who 
withdraw their application or their enrolment after the start 
date of their programme but during the period for deletion of 
papers (refer to Clause 12 of the Change of Enrolment 
Regulations 2012), will receive a 100 percent refund of pre-
paid tuition fees less $2,000 Administration Fee. 

キャンセル時期により返金額が異なります
• クラス開始前のキャンセルは、

500 ドルの手数料を差し引いて前払いした授業料を 100 %を返金
• クラス開始後の一定期間は、

2000 ドルの手数料を差し引いて前払いした授業料の 100％を返金
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留学先名 Ara Institute of Canterbury (New Zealand) 

大学付属コースで充実施設の設備が魅力 
100 年以上に亘り実践的な技術指導や教育を提供してきた南島のクライス
トチャーチにある教育機関です。専門コースを提供するポリテクニックと
の合併を機に、より幅広い分野のコースを開講しています。国内のみなら
ず、世界中から集まった多くの留学生が学び、日本語学部があることでも知
られています。日本語を学ぶ現地学生や親日家も多く、留学生と現地学生と
の交流も盛んに行われています。付属集中英語コースでは、一般英語だけで
なく、ボランティア、英語教授法など専門要素の高いコースを英語学習にプ
ラスして学ぶことができます。また、IELTS やケンブリッジ英検の試験官も
行っている同校の教員は、これらの試験における高スコア獲得のためのティーチングスキルを熟知しています。

受講コース 
Intensive English 
URL: https://www.ara.ac.nz/study/priority-learner-groups/international/english-language-study-options/ 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①8/28-12/22（17 週間） ②1/3-2/23（8 週間） ③2/26-8/2（23 週間）

1週間の授業時間 週 22 時間 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：平日 2食、土日 3食）

空港出迎え あり

現地の日本語対応 なし 

この学校の 
おススメポイント 

・構内の自習センターを放課後や休日の自己学習の場として利用可能。専任の講師が常勤している
・公共の交通機関を利用してカンタベリー博物館やクライストチャーチ植物園等の観光名所に行くこと

ができる。 
・中級以上の英語力があれば、ボランティアワークに参加できる

概算費用 

2023年秋学期のみ：
17週間 約￥1,140,000-（①） 
25週間 約￥1,670,000-（①+②） 
2023 年秋学期・2024 年春学期： 
48週間 約￥3,130,000-（①+②+③） 

※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1NZ$=\91

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費(休講期
間も含む), 現地保険, 施設利用費, など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各 
学期）, 海外旅行包括保険, 学生ビザ申請料, 留学サ
ポート会社のサポート費, など 

最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更は変更できません。

注意事項 

●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配料等は 1回のみの支払いになります。
●その他のコースについて：
中級以上の英語力のある場合、希望者は「英語＋ボランティアワーク」に参加することが可能（追加
費用あり）。参加者は語学コースを受講しながら週 8 時間以上のボランティアワークに従事すること
が求められます。（帰国後の単位認定は、英語コースの受講時間のみです。）

●冬季休暇のため 12/23-1/2 は休講です

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 留学ジャーナル 
URL: https://www.ryugaku.co.jp/ 
Tel: 06-4797-7821 ※2023 年 3月 15日現在

※
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
お
よ
び
留
学
に
か
か
わ
る
費
用
は
、
あ
く
ま
で
も
参
考(

概
算)

情
報
で
す
。
こ
の
大
学
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
各
自
で
希
望
大
学
の
Ｈ
Ｐ
を
閲
覧
の
上
、
情
報
を
確
認
し
て
下
さ
い
。

22



クライストチャーチ工科大学 －キャンセル規定－

キャンセル時期により返金額が異なります
• クラス開始前のキャンセルは、

500ドルの手数料を差し引いて授業料 100％返金
• クラス開始から最初の 7日目までのキャンセルは、500ドルの手

数料を差し引いて授業料 80％の返金
• クラス開始から 7日目以降は、返金なし
• ホームステイ手配料は返金不可
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出  発   前 留 学 中 

＊関西大学の GLOBAL NAVI や国際部で雑誌「留学ジャーナル」もチェック！ 

留学ジャーナル について 

５０年以上 日本で最も歴史ある、民間の留学支援機関です。

今までに20万人以上留学生を送り出してきたので、安心してご留学いただけます。 

全カウンセラー 
留学経験あり 

留学ジャーナルでは留学経験を持つカウンセラーが担当します。 

ご希望や目的にあったご留学をご提案します。 

ご不安点も安心してお話しください。 

充実のサポート 
★スチューデントプロテクション

（24時間365日受付の緊急時無料電話相談窓口）

★海外サポートスタッフ

予期せぬトラブルには海外サポートスタッフ、

スチューデントプロテクションが日本語でいつでもサポートします。

アワード受賞歴多数

世界 11 か国、6000 校以上 のネットワークがあります。

留学生が憧れる国公立名門大学にも、確かなコネクションで 

多くの留学生を送り出しています。 各国の大使館とも協力関係を結び、 

情報交換やイベントを実施し、情報提供の充実をはかっています。 

創業 

「ST アジア最優秀留学エージェント」を多数受賞 

国際的に評価されています。 

又、資格審査を経て業界団体に加盟をしているため、航空券や 

渡航ビザなどの手配が可能です。 

留学サポートの流れ【関西大学認定留学の場合】 

無料留学相談のご予約は 

下記 QR コードから 

★対面または、オンラインからお選びください

★関西大学認定留学・お名前をご記入ください

営業時間： 月～土 １０：００～１８：００ 

〒 530-
大阪府大阪市北区梅田１－１１－４ 

大阪駅前第4 ビル２１F 

（日曜・祝日 休業） 

 国際部で行われる説明会に参加または、 

 留学ジャーナルで無料の留学相談（対面・オンライン・電話） ＊予約制 

① 留学プランを考える

② プラン決定とお申し込み

・留学先の決定後、お申込書（オンライン）の提出

③ 留学手続きスタート

＊お申込方法・重要確認事項を参照のこと 

・プログラム費の入金

学校への出願、滞在先、空港送迎手配を開始 

④ 各種お手配

航空券の手配や、学生ビザの 

（24 時間 365 日 

⑥ 留学中も ずっと

サポートが続きます

緊急無料電話相談あり） 

手続きをお手伝いします 

⑤ 留学の準備

出発前オリエンテーションや 

★留学ジャーナルの My Page を登録

→留学情報を学びましょう！

無料英会話レッスンに参加 

＊難しい手続きは留学ジャーナルにお任せください 
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サポートお申込み方法
① サポートお申込書（以下「申込フォーム」）を送信します。  送信する前に必ず下記重要確認事項をよくお読みください。

② 申込フォームの送信により株式会社留学ジャーナル約款重要確認事項全てを確認・同意したものとみなします。

③ 以下、申込み先の学校 QR コードをクリックして、申込書に必要事項を入力して送信ください。

＊カンタベリークライストチャーチ大学（イギリス）にお申込みされる際は、QR コードより申込書を 

ダウンロードし、必要事項を入力の上、メールで送信して下さい。 （メアド記載） 

 ＊申込フォームの入力にあたっては、15 分 ～ 30 分程度の時間がかかることが予想されます。 

⑧ サポート費用をご確認の上、以下の口座にお振込みください。

※ご契約成立後、ご留学費用お支払い前にキャンセルの場合でも、約款に従いサポート費用は申し受けますのでご留意ください。

留学ジャーナルサポート費用 

￥ 68，000 (税込） 

   

※ アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド留学には学生ビザが必要となります。学生ビザ申請手続き代行費用（33,000 円）及び、各国ビザ申請

料などの実費が別途必要となります。 アメリカ学生ビザ申請の際は、アメリカ領事館（大阪）へビザ面接に行く必要があります。

(外国籍の方は基本的にはご本人様手配となります)

※ 各国学生ビザの許可は各国の移民局や領事館が最終判断をするため、弊社からの取得の保証はできません。

※ アイルランドでは、渡航前に学生ビザの申請は必要ありませんが、現地にて滞在許可の申請手続きを各自で行う必要があります。

現地で取得できる滞在許可は最大 32 週間です。それを超える場合は、延長手続きを現地で行わないといけません。

※ 弊社より依頼をする提出書類やご入金の期日が遅れたり、弊社からの連絡に対応頂けない場合は期日通りに出発できないことがあります。

※ 現地の授業料、滞在費などを日本から送金する場合は為替のリスクヘッジの為、弊社の所定レート（請求書発行の週のみずほ銀行のレートに

5％加算したもの）での計算となります。万が一、送金後に取消となった場合は返金額の外貨を現地からの着金日のみずほ銀行の TTB レートで

換算しての返金となります。

みずほ銀行 新宿新都心支店  

普通口座 1562726  

口座名   （株）留学ジャーナル 

ホームステイについて

ホームステイはホームステイ手配会社による手配です。ホームステイは一般の家庭での滞在になり、

ご希望に沿えない場合もございます。特に以下のようなご要望やご変更はお受けできませんので予めご了承ください。 

・人種、宗教、職業、家族構成（独身、シングルマザー、年頃の異性の家族がいる）等のリクエストやこれらを理由とした変更は

差別問題になる為お受けできません。

・ロケーション（通学時間）は、持病などの問題がない限りリクエストはお受けできません。

・複数の留学生（同国籍や同じ日本の大学からの参加者）を受入れている家庭になることもあり、これを理由とした変更はお受けできません。

・海外はペットを飼っている家庭が多いため、アレルギー等がある場合を除いてご希望に添えない場合がございます。

精神面、身体面で特別なお世話が必要な場合はお受けできません。

取り消しについて 

各大学いずれも出願後のキャンセルにはいかなる理由においてもキャンセル料が発生します。 キャンセル料につきましては、 

別紙の弊社約款および、各大学の返金ポリシーをご確認ください。 

＊ビザ手配が必要な場合は、別途ビザ代行費用が掛かります 

お申込みと学生ビザを含む手続きに関して 

⑦ ご質問などありましたら 0120-890-987 関西大学認定留学担当者までご連絡ください。

⑥ 送信いただきました申込フォームはお控えとして、印刷しお手元に保管をお願いします。

⑤ 申込フォーム送信後３営業日が経っても留学ジャーナルより「申込受領のご案内」メールが届かない場合は

お手数ですが下記連絡先までご連絡をお願いします。

重要確認事項 

お申込みフォーム【QR コード】 

デラウェア カリフォルニア  サウスカロライナ カンタベリー ダブリン サザンクロス ディーキン クライストチャーチ  ワイカト
イーストベイ 工科
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留学先名 Saint Mary‘s University（Canada） 

カナダ大西洋岸最大を誇る文化・経済の中心都市
セント・メアリーズ大学は大西洋に面したノバスコシア州の州都ハリフ
ァックス市にあり、ヨーロッパ方面からの移民が多いエリアです。海が
見渡せる街並みはレンガ造りや石造りの建物も多く、どこかノスタルジ
ックな雰囲気漂う素敵な港町。大学は、中規模でありながらカナダで最
も歴史のある大学のひとつです。また、セント・メアリーズ大学に進学
する留学生の出身国は90カ国以上。国際色豊かな大学として「ミニ国
連」という愛称で呼ばれるほどのグローバル大学です。キャンパスは街の中心部から徒歩20分ほどの好
立地で都会でありながら、カナダ内陸地にはない貴重な海の景色も楽しめます。

受講コース 
English for Academic Purposes(EAP), English for Personal and Professional Communication(EPPC) 
URL： https://www.smu.ca/tlc/ 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①8/28-10/20(8 週間) ②10/23-12/15(8 週間) ③1/8-3/1(8 週間) ④3/4-4/26(8 週間) 
⑤5/6-6/28(8 週間)

1週間の授業時間 週 25時間 空港出迎え あり 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：1日 3食）※1 現地の日本語対応 あり（緊急時のみ） 

この学校の 
おススメポイント 

・スタッフや講師はとてもフレンドリーで、13名前後の小規模クラスのため距離が近い
・キャンパスは最新システムが充実しており、街の中心部にも近く便利な立地

概算費用 

2023 年秋学期のみ：   
16 週間 約\1,110,000- (①②)/ 24 週間 約\1,720,000- (①②③) 
2023 年秋・2024 年春学期： 
32週間 約\2,270,000-(②③④⑤) / 40週間 約\2,800,000-(①②③④⑤) 
※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1CA$=\100、
最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更はできません。
【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費（休講期
間の宿泊費も含む）, 現地保険, 空港出迎え費, 
雑費(教材費, 通学定期代)、など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10万円（各学
期）, 海外旅行包括保険, ビザ申請料, 留学サポート
会社のサポート費、など 

注意事項 

●複数タームを申し込む場合の申込金、ホームステイ手配料等は 1回のみの支払いです。
●コースは EAP(進学目的とした英語プログラム)と EPPC(コミュニケーション英語)のどちらかを選ぶ
ことができます。またターム毎に変更も可能(定員に限り有り)。

●その他のプログラムについて
University Bridging Program(開講時期:9月)
・授業内容は「語学＋本科科目受講」(大学の授業から英語レベルにより 1～2科目)」。
コース終了後は本科に進むことができます。

・受講料は「語学コース 16週間($4,600)+本科授業料および雑費の概算(1科目:$3,973、2科目
$6023)」。
本科授業料は科目や科目数により異なるため、詳細は現地で確認が必要。

・受講に必要な語学力と書類
【語学力】出願時に TOEFL iBT 61以上(With no individual skill below 15)又は IELTS 5.5以上

(With no individual band below 5.0)のスコア提出が必要 
【書  類】出願時に高校 3年間の成績証明書(英文)と関西大学の成績証明書(英文)、関西大学からの
本科科目受講許可レターなど 

●TOEIC700~800以上もしくはこれに相当する英語レベルの場合、同コース同レベルの繰り返し受講不
可のため 16週間を推奨します。

●※1 ホームステイの数に限りがあるため、ホームステイが満床の場合は学生寮（2 人からの相部屋/自
炊/宿泊費 16週間約 45万円～）です。

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社ワイルドローバー 
URL: http://www.wildrover.co.jp/ 
Email：info@wildrover.co.jp     2023月 4月 26日現在 
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SAINT MARY’S UNIVERSITY
INTENSIVE ENGLISH PROGRAM 

Registration Policy: IEP 

To apply for the Intensive English Program, students must pay a $100.00 (non-refundable and
non-transferable application fee) and $500 tuition deposit. Tuition and other fees are due 30

days before the start of each semester. Students applying after the 30-day period must pay all 

fees in full on registration. 

Refund Policy 

Until the start of any semester, students who notify The Language Centre of their withdrawal in 

writing will receive a refund of their tuition fees paid, less a one-time $500.00 administration fee 

with the following exceptions: 

1. If a student withdraws because they have been denied a Visa or study permit, Saint Mary’s

will refund all fees paid, less the C$100 application fee. A copy of the letter stating the Visa

denial must be provided to the Language Centre before a refund can be made.

2. If a student withdraws in writing after the start of a semester, the following tuition refund

schedule will apply:

  Up to Friday, Week 1 75% 

  Up to Friday, Week 2 50% 

  Up to Friday, Week 3 25% 

There will be no refunds after Week 4 in any given semester. 

Un-utilized insurance will be returned to the student who withdraws from the program without 

using the services or making any claims at all, i.e $54 for each month yet to commence.

No refund is available for any month that has commenced. 

No refunds are available on the textbooks. No refunds will be paid to sponsored or scholarship 
students.

Refunds will be returned using the same method of payment used to pay the original fees. Cash 

payments will be refunded by cheque. Wire transfer charges will be deducted from the amount 

due to the student as stated above.  Payments made using CIBC International Student Pay will 
be refunded using the original reference code. 

Refund Policy: Residence 

Application for Residence does not guarantee acceptance. Acceptance is conditional upon 

available space. If accommodation is not available, the deposit will be refunded. The application 

fee of C$25.00 is non-refundable. Students will be notified of their status as soon as possible. 

Once students have received their Residence confirmation from the Language Centre, 

the Residence deposit is non-refundable. 

PLEASE NOTE:  ALL FEES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
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留学先名 University of Guelph（Canada） 

質の高い教育に定評のある大規模大学 
ゲルフ大学があるカナダ東部オンタリオ州にあるゲルフ市は、カナダ
最大都市トロントのベッドタウン。生活水準も比較的高い閑静な住宅
エリアです。トロントまでは高速バスを利用し 1 時間ほどで行けるの
で、週末を利用してプロスポーツ観戦やミュージカル鑑賞などを日帰
りで楽しむこともできます。ゲルフ大学は研究型・教育型の両方を併せ
持つ大規模総合大学で、宇宙飛行士やオリンピックチーム主将を輩出
しており、質の高い教育を提供する大学として定評があります。また
「カナダで一番おいしい学食のある大学」として、キャンパス内にあるレストランは学生からも大変人気
があります。学習量は多いですが、留学生の満足度も高く、しっかり学べる大学です。

受講コース 
English Language Certificate Program 
URL： https://opened.uoguelph.ca/student-resources/guelph-elp 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①9/7-10/20(7 週間) ②10/30-12/14(7 週間) ③1/8-2/23(7 週間) ④3/4-4/18(7 週間)
⑤5/6-6/21(7 週間)

1週間の授業時間 週 20 時間（週 4 時間のオンライン学習含む） 空港出迎え あり 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：1日 3食） 現地の日本語対応 あり（不定期）

この学校の 
おススメポイント 

・ゲルフ大学本科生とペアを作って交流ができる Buddy Program がある
・治安の良いエリアであり、都市部にも出かけやすい

概算費用 

2023年秋学期のみ： 
14週間 約\1,180,000-(①②) / 21週間 約\1,800,000-(①②③) 
2023 年秋・2024年春学期： 
28週間 約\2,350,000-(②③④⑤) / 35週間 約\2,920,000-(①②③④⑤) 
※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1CA$=\100、 
最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更はできません。

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費（休講期 
間の宿泊費も含む）,雑費(学生費, 通学定期代, 
教材費）, 空港送迎え費、など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各学
期）, 海外旅行包括保険, ビザ申請料, 留学サポート
会社のサポート費、など 

 

注意事項 

●複数タームを申し込む場合の申込金、ホームステイ手配料等は 1回のみの支払いです。
●ターム期間はオリエンテーション日を含んでいません。初学期のみ授業開始日の前週にオリエンテー

ションウィークがあります。また授業最終日が木曜日のタームについては、翌日金曜日にターム終了セ
レモニーが開催されます。

●Buddy Program について:
ゲルフ大学の本科生がボランティアでランゲージパートナーになってくれるプログラムです。一緒に
お茶をしたり遊びに行ったり、パートナーと英語でコミュニケーションを図りながら実戦練習ができ
ます。希望者は学校開始後に申し込みをし(学校からオリエンテーション時に案内があります)、ボラ
ンティア学生と留学生の交流会後にパートナーが決まります。ボランティアの人数が限られているた
め、全ての留学生にパートナーが保証されているわけではありません。

●ボランティアの参加について：
ゲルフ大学ではボランティアへの参加を推奨しています。留学生でも参加できるものが色々あるので、
詳細はゲルフ大学事務所で確認してください。

●ホームステイはゲルフ大学提携ホームステイ手配会社 CHNが手配します。
●TOEIC700~800 以上もしくはこれに相当する英語レベルの場合、上級クラスの繰り返し受講不可のた

め 14週間又は 21 週間のいずれかを推奨します。

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 ワイルドローバー 
URL: http://www.wildrover.co.jp/ 
Email：info@wildrover.co.jp ※2023 年 2月 8日現在
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―University of Guelph― 
Refund Policy  
The refund policy applies only to fees paid to the University of Guelph English Language Programs. Any additional fees paid to third parties are not 
subject to this policy.  
English Language Certificate Program (ELCP)  
The $150 application fee is non-refundable  
New Applicants 

Refund Request Deadline With an Original Visa Refusal document Without an Original Visa Refusal Document 
Up to 2 calendar months prior to the first day of 
class 

100% tuition deposit + 100% any 
additional fees 

50% tuition deposit + 100% any additional 
fees 

Less than 2 calendar months prior to the first day 
of class 

100% tuition deposit + 100% any 
additional fees 

0 % tuition deposit + 100% any additional 
fees 

Current Students 
Refund Request Deadline Refund Amount 

10 business days before the first day of class 70% of current 7 week course fees* + 100% any additional fees** 

5th day of classes 50% of current 7 week course fees* + 100% any additional fees** 

After 5th day of classes 0% of current 7 week course fees* + 100% any additional fees** 

* Course fees = Tuition + Student Services  /   ** Medical Insurance fees are non-refundable
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留学先名 University of Calgary（Canada） 
世界で最も住みやすい町の世界ランキングで毎年上位 
カナダを代表する観光名所カナディアンロッキーをはじめ、バンフ
国立公園など大自然に囲まれたアルバータ州の州都カルガリー市。
カウボーイの町として毎年 7月には盛大なカウボーイ祭りが開催さ
れ、カナダ国内のみならずアメリカやヨーロッパからも観光客が押
し寄せます。カナダで 4番目に大きい都市でありながら、自然にも
恵まれ、落ち着いて学習できる環境が整っています。カルガリー大
学は在籍学生 3万人以上の大規模大学で、カナダ国内の大学研究機
関ランキングでトップ 6に入る研究が盛んな大学です。広大で近代
的なキャンパスは緑に囲まれた場所にあり、街の中心部までは電車にて 15 分ほどでアクセスできる便利
な立地にあります。

受講コース 
Semester Programs(SP)  
URL： https://www.ucalgary.ca/esl/  
URL： https://esl.ucalgary.ca/japanese/japanese 

入学日と 
受講期間(ターム) 

①9/18-12/15(13 週間)  ②1/8-4/5(13 週間)  ③4/22-7/19(13 週間)

1タームの授業時間 Semester Programs 1 ターム(13 週間)275 時間 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：1日 3食）

空港出迎え あり 

現地の日本語対応 あり 

この学校の 
おススメポイント 

・現地では経験豊かな日本人スタッフや講師が学生をサポート
・アクティビティー・プログラムがあり、冬はスキー／スノーボードなどのスポーツ体験や、夏はバン
フなどへの日帰り旅行などができる（アクティビティー内容は時期により変わります）

概算費用 

2023 年秋学期のみ： 
13週間 約\840,000-(①) 
2023 年秋・2024 年春学期： 
39週間 約\2,560,000-(①②③) 

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費（休講期
間の宿泊費も含む）, 現地保険,  空港出迎え
費, 雑費（教材費, 通学定期代）、など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各学
期）, 海外旅行包括保険, ビザ申請料, 留学サポート
会社のサポート費、など 

※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1CA$=\100、
最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更はできません。

注意事項 

●複数タームを申し込む場合の申込金は 1回のみの支払いです。
●アクティビティー・プログラムについて：

現在は 1泊旅行や日帰り旅行、フィールドトリップなどを開催。希望アクティビティー毎に個別で
現地にて申し込み ($20～$375※今後開催されるアクティビティーによっては料金が大きく変わる
可能性があります)が必要です。申込は定員になり次第締め切られます。
プログラムの詳細はこちらのサイトで確認してください。
https://esl.ucalgary.ca/programs/activity

●TOEIC700~800 以上もしくはこれに相当する英語レベルの場合、上級クラスの繰り返し受講不可の
ため 13 週間を推奨します。

取扱留学サポート 

会社(情報提供含) 

株式会社ワイルドローバー 
URL: http://www.wildrover.co.jp/ 
Email：info@wildrover.co.jp   ※2023 年 2月 8日現在
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―University of Calgary― 
Refund Policy 
All withdrawals must be made in writing. All refunds will be made via the original payment method. Please note 
that program application fees and homestay placement fees are non-refundable under any circumstances. 
Tuition Refunds and Transfers 

Tuition refund and course transfer eligibility is relative to the course start date. 

15 or more days before start date 

Your full tuition less deposits will be refunded. For example, for ESL 100 ($4200) your refund would be calculated as 
follows: $4200-$500= $3700 

2 – 14 days before start date 

50% of tuition less deposits will be refunded. For example, for ESL 100 ($4200) your refund would be calculated as 
follows: ($4200-$500)/2=$1850 

Less than 24 hours before start date 

No refunds/transfers. 

Homestay Refunds (for students registered in homestay) 

A 14-day notice period is required to cancel homestay. Unused homestay fees and deposits will be refunded on a 
prorated basis, calculated after the amount of the 14-day notice period has been deducted.  Homestay refunds of two 
nights or less will not be processed.  

15 or more days before starting homestay 

Full refund less placement fee. For example, for ESL 900 ($2925) your refund would be calculated as follows: $2925 

2 – 14 days before starting homestay 

Full refund less placement fee and two weeks notice. For example, for ESL 900 ($2925), if notified 7 days before 
homestay begins, your refund would be calculated as follows: $2925-$225= $2700 

After starting homestay 

Full refund less the number of weeks of homestay used, placement fee, and two weeks notice. For example, notified 
14 days after homestay begins: $2925 – ($225x4)= $2025 

Homestay refunds can be transferred to future homestay. 

Please contact us at esl@ucalgary.ca or +1-403-220-3301 if you have any questions or concerns regarding the 
deadlines and policies. 

Tuition Refunds and Transfers Related to Visa/Permit Status 

If you submitted an application for entry to Canada at least 3 months prior to your program start date and the 
Government of Canada does not provide you with the required visa/permit to enter Canada, your course tuition fees 
and deposits will be refunded/ transferred as follows: 

15 or more days before start date 

Your full tuition less administrative fee of $50 will be refunded. For example, for ESL 100 ($4200) your refund would 
be calculated as follows: $4200-$50= $4150 

2 – 14 days before start date 

50% of tuition will be refunded. For example, for ESL 100 ($4200) your refund would be calculated as 
follows: $4200/2=$2100 

Less than 24 hours before start date 

No refunds/transfers. 

Refunds/transfer related to entry status require supporting documents from the Government of Canada Immigration 
and Citizenship: 

1. A copy of the visa/permit refusal letter

2. A copy of the visa/permit Application Status webpage indicating the application is still in progress

※2023 年 9 月より宿泊費は 1 週間$275 に改定されます。

※2023 年１月より授業料は$4325 に改定されています。
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留学先名 University of Winnipeg（Canada） 

多様性を尊重しボランティア活動も盛んな中規模校 
ウィニペグ大学はカナダの先住民社会への貢献と発展に関する研究で定評があり、カナ
ダ西部唯一の人権学専攻のある大学です。大学がボランティア活動を積極的に推奨する
など、留学生でも地元人々と交流し地域貢献ができるチャンスがあります。マニトバ州
の州都であるウィニペグ市は良質な穀物が取れる穀倉地帯ですが、キャンパスは市内中
心部にあり、そこにはコンパクトながらも都会の景色が広がっています。放課後は気軽
にカフェやショッピングセンターに立ち寄れるのも魅力の一つです。毎年 8月に開催さ
れる北米最大規模の文化祭りでは、様々な国の文化に触れ、学び、知ることができます。
また、フランスからの移民も多く、街中心部にはフランス人街やサン・ボニファス博物
館がありフレンチカナディアンの歴史を知ることもできます。

受講コース English Language Program： URL: https://www.uwinnipeg.ca/elp/index.htm 

入学日と 
受講期間(ターム) 

語学：①9/5-12/15(14 週間) ②1/8-4/19（14 週間）③5/6-8/16(14 週間) 
職場体験（ビジネス英語 4 週間+職場体験 3週間）：④1/9-2/23（予定） 

1週間の授業時間 週 23 時間 空港出迎え あり 

滞在方法 ホームステイ（食事回数：1日 3食） 現地日本語対応 あり

この学校の 
おススメポイント 

・留学生満足度の高い授業
・ウィニペグ在住のボランティアによる会話クラブあり
・街の中心部にあるキャンパスで便利な立地
・カナダでは留学生にとって貴重な職場体験コースがある

概算費用 

語学コース/2023 年秋学期のみ： 語学コース/2023 年秋・2024 年春学期： 
14週間 約\1,150,000- (①)  / 42週間 約\3,480,000-(①②③) 
職場体験プログラム/2023 年秋学期のみ： 
21週間 約\1,880,000- (①④) 
※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。作成時のレートは 1CAS$=\100
最終的な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更はできません。 

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費（休講期間の宿 
泊費も含む）, 保険料、空港出迎え費, 雑費(教材費, 
通学定期代）など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各学期）, 
海外旅行包括保険, ビザ申請料,留学サポート会社のサポ
ート費、など 

 

注意事項 

●複数タームを申し込む場合の申込金、ホームステイ手配料等は 1 回のみです。
●職場体験プログラム詳細は別紙にてご確認ください。参加条件としてウィニペグ大学出願時に下記いずれかの英語

スコアの提出が必要です。5月初旬までにスコアを取得してください。
TOEIC500 以上、TOEFL ITP470 以上、TOEFL IBT52 以上、IELTS5.0（no band below 5.0）以上。

●ウィニペグ在住のボランティア 1人と 5-6人の留学生で英語で会話をするクラブがあります。
●ボランティアの参加について：ウィニペグ大学ではボランティアへの参加を推奨しています。留学生でも参加でき

るものが色々あるので、詳細はウィニペグ大学事務所で確認してください。
●英語プログラムは、レベル 1-2 は基礎英語コースのみ、レベル 3 は基礎英語コース又は進学英語コースから選択、

レベル 4-5は一般英語コース又は進学英語コースから選択。最上級レベルの場合、異なるコースを 2 学期間受講（一
般英語コースで 1 学期受講し、次学期に進学英語コースを受講する）することが可能です。進学英語最上級レベル
は授業に学部クラス受講クラスの一つに学部授業（ビジネス英語Ⅰ）があります（受講ができるのは 5 月・9 月開
始学期のみで、いずれも 14 週間 1 学期間の受講です）

●１週間の授業時間は 23 時間ですが、授業の一環として週 2 時間のソーシャルアクティビティが行われます。
●JASSO奨学金(海外留学支援制度)の対象コースは職場体験プログラムです。奨学金の詳細は、「募集要項」P.8 を参

照してください。

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 ワイルドローバー 
URL: http://www.wildrover.co.jp/ 
Email：info@wildrover.co.jp ※2023 年 2月 8日現在
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STEP 3： 週間 現地で職場体験にチャレンジ！

TOEIC500↑で参加可能！ 格安料金で半年留学！ 
人気のカナダは 

STEP 1： 週間 集中英語コースへ入学（インターナショナルクラス）

語学レベルや希望分野など、各個人の意向を確認の上、研修先を手配 

仕事内容は人とのコミュニケーションや実践を通じた学びを重視 

＝単純労働（掃除やコピー取りだけなど）はさせないことがポリシー 

カナダ人社会に入り英語環境で職業体験。

項目 

応募資格 

※右記の英語スコアの

うち、いずれか１つ 

・TOEIC 500

・TOEFL ITP 470

・TOEFL IBT 52

・IELTS 5.0(no band below 5.0)

海外職場体験プログラム（実践型）で、この英 

語レベルでの申込みができるのは、極めてレア 

です。ぜひこのチャンスにトライしてみてくだ 

さい！ 

職場体験 
内容 

研修機関 

STEP 2： 週間 ビジネス英語を習得！（インターナショナルクラス） 

午前：さらに英語力を総合的にブラッシュアップし、弱点を克服！ 
午後：インターンシップに備え、様々なビジネスシチュエーションを想定した研修 

レジュメの書き方
面接の練習

授業構成 

授業内容 
（午後）

カナダ留学が人気の理由

Point 1 
・教育水準が高く留学生増！（多様性にあふれるキャンパス）

・講師の質や施設が充実している！

Point 2
・「世界で最も住みやすい国」に常時ランクイン！

・銃規制がされており、インフラ・医療 制度も整っていて安心！

Point 3
・親日的で明るくフレンドリーな性格！

・穏やかな国民性で留学生の受け入れに慣れている！

北米ビジネスマナー など コミュニケーションの取り方
ディスカッション

授業内容 
＆ 

授業構成 

読む、書く、聞く、話すの 4 技能を総合的に伸ばし、

主にコミュニケーション力、語彙力、文法を学びます。

午後は、文章を正確に理解する練習などで弱点克服。 

日常で英語を使ったり将来仕事で使うための英語学習

を実施します。午後は選択授業:ビジネス英語/TOEFL/

英会話/ライティング/発音矯正などから選ぶ。 

授業期間 月～金 

授業時間 9:00～15:00 

 9:00～12:00 ４技能を総合的に学習 

12:00～13:00 ランチタイム 

13:00～15:00 ワークショップ（選択授業） 

金曜午後はアクティビティ実施 

観光、買い物、スポーツ体験、ムービーナイトなど 

S D G s！ 

 実践型 

 集中英語 レベル１～３ 

 集中英語 レベル４～５ 

主に NPO 法人、行政機関（コミュニティセンター、アクティビティセンター、人権センターなど） 
今後社会にどう貢献し、自分に何かできるかを模索しながら仕事経験を積み、実践的な語学力も身に付け
るために、子育て支援、職業訓練、移民支援、仕事探しなど地域住民への補助サービスを行う機関で研修
します。（なお、ホテル／旅行代理店／博物館／大学事務室なども、研修先としてご紹介可能です） 

ここが SDGs！ 

国連サミットで採択された 2016∼30 年迄の
国際目標で「世界を変えるための 17 の目標」
を掲げています。例えば人種や性別、宗教など
を問わず教育や医療を享受し、仕事を得るこ
とができる世界の実現を目指す動きです。 
将来、国際的な仕事をしたい人は、この実践
型・社会貢献型のインターンシップに参加し、
SDGs について考え、国際人としての一歩を踏
み出しましょう！日本も国を挙げて参加中！ 

ここで疑問を解決！ 

最近よく聞く SDGs ってなに？

無償 
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・カナダの一般的な家庭をご紹介します

→移民国家のため家族構成や人種は様々です

→現地の生活習慣や文化に触れる絶好の機会！

・学校まではバスや電車で 30～60 分

・３食／個室完備

ウィニペグ大学 のご紹介（語学研修大学／海外職場体験紹介大学） 

学生数約9,000人の中規模大学。カナダの先住民社会への
貢献と発展の研究ではカナダをリードしています。学生主
体の教育にも力を入れていて、多様性を尊重しあらゆる

人々に大学高等教育の機会を提供しています。キャンパス
は町の中心部にあり大変便利。図書館の他にも様々な学習
スペースがキャンパスの各所に配置され、学習スタイルに
応じて環境が選択できます。各建物は渡り廊下で機能的に
結ばれており、季節を選ばず快適に移動できます。その他、
カフェテリア、ブックストア、郵便局、スポーツジムなどの

施設も完備され、比較的小規模のキャンパスながらも、充実
したキャンパスライフを送ることができます。

ウィニペグ市 のご紹介（大学の所在地／海外職場体験実施地／滞在地）

ウィニペグはマニトバ州の州都で人口約75万の中規模都

市です。カナダ穀物取引の中心地であり、見渡す限りの大
平原に位置します。ダウンタウンは約１マイル四方の大き
さで、ポーテージ通りがショッピングセンターや娯楽施
設、レストランなどが並ぶ繁華街となっています。ダウン
タウン東端にはフォークスと呼ばれるマーケットが、郊外
にはポロパークと呼ばれる巨大ショッピング・モールがあ

ります。中規模都市であるものの治安は良好です。新しい
建物に混じって、州議事堂など、歴史的な建造物もありま
す。冬場の郊外ではオーロラが見えることもあり、カナダ
のスケールの大きさを感じることができます。

英語レベル：初級 
A さんの場合

【研修先】Global Welcome Centreは大学から

徒歩1分の場所にあり、先住民ならびに地域住民
の方への教育補助サービス（学習支援）を行う団
体です。 
【施設紹介】例えば、高校の卒業資格がない方へ

の指導や、働くための資格取得、各種スキルの補
助、仕事探しの相談、その他生活における様々な
援助や相談窓口も行っています。 
【インターン内容】こちらで研修中の女子学生A
さんは、訪問者への案内業務を行っていました。 

【補足】Aさんの語学力はそこまで高くはなかっ
たのですが、この勤務先に関しては業務的にそれ
ほど高度な語学力は問われません。Aさんのよう
に語学力に少し不安を感じている方でも、プレイ

スしてもらえる機関があるため、安心して参加す
ることができます。 

【滞在方法】 

ホームステイ

英語レベル：中級 
B さんの場合

【 研 修 先 】 The Salvation Army Barbara 

Mitchell Family Resource Centre大学からバ
スで10分の距離にある地域支援センター（コミ
ュニティーセンター）です。
【施設紹介】こちらは家族や教育にフォーカスし

ており、デイケアセンターをはじめ遊具がおかれ
た広場やプールも併設されています。キッチンも
備わっており子どもと一緒にクッキーを焼くイ
ベントなども開催されています。また、新しくカ
ナダ人になった移民の方はもちろん、難民申請の

方への英語補助や就職支援、各種講座、地域住民
との交流イベントなどが日々行われています。ス
タッフは20人がフルタイムで勤務。インターン
生も常に2～3人が常駐しています。

【インターン内容】来訪者への施設案内はもちろ
ん、語学力が認められてイベントなどのサポート

も行っています。 

英語レベル：上級 
C さんの場合 

【研修先】Manitoba Museumは、ダウンタウ

ン北側の徒歩圏内にあるプラネタリウムを併設
する自然博物館です。
【施設紹介】マニトバ州の歴史、自然、生活、海
外との交流などをテーマにその展示品や情報量
に定評があります。

【インターン内容】Cさんは、施設のガイドとし
て研修しました。館内を訪れる幼稚園や小学生の
学校グループに対し、彼らの誘導や展示物を説明
するツアーガイドなどを行っています。勤務スケ

ジュールは火曜から金曜の週4日、9:45-15:45
までの6時間で休憩1時間。
【補足】博物館でのガイドは、専門知識や語彙を
必要とするため、研修中も勉強が欠かせないとの

ことです。しかしCさんの高い語学力やコミュニ
ケーション力、勉強に対するまじめな姿勢が認め
られ、この研修先が紹介されたそうです。

このプログラムに参加している先輩たちを訪ねてみました 

研修大学・ステイする都市・ホームステイについて 

このパンフレットに記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。予めご了承くださいませ。 
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Program Policies：https://www.uwinnipeg.ca/elp/program-policies/index.html

Program Application Fee（申請料）：$150 / Health Insurance Fee : ＄192.60/term 
Tuition deposit (授業料の一部) ：$2000/program  
※職場体験コースは 2 つのプログラムを受講する形になるため Tuition deposit は＄4000 になります。
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体調を万全に、お気をつけてご出発ください！ 

カナダ入国審査について、ホームステイのルールなど

オリエン動画をご案内

お金の持参方法、インターネット・スマホ環境、必需品、 

服装、トラブル対処法などのオリエン動画をご案内 

学校への出願、滞在先の申込み、送金手続きなどを 

代行します 

ワイルドローバーへのお申込み方法は、別紙の

サポートお申込フォーム＆重要確認事項参照のこと。

弊社のカウンセラーが Zoom やお電話にて 

無料にてご相談を承ります。 

ワイルドローバーの手続きサポート
カナダ留学経験者であるベテラン留学カウンセラーが担当
 カウンセラー歴 15 年以上かつカナダ留学経験者としての的確なサポートをご提供

 ご出発前から留学終了まで、担当カウンセラーが対応いたします

 カナダの各大学との長年の信頼関係と実績に絶対的な自信があります

安心してお手続きを進められます！ 
 煩雑な出願、滞在先手続きを代行します

 わかりにくい海外送金手続きは不要！日本円で弊社よりご請求いたします

 就学ビザ申請手続きを代行します（※）

(※) 就学ビザ申請手続きは、手続きの関係上日本国籍と韓国国籍の方のみご対応します 

リアルで新鮮な情報が手に入ります！
 現地で仕入れたリアルタイムな情報をもとに、最新のカナダ情報をお伝えします

 便利な弊社作成の「留学準備ガイド・ホームステイガイド」をお渡しします

 各種オリエンテーション動画でカナダでの留学生活に関して具体的にご案内します

時間を有意義に使えます！ 
 自分で行うと、全てのお手続や情報集めには非常に時間がかかりますが、

サポートを依頼することで、その時間を留学の準備に充てることができます

ワイルドローバーについて/お手続の流れ

    お手続きの流れ 

無料カウンセリング

関西大学へお申込

各種お手配

留学準備オリエンテーション

出発前オリエンテーション

ご出発

関西大学へ
お申込み

ワイルドローバーへ
お申込み

担当の清川（キヨカワ）はカナダ留学の 

経験があり、実体験に基づいたカウンセ 

リングは的確でわかりやすいと評判で

す。ワイルドローバーのスタッフは定期的にカナダ

の大学や学校視察を行い、現地の新鮮な情報もカウ

ンセリングに反映しています。カナダや留学に関す

る情報量は、業界でもトップクラス！留学手続きだ

けでなく、効果的な勉強方法や現地生活についての

アドバイスも行っていますのでお気軽にご相談く

ださい。

カウンセラー紹介

お客様の声 
カナダの人々は本当に優しく、
道に迷った時なども親切に案内して
もらえました。ハリファックスの街はとても自然豊
かで素敵な場所です。語学学校の先生は良い先生が
多くて授業も楽しく、イベントで遠足やヨガなどに
も参加しました。この留学で語学力はもちろん、自
分の意見を持つことや物事を柔軟にとらえられるな
ど、たくさん成長することができました。ワイルド
ローバーさんには不安やわからないことなど様々

関西大学 認定留学 推奨校 
セント・メアリーズ大学へ留学 S N さん

-創立 1999年、カナダを専門に積み重ねた信頼と実績-

-ご相談は完全予約制のため前日までにご予約を-

株式会社ワイルドローバー  

営業時間 月～金/10：00～17：00 土・日・祝休み 

Email  info@wildrover.co.jp 

URL    http://www.wildrover.co.jp 

所在地 〒530-0047大阪市北区西天満 4-15-18 プラザ梅新 1003 号 

・上記 QRコードからフォームへお入りください

・カウンセリングはお電話／Zoomからお選びください 

・カウンセリング時間は 1 回につき 15 分までになります

㈱ワイルドローバー 

無料カウンセリング 
お申し込みフォーム 
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カナダ推奨校
サポートお申込フォーム＆重要確認事項

【サポートお申込フォーム受付開始から締め切り - 関西大学認定留学出願手続き締切日まで】 

サポートお申込みフォーム
※お申込み前に、必ず下記の重要確認事項（裏面も含む）をお読みください

① サポートお申込フォーム（以下「申込フォーム」）を送信する前に、必ず下記と裏面の「重要確認事項」をよくお読みください。
② 申込フォームの送信により、株式会社ワイルドローバー約款、重要確認事項全てを確認、同意したものとみなします。
③ 右記 QR コードをスマートフォンで読み込み、申込フォーム内の指示に従い入力してください。
④ 申込フォームの入力にあたっては、15分～30分程度の時間がかかることが予想されます。

時間に余裕を持ってご入力ください。
⑤ 最後に「送信」ボタンを押すとお申込みが完了いたします。
⑥ 申込フォームを送信後、3 営業日が経っても担当の清川より「オンライン申込受領のご案内」メールが

届かない場合にはお手数ですが info@wildrover.co.jp 宛てにご連絡をお願い致します。
⑦ スマートフォンの機種によって、うまく入力できない可能性があります。その場合はパソコンの

インターネットブラウザーに URL(https://goo.gl/forms/opLAbuxgcaPsLfCm1)を入力し手続きを進めてください。

【注意事項】 
カナダでの就学期間中（弊社とのご契約期間中）に別紙約款第 15条に挙げる状況が発生し、弊社へ報告があった場合は、申込者のご家族へ報告の上、約款第 23 条に定める通り 
プログラムを中止し、日本へご帰国いただきます。

重要確認事項（手続き全般） 

登
録
の
お
願
い

Email ワイルドローバー・認定留学担当スタッフのメールアドレスをご登録ください。
弊社からは主に Email で連絡いたします。確実にメール受信頂けるよう必ずご登録ください。
清川（キヨカワ）： kiyokawa2@wildrover.co.jp

電話番号 ワイルドローバーの電話番号をご登録ください。
急を要する場合はお電話にてご連絡いたします。重要なご案内でございますので、発信者が弊社と分かるよう必ずご登録
ください。なお、弊社へのお問合せは上記担当者宛てに Email にてお願い申し上げます。
ワイルドローバーTEL（弊社からの発信専用）：06-4256-6015

費
用
に
つ
い
て

サポート費用
について サポート費用をご確認の上、申込フォーム内でご希望サポートをお選びください。

サポート費用は初回費用と合わせてご請求申し上げます。詳細は「留学費用のご請求について」欄をご確認ください。 
□ 留学サポートのみ（就学ビザ申請なし） ：￥49,500（税込）
□ 留学サポート + 就学ビザ申請手続き代行（※1）：￥69,300（税込）

★就学ビザが不要の方：留学期間が 6ヵ月（180日間まで）未満の方
カナダのビザ免除対象国（日本国籍または韓国国籍など※2）の方はパスポートと電子渡航認証 eTA のみで
最長 180日間までカナダ留学が可能です。
注意！！旅行する場合は自分で日数を計算しカナダ滞在期間が 180日以内におさまるようにしてください。

★就学ビザが必要な方：留学期間が 6か月（181日以上）以上の方
就学期間を延長する可能性がある方も就学ビザの申請が必要です。

※1：就学ビザ申請には個人識別情報登録（指紋及び顔写真の登録）が必要です。登録は東京/大阪のビザセンターに申
請者本人が行き登録しなければなりません。サポート費用には「就学ビザ申請料及び登録料($150+$85)」、「東京
/大阪までの旅費」は含まれません。手続きの関係上弊社の「就学ビザ申請手続き代行」は、日本国籍または韓国国
籍の方に限らせていただきます。 

※2：ビザ免除でのカナダ滞在期間（入国日から出国日まで）は 6カ月（180日）までになります。

→重要確認事項は裏面にも続きます

-WRサポート費用-  ※詳細は下記重要確認事項欄の「費用について」をご確認ください。

・留学サポートのみ（就学ビザ申請なし）  :  ￥49,500（税込）

・留学サポート + 就学ビザ申請手続き代行： ￥69,300（税込）

40

mailto:info@wildrover.co.jp


重要確認事項（手続き全般） 

費
用
に
つ
い
て

留学費用の 
ご請求につい
て 

【初回費用ご請求】留学先大学別にて各大学全申込者から弊社サポート申込フォームをお送り頂いた後にご案内します。 
初回費用については「初回請求費用」欄をご確認ください。弊社サポート費用も初回費用にてご請求 
申し上げます。 

初回費用ご請求書のご案内時期目安：関西大学認定留学出願締め切り日の 2 週間後あたり 
※お申込者様からのお申込フォームご提出状況により予定は変わります。

【2回目（費用残金）のご請求】2 回目のご請求はカナダの各大学から全申込者の出願受理確認後にご案内します。 
2 回目ご請求書のご案内時期目安：ご出発の 2~1.5カ月前頃 

※カナダ各大学での手続き状況により予定は変わります。

ご
確
認
く
だ
さ
い

ホームステイ
に関して
ご理解いただ
きたいこと

右記全てをご
理解いただき
ご了承の上 
お申込みくだ
さい 

ホームステイは各推奨大学手配又はカナダの大学提携ホームステイ手配会社による手配です。学生寮や他の滞在方法など
に比べてホームステイは格安で宿泊ができる滞在形態になり、お部屋を提供してくれるホストファミリーの協力無しには
成り立ちません。ホームステイは一般家庭での滞在になり、各家庭のルールをお守り頂く必要がございます。また、ご希
望に沿えない場合も勿論ございます。ホストファミリーが提供するのは「お部屋（個室）と食事（食材）」のみとご理解
ください。会話の相手やどこかに遊びに連れて行くなどの義務はございません。これらはホストファミリーのご好意によ
るものになりますので「遊びに連れて行ってくれない」や「会話してくれない」という理由での変更は極めて難しいこと
をご理解ください。今のホームステイは「格安で泊まれる宿泊先」とお考えください。
特に以下のようなご要望やご変更は一切お受けできませんので予めご理解とご了承をお願い申し上げます。

人種、宗教、職業、家族構成（独身、シングルマザー、年頃の異性の家族がいる、同性カップルなど）、年齢（年配
の方もいます）、これらを理由とした変更やリクエストは差別問題になる為一切お受けできません。

ロケーション（通学時間）は、持病などの問題がない限りリクエストはお受けできません。
複数の留学生（他の日本人留学生や、関西大学の他の留学生、異性）を受入れている家庭（留学生用の複数の個室を
提供してくれている家庭）になることもあり、これを理由とした変更はお受けできません。ホストファミリー数に限
りがあるため、国籍や同じ大学からの参加者同士が同じホームステイ先に手配されることはやむを得ない事情である
ことをご理解ください。

※カナダはペットを飼っている家庭が多いため、アレルギー等がある場合を除いてご希望に添えない場合がございます。
※サポートが必要なご持病をお持ちの方の場合、ホームステイの受け入れが難しい場合があります。必ず事前にご相談ください。

重要確認事項（大学別）
ゲ
ル
フ
大
学

出願必要書類 
について 

ゲルフ大学は出願時に下記書類の提出が必要になります。スマートフォンで撮影していただいた画像を Email 添付で弊社
担当者（清川）宛てお送り頂きます。詳細はゲルフ大学に確定した方へ初回費用ご案内時に併せてご案内申し上げます。 

■ 証明写真：カラー画像 1 枚  ■ 英文成績証（関西大学発行） 1 通
※ホームステイ手配には COVID-19ワクチン 2回接種完了が必須となります。

初
回
請
求
費
用

※
全
て
カ
ナ
ダ
ド
で
す

カルガリー
大学

・お申込金：＄200  / ・ホームステイ手配料：＄275
・申込プログラム/コース毎の保証金（前受金）：13 週間プログラム 1 タームにつき＄500
・ホームステイ保証金（前受金）：各$275（プログラム毎、休講期間毎に必要）
[カルガリー大学ホームステイお申込み時の費用に関する注意事項]
ホームステイはプログラム毎に「お申込みとホームステイ保証金の支払い」が必要です。
保証金は全額宿泊費に充当されます。宿泊期間はプログラム開始日直前土曜日から終了日翌日の土曜日までです。

ウィニペグ
大学

・お申込金：＄150 / ・ホームステイ手配料：＄480 
・申込プログラム毎の保証金（前受金）：英語プログラムのみ＄2000 / 英語プログラム+職場体験プログラム＄4000

ゲルフ大学 ・お申込金：＄150 / ・申込ターム毎の保証金（前受金）：1 タームにつき＄1000 

セント・
メアリーズ
大学

・お申込金：＄100 / ・ホームステイ手配料（到着時空港出迎え料含む）：＄300 

・申込時の保証金（前受金）：＄500
※ホームステイの数に限りがあるため、SMU学生寮（相部屋、自炊）になる可能性があります。
学生寮になるかはセント・メアリーズ大学（SMU）出願後に分かりますので、学生寮になる可能性をご理解いただき、
ご了承を頂いた方のみお申込みください。
※ホームステイ手配には COVID-19ワクチン 2回接種完了が必須となります。

カ
ナ
ダ
４
大
学
共
通

各大学への 
出願後の 
キャンセル
について

各大学いずれも出願後のキャンセルにはいかなる理由においてもキャンセル料が発生します。 

キャンセル料につきましては、別紙の弊社約款および各大学の返金ポリシーをご確認ください。

出願後キャンセルした場合、初回費用及び弊社サポート料は返金されませんのでご留意ください。

費用は予告なしに改定される場合があります。
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株式会社ワイルドローバー約款 

関西大学認定留学推奨校へのお申込み 
第１条（適用範囲） 

株式会社ワイルドローバー（以下、「当社」といいます）がお客様（当社が申込を承諾した申込希望者のことを指し、以下

「申込者」といいます）との間で締結する各種留学手続きの代行に関する契約（以下「手続代行契約」といいます。）は、

この約款（以下「本約款」といいます）の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令又は一般

に確立された慣習によります。手続代行契約とは申込者に代わって教育機関、現地提携オフィス、各種手配会社、滞

在先、研修先、インターンシップ先、ボランティア先等プログラムに関わる機関・企業・施設等（以下「現地機関」といい

ます）との手続きを代行するものであり、常に申込者は現地機関と直接契約を締結するものとします。当社が法令に反

しない範囲で書面により、申込者との間で個別の特約を結んだ場合はその特約が本約款に優先します。 

第２条（契約の申込と成立） 

1）関西大学認定留学推奨校の手続代行契約の申込と成立は、申込者が本約款に基づき当社所定のオンライン申込フ

ォームを送信し弊社が受領した時に契約が成立するものとし、契約が成立した日のことを契約日といいます。 

第３条（申込条件） 

１）契約成立後、手続きを開始しますが、開始後、現地機関が定員に達している、受付を終了している等の事由が発覚

した場合、当社は速やかにこの事由を申込者に伝え、代替案を紹介します。 

２）契約成立後、現地へ出発するまでの間は、申込者による現地機関への連絡は原則として当社を通すものとします。

また、いかなる理由においても、当社と現地機関との業務上のやり取りを申込者に開示することはありません。 

３）当社および現地機関は現地滞在中に申込者が疫病・傷害・その他の事由により、医師の診断または治療を必要と判

断した場合、必要と思われる措置を取る場合があります。これにかかる一切の責任と費用は全て申込者に帰属します。 

第４条（拒否事由） 

当社は、申込者より本約款に基づく手続代行契約の申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認めら

れる場合は、申込を拒否する場合があります。  

１）申込者が未成年者の場合、手続代行契約申込について法定代理人（保護者など）の同意がないとき。

２）申込者の語学力等がプログラム参加に不足している、プログラム参加に必要なビザが発給されない可能性が高い

など、プログラム参加に適した条件が備わっていないと当社が認めた場合。 

３）留学、研修、生活など現地における活動実施の可能性が低いことが明らかな場合。

４）申込者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が留学プログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。

５）申込者の申込書記載内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。

６）申込者、または申込者の関係者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(１９９２年３月１日施行)によ

る指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)、またはその関係者、その他反社会勢力で 

あるとき。 

７）申込者が当社、現地機関に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える

負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。 

8）その他、当社が不適当と認めたとき。

当社の責めによらない事由により、前項各号のいずれか１つにも該当する事項が契約成立後に判明した場合、当社は

本約款第１５条に基づき手続代行契約を解約することができます。この場合、申込者は当社に対し本約款に規定の当

社の解約手数料および現地機関の解約手数料を負担するものとします。これに必要な振込・送金にかかる手数料等は

申込者の負担とします。また、当社の責めによらない事由により、前項各号のいずれか１つにも該当する事項が契約成

立後に判明したことにより、申込のプログラムが変更となった場合、申込者は当社に対し本約款に規定の当社の変更

手数料および現地機関の変更手数料を負担するものとします。これに必要な振込・送金にかかる手数料等は申込者の

負担とします。  

第５条（サービスの内容） 

当社のサービスは、申込者の学術的関心、現在までの学業成績や英語力、留学期間および予算等の諸条件を基に、

カウンセラーが個別にカウンセリングを行うこと、申込者の希望するプログラムに対する手続代行をすること、渡航にあ

たっての情報提供をすることです。当社および現地機関は申込者の希望するプログラムへの合格、課程修了、内定、

就職等を請負うものではありません。その他留学中あるいは留学修了後の申込者に対し何らの保証をするものでもあり

ません。なお、サービスの内容は事前に告知することなく、変更されることがあります。 

第６条 （カウンセリングサービス） 

申込者はカウンセラーと相談し、申込者の意思によりプログラムを選定し、手続代行契約を締結するものとします。 

第７条（出発前サービス） 

「出発前サービス」とは、申込者が現地に出発する前に当社が提供するサービスで申込者の選択されたプログラムによ

って、内容が異なる場合があります。 

１）入学手続きの代行 

現地機関への申込手続きを代行します。

２）滞在先手続きの代行 

現地機関が指定した滞在先(主にホームステイ)への申込手続きを代行します。但し、申込者が当該手続きを希望しな

いときや現地機関に滞在施設がない場合、当該手続きの代行は行いません。現地機関により、学校開始日の前日まで

滞在施設の住所等がわからないこともあります。ホームステイでは、ひとつの家庭に性別を問わず、日本人を含む複数

の留学生が滞在する場合もあり、ステイ先が変更になる場合もあります。ホストファミリーに関して、人種、性別、宗教、

職業、経済状況、家族構成（シングルペアレントや単身世帯の場合もあります）、ロケーション（通学時間）など、申込者

は当社および現地機関に対してリクエストはできないものとします。また、滞在先が申込者のイメージ、希望と異なる場

合も変更はできないものとします。なお、入居後、現地機関により変更が可能な場合は変更に応じます。その際の変更

手数料は申込者の負担とします。ホストファミリーに関して、プライバシー保護の為、記載されている以上の情報は提供

できないものとします。 

３）空港出迎え手続きの代行 

現地空港出迎えの申込手続きを代行します。現地機関が指定した出迎えの者が到着予定時刻に合わせて到着ゲート

にて待機、又は現地機関が指定した送迎会社（事前に当社が送迎車の予約代行を行います）の現地空港内受付デスク

にて対応します。空港から滞在先へ移動する際、複数の留学生と乗り合いになる場合もあります。空港出迎え料は別

途料金となります。なお、到着日の天候・交通事情・フライト遅延など、当社および現地機関の責によらない事由により、

申込者と出迎えの者が現地空港で会えなかった場合、当社からの空港出迎え料の返金はありません。またこの場合、

滞在先までの交通費などは申込者に帰属し、当社はこれらの責任を負わないものとします。ただし、現地機関の過失に

より、申込者と出迎えの者が現地空港で出会えず、申込者が独自に滞在先へ向かった場合、当社は現地機関へ空港

出迎え料の返金を要請します。当社および現地機関は返金以外の責任は一切負わないものとします。 

４）航空券購入のアドバイス 

申込者の入国のタイミングや適切な航空券の種類についてアドバイスします。航空券の購入は申込者が各自行うもの

とします。 

５）現地機関指定医療保険の申込 

現地機関では指定医療保険の加入を義務付けている場合があります。日本から医療保険を含む海外旅行保険に加入

の場合でも、現地機関指定医療保険の加入は必須で、保険料は別途料金となります。 

６）ビザ申請代行 

申込者がカナダ渡航に際し、必要なビザ（就学ビザ又はワーキングホリデービザ）がある場合、原則として、就学ビザは

日本国籍と韓国籍の場合のみ、ワーキングホリデービザは日本国籍の場合に限り、ビザ申請手続きを代行します。ビ

ザ申請料、個人識別情報登録料、ビザ申請代行料は別途料金となります。なお、当該サービスは申込者のビザ取得

を保証するものではありません。 

７）現地機関への支払い代行 

現地機関へ料金の支払い手続きを代行します。関西大学認定留学推奨校の場合は、海外送金手数料（\6,500/回）は

免除になります。ただし、申込者が支払い期日を守らず、支払いが遅れる場合は申込者の負担とします。また利用する

滞在先の条件により滞在費が異なる場合は、当社でその費用を概算請求することもあります。 

８）オリエンテーションの実施 

出発前に合同オリエンテーションを実施します。荷物の準備、持参書類、入国時の注意事項などについて最終確認を

行います。オリエンテーション会場までの交通費は、申込者の負担とします。契約の成立後に案内される「留学準備ガ

イド/ホームステイガイド」、カウンセリングを通じて、留学の心構えや勉強方法、生活に必要な各種情報（お金の管理・

治安状況・生活習慣など）を紹介します。 

第８条（出発後現地サポートサービス） 

１）「現地サポートサービス」とは、バンクーバー市内のみ対象の当社提携現地サポート会社で提供される有料サービス

です。希望者には所定の料金にて同サービスの申込手続きを代行します。 

２）現地サポートサービスは、申込者の選択されたプログラムによって、あらかじめ含まれている場合や、内容が異なる

場合があります。 

３）現地サポートサービスは、定められた期間・回数（第１４条に定める申込者の都合によるプログラムの中断等による

場合を除く）に限り受けることができます。但し、当社の定める方法により申込者が申し出た場合において、やむを得な

い事由があると当社が認めた場合にはこの限りではありません。 

４）現地サポートサービスの内容は、事前に告知することなく、変更されることがあります。

第９条（サポート費用） 

■関西大学認定留学推奨校手続き

留学サポートのみ \45,000（+税） ※１

留学サポート+就学ビザ申請代行 \63,000（+税） ※２

海外送金手数料 免除 ※４

サポート費用は契約成立後いかなる場合でも返金されません。

※１）推奨校への入学手続き（学部進学は含まれない）、申込みプログラム終了までのカウンセリング、出発

前の各種合同オリエンテーションを含みます。 

※２）就学ビザ申請代行はカナダのビザ免除プログラム対象国である日本国籍と韓国国籍の方に限ります。

サポート費用には「ビザ申請料及び個人識別情報登録料($150+$85)」、東京への旅費（個人識別

情報の登録は東京にあるビザセンターへ申請者本人が行き、指紋と階写真を登録します）は含ま

れません。 

※４）関西大学認定留学推奨校をお申込みの場合は、推奨校別全申込者の費用をまとめて一度に送金する

ため、海外送金手数料は免除になります。ただし、申込者が留学費用を期日までに当社に支払わず、これに

より該当の申込者の費用のみ遅れて個別で送金する場合、別途送金手数料￥6,500/回を該当の申込者へ

申し受けます。 

第１０条（請求額の支払方法） 

１）請求額とは当社発行の請求書に記載される費用総額のことであり、支払いは必ず当社が別途指定する期日までに、

当社指定の口座に振込あるいは当社指定の方法で支払うものとします。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は

申込者の負担とします。 

２）当社指定の期日までに請求額をお支払い頂けない場合、当社は、手続を停止することもあり、希望出発時期までに

手続が完了できなくなる場合があります。 

３）現地機関の都合、各種交通機関の都合等、当社の責によらない事由により現地機関の費用が変更された場合、当

社の指示する方法で差額を支払う必要があります。但し、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担としま

す。 

第１１条（為替変動） 

請求額ならびにその他の諸費用を当社が代行して海外へ支払うにあたり、当社所定の為替レートにて決済を行うことと

します。請求額は、請求書発行日の当社所定為替レート（請求書発行日の三菱 UFJ 銀行 TTS＋\3.5）を適用し、日本円

にて請求するものとします（請求書発行日が土・日曜日の場合は前の金曜日の三菱 UFJ 銀行 TTS＋\3.5 を所定為替レ

ートとする。）。申込者は当社の指示に従い請求された費用を支払うものとします。なお、請求書発行後、為替変動によ

る損益が生じた場合、当社より申込者に差額の返金・追加徴収は一切行わないこととします。申込者より当社への振込

が指定の期日を過ぎた場合、一旦振込費用を受領しますが、申込者への請求時と為替変動が生じた場合、差額を再

請求する場合があります。又、契約成立後の解約において、現地機関などから返金がある場合、返金される費用受領

後に当社がカナダドルから日本円に換算するときの所定レート（換算日の三菱 UFJ 銀行 TTB－\1.0）にて決済を行うも

のとします。なお、返金にかかる諸費用は申込者の負担とします。 

第１２条（申込者の申し出による契約の変更） 

１）プログラムの一部変更（同一校、同一プログラム内、同一申込期間での変更） 

契約成立後の申込者の事由による、プログラムの開始日、滞在形態、現地サポート、空港出迎え等の各種変更につい

ては、本人、もしくは本人の指定する代理人による書面（又はメール）での通知を必要とします。その際、変更が可能な

場合、本条で定める所定の当社変更手数料および学校などの現地機関が定める変更手数料を必要とします。振込手

数料等は申込者の負担とします。 

変更時期 当社変更手数料 現地機関変更手数料 

契約成立日前まで なし なし 

契約成立日以降出発の 30 日前まで 5,000 円（+税） 現地機関変更規約に基きます 

契約成立日以降出発の 3 営業日前まで 8,000 円（+税） 現地機関変更規約に基きます 

出発日の 2 営業日前以降 解約として取り扱うものと

し、本約款に定める解約

手数料を別途当社に支

払うものとします。 

現地機関変更規約に基きます 

２）プログラム内容自体の変更（学校の変更、プログラムの変更、申込期間の短縮） 

契約成立日以降、プログラム内容自体を変更する場合は解約として取り扱うものとし、本約款に定める解約手数料を別

途当社に支払うものとします。 

第１３条（申込者による出発前の契約の解約） 

１）申込者は、当社所定の書面又は E メールにて当社に申出ることにより、いつでも手続代行契約を解約することができ

ます。 

２）申込者は、１）の規定に基づき手続代行契約を解約した場合、当社および現地機関に請求額の支払いを完了してい

る、いないにかかわらず、本約款で規定する当社の解約手数料と現地機関の解約手数料を当社に支払うものとします。

なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。 

３）当社は、申込者から請求額として受領した金員がある場合、現地機関への解約手数料の支払い等に充当します。

４）当社は、解約に伴い発生した当社の解約手数料および現地機関の解約手数料を差し引いてもなお申込者に対し返

還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続を行います。但し、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の

負担とします。 

第１４条 （申込者による出発後の契約の解約） 

申込者の都合による中途退学、中途帰国等の事由により、申込者がプログラムの実施を中断した場合、当社は、申込

者より受領した請求額を申込者に返金することはありません。但し、請求額については、現地機関から当社に対し返金

があった場合、中断に伴い発生した当社の解約手数料および現地機関の解約手数料を差し引いてもなお、申込者に対

し返還すべき金員がある場合は、速やかに返金の手続を行います。但し、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込

者の負担とします。 

第１５条（当社による契約の解約） 

１）申込者に次に定める事由が一つでも生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づく手続代行契約を解約することが

できます。 

①申込者が当社指定の期日までに必要な書類を提出しないとき。

②申込者が当社指定の期日までに必要な金員の支払いをしないとき。

③申込者が当社に届け出た申込者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。

④申込者が本約款に違反したとき。

⑤申込者が手続代行契約を維持しがたい不信行為を行ったとき。

⑥申込者が病気、介助者の不在等の事由により、プログラムの継続に耐えられないとき。

⑦手続代行契約成立後において、本約款第４条に定める事由のうち一つにでも該当するとき。

⑧申込者が、日本国内外を問わず、破産、民事再生、私的整理又はこれに類する破産手続の申立をし、又はその申立

を受けたとき。 

⑨申込者が死亡、申込者が所在不明、または当社からの連絡に対し、返信期限を過ぎ 2 週間以上にわたり

連絡不能となったとき。 

⑩申込者が現地校より退学処分や重大な警告処分を受けたとき。 

⑪申込者の心身の健康状態が著しく悪化し、留学の継続が不可能と当社、現地オフィス、現地校あるいは

ホームステイ先（以下、「当社及び現地機関」）が判断したとき。

⑫申込者の迷惑行為（不登校、遅刻、ひきこもり、自傷行為、授業妨害、暴行、暴言、恫喝、脅迫、強要、虚

言等）により円滑な留学継続が不可能であると当社及び現地機関が判断したとき。 

⑬申込者及び保護者から当社及び現地機関へ、妨害、暴行、暴言、虚言、恫喝、脅迫、強要、等の迷惑行

為があるとき。 

⑭その他やむを得ない事由があると当社が判断したときや、当社の業務上の都合があるとき。
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２）前項に基づき、当社が本約款に基づく手続代行契約を解約した場合、プログラム費用、留学費用、サポート費用、そ

の他の諸費用、変更手数料等、申込者が当社に対して本約款に基づき支払い済みの費用を申込者に対して一切返金

しません。また、当社および現地機関に請求額の支払いを完了している、いないにかかわらず、申込者は当社に対し、

本約款の規定に基づく当社の解約手数料、現地機関の解約手数料および解約によって生じた損失を負担するものとし

ます。なお、振込・送金手続きにかかる手数料等は申込者の負担とします。 

解約手数料一覧（本約款第１３，１４，１５条関係） 

解約時期 当社解約手数料 現地機関解約手数料 

契約成立日前 なし なし 

契約成立日以降出発日の 60 日前まで 10,000 円（+税） 現地機関解約規約に基づきます 

契約成立日以降出発日の 30 日前まで 20,000 円（+税） 現地機関解約規約に基づきます 

契約成立日以降出発日の 3 営業日前

以降 

35,000 円（+税） 現地機関解約規約に基づきます 

■注意事項 

いかなる場合でもサポート費用は返金されません。

※１ 請求額、解約手数料は、申込者の各種サービスの利用回数、利用内容、利用状況等により減額又は増額

されるものではありません。 

※２ 申込者の都合により各種サービスを利用しなかった場合、又は利用回数が少なかった場合でも、請求額、

解約手数料は減額または免除されるものではありません。 

※３ 解約手数料は、当社および現地機関に請求額の支払いを完了している、いないにかかわらず、上記に定め

るとおり手続の進捗に応じて発生します。 

※４ 現地機関の解約手数料を現地機関に当社が代行して支払う際、本約款第１１条の規定に基づき当社所定

の為替レートを採用します。 

※５ 本約款第１８条に定める事由によりプログラムが変更または解約となった場合にも所定の解約手数料が発

生します。 

第１６条（日本の大学提携プログラムについて） 

日本の大学と当社が契約をして提供する留学サポートを申込の場合は、その契約内容に準じて申込方法、申込金が異

なります。また、下記サポートが別途付帯されることがあります。 

・航空券手配（提携先：株式会社アーク・スリー・インターナショナル） 

航空券手配は提携先により提供されるものであり、当社が提供する商品、サービスではありません。また希望者のみ直

接提携先へ問合せするものとします。 

第１７条（当社の責任範囲） 

１）現地機関が留学、インターンシップ、ワーキングホリデー等によりカナダで留学、研修、生活をする人々のために企

画・運営・提供するプログラムは、現地機関独自のものであり、当社が自らのサービスとして提供をするものではありま

せん。当社は、本約款に基づき手続代行契約で定められた各種手続の代行、カウンセリング、オリエンテーション等を

提供するのみであり、現地機関が提供するプログラム、サービスの内容等を保証するものではありません。 

２）当社は、本約款に基づいて、申込者の希望する現地機関に対する各種手続の代行、カウンセリング、オリエンテー

ション等のサービスを提供するのみであり、現地機関への入学、課程の修了、就職等を請け負うものではなく、その他

プログラム、サービスの内容等を保証するものではありません。 

３）当社は、本約款に基づいて、申込者の希望する滞在先（ホームステイ、学生寮等）に対する手続代行を提供するの

みであり、滞在先の質、内容等を保証するものではありません。 

４）当社は、本約款に基づいて、ビザ申請の手続代行を提供するのみであり、ビザ発給を保証するものではありません。

ビザ発給の可否についてはカナダ移民局の判断によるものであり、当社は何ら責任を負いません。 

５）当社は、申込者と現地機関との間で申込者に生じたトラブル、損害などに対し何ら責任を負いません。

第１８条（免責事項） 

１）当社は、以下の事由によるプログラムの変更、解約または不能により申込者に生じた損害などに対し何ら責任を負

いません。また、申込金、請求額、変更/解約手数料等、申込者が既に当社に支払った費用についても一切返金しませ

ん。なお、以下の事由によりプログラムが変更または解約となった場合においても本約款所定の変更/解約手数料が

発生します。 

①申込者の主観的事由により、申込者が希望する留学先、研修先、滞在先等、現地機関の条件・内容が申込者に適合

しない場合。 

②当社の責めに帰さない現地機関の都合・判断により、申込者の留学先、研修先、宿泊滞在先、授業内容、研修内容、

宿泊滞在内容、ボランティア内容、インターンシップ内容、請求額、その他プログラムの日程、内容が変更され、または

不能となった場合。 

③天災、地変、戦争、暴動、テロ、ハイジャック、ストライキ、事故、運輸機関の遅延、パンデミック、その他当社の管

理できない事由により、プログラムの内容が変更、または不能となった場合。 

④大使館、移民局等の都合、法改正等、当社の責めに帰さない事由により、プログラムの内容が変更され、または不

能となった場合。 

⑤当社が管理できない申込者の都合または大使館、移民局等の都合でパスポート、ビザが発給されない場合、発給が

遅延した場合、または現地で入国拒否された場合。 

⑥当社が管理できない現地機関の都合・判断により申込者の受入れを拒否若しくは延期されたことによりプログラムが

変更され、又は不能となった場合。 

⑦当社が管理できない現地機関または大使館・移民局等公的機関の責めに帰すべき事由によりプログラムが変更さ

れ、または不能となった場合。 

⑧現地機関の入学・参加許可基準に、申込者の成績が達さず申込者へのプログラム参加が変更され、または不能とな

った場合。 

⑨現地機関が提供する空港出迎えサービス、イベント、アクティビティーなどの参加で生じた紛争・事故・損害、または

病気等。 

２）当社および現地機関は、申込者の特定の行動に対して指示又は指導を行うものではなく、申込者は、個人の責任に

おいて行動するものとします。申込者個人の行動により生じた以下に例示するような事項は、申込者個人の責任と負担

で解決するものとし、当社は何ら責任を負いません。 

① 申込者が日本国または現地の法令に違反し、又はそれに準ずる行為を行なったことにより生じた刑事事件等。

② 申込者が現地における危機管理、安全、健康その他の配慮を欠いたことにより生じた、紛争・事故・損害、または病

気等。 

③ 申込者と他の留学生、その他第三者との間で生じた紛争・事故・損害。

④ 申込者と現地機関との間で生じた紛争・事故・損害。

⑤ その他申込者個人の行動により生じた紛争・事故・損害。

⑥ 特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責において加入手続を行うものとします。

第１９条 （損害の負担） 

当社は、当社の責によらない事由により申込者が何らかの損害を受けた場合、その責任を負いません。 

第２０条（授業内容等の変更） 

当社では、留学先学校等、現地機関から当社に送られてきた最新資料に基づきプログラムを紹介しますが、現地機関

の事情による授業内容、研修内容、滞在先の変更、その他プログラム内容に関する変更について責任を負いません。 

第２１条（個人情報の取扱い） 

申込者の個人情報は、当社の個人情報保護方針（当社ホームページ掲載）に基づき、以下のとおり取り扱います。 

①申込者が当社の手続代行契約を申込む際、氏名、住所・電話番号・メールアドレス等の連絡先、性別、生年月日、出

生地、国籍、婚姻歴・学歴・職歴などを通知するものとします。これら申込者の個人情報は、現地機関への手続代行、

申込者への連絡、当社での顧客層の分析及び各種ご案内・情報提供等を申込者に案内する目的の利用に限定し、他

の目的には一切利用しません。 

②申込者が当社に提供される個人情報の事項については、申込者の任意で決定してください。 但し、必要事項の提供

がない場合、利用できないサービスや、各種手続ができない場合があります。 

③当社は、申込者の個人情報を、現地機関への手続代行、航空券の手配、保険の加入、ビザ申請、キャリアカウンセリ

ング、職業紹介、就職支援・紹介等を行うために、航空会社、保険会社、銀行、旅行社、ホールセラー、現地機関、現地

政府機関、就職支援会社、職業紹介事業者、各通信・宅配事業者、国内緊急連絡先に記載されている方へ提供する場

合があります。 

④当社は、申込者へ案内等を連絡する際、メール配信及び、ダイレクトメール代行業者等に申込者の個人情報を預託

する場合があります。 

⑤申込者は、いつでも申込者本人の個人情報を開示するよう求めることができます。開示の結果、当該個人情報に誤

りがある場合、申込者は当該個人情報の訂正、または利用の中止を要求することができます。なお、開示の際、送料等

の実費は申込者の負担とします。 

⑥開示、訂正、または利用の中止を要求される場合、次のお客様窓口まで、お電話、又はメールでご連絡ください。

個人情報に関する問合せ窓口： 

〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 4-15-18 プラザ梅新 1003 号 

株式会社 ワイルドローバー info@wildrover.co.jp 

第２２条（一般義務） 

申込者は、次の各号を遵守し、当社の円滑な運営に協力するものとします。 

① 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。

② 当社、現地機関等が定める各種規則に従って行動すること。

③ 当社、現地機関のみならず、現地の人々に対しても現地の文化を充分理解し、常識をわきまえて行動すること。

第２３条（申込者の責任および強制帰国） 

第 15 条に基づき当社から解約する場合、申込者は残る留学プログラムを放棄したものとみなされると共に、

当社は申込者の強制帰国を指示する権利を有します。申込者は当社より強制帰国を指示された日より起

算し 1 週間以内に帰国するものとします。その際、申込者の家族又は任意の代理人（以下付添人）が現地

へ渡航し申込者は付添人と共に帰国するものとします。なお、付添人の渡航費用は申込者の負担となりま

す。これによる留学費用などの一切の費用の返金はありません。また、当社及び現地機関が損害を受けた

場合は、当社及び現地機関は申込者に損害賠償を請求します。 

第２４条（準拠法） 

本約款および手続代行契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 

第２５条（裁判管轄） 

本約款及び手続代行契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を、第一審の専属管轄裁判所とします。 

第２６条（約款の変更） 

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。 

第２７条（連絡方法） 

本約款の変更、その他当社の重要事項の変更については、当社の関西大学認定留学推奨校用オンラインお申込フォ

ームに表示して、連絡させて頂きます。  

第２８条（発効期日） 

本約款の内容は、2021 年 10 月 1 日以降に申込まれる関西大学認定留学推奨校手続代行契約に適用されます。 

2021 年 10 月 1 日 改定 
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留学先名             漢陽大学（大韓民国） 

ソウルの東部に位置する韓国内でも上位ランクの総合大学
カンナムエリア・ホンデエリア両方に地下鉄で 30 分以内でアクセス可能なソウル中心地
に位置する大学。特に工学・医学・法学・経営学が有名。ドラマ撮影に使用されるほど美
しいキャンパスの周辺は、ゆったり落ち着いた住宅街。最寄り駅がキャンパス内に直結し
ているため観光スポットなどへの移動も便利。韓国語の授業では「読む・書く・話す・聞
く」を実践的に使用できるようバランスよく授業が行われており、韓国語教育課程の満足
度は高い。また大学独自の 1：1 メンタリング制度，TOPIK 講座など授業外の特別課程が
充実している。ソウル中心地にあり有名な大学だが、比較的日本人が少ないのも魅力の一
つといえる。

受講コース 
HANYANG INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION 
URL: https://iie.hanyang.ac.kr/?passedIntro=true&lang=jpn 

入学日と 
受講期間(ターム) 2023 年度秋学期のみ：9/4-2023/11/16(10 週間) ＋ 12/4-2024/2/14(10 週間) 

1週間の授業時間 週 20 時間 空港出迎え あり 

滞在方法 ワンルーム 現地の日本語対応 あり

この学校の 
おススメポイント 

・TOPIK 講座や韓国語の発音クラスなど、授業外の特別課程が充実(要・別途費用）
・メンタリング制度（希望する場合は個人で予約）を利用すれば、漢陽大学生と交流できる
・滞在方法は、通学圏内のフルオプションのワンルーム
・地下鉄で 30 分のところに留学サポート会社の現地オフィスあり
・サポート会社より SIM カードの無料提供あり（1 ヶ月間 40 分までの通話＋データ無制限）

概算費用 

2023年度秋学期のみ：20週間 \1,260,000- 
※同留学プランは、日本円建てのパッケージプランのため、為替レートによる費用の変動は発生しません。

【上記費用に含まれるもの】 
語学堂登録費,授業費,学校申請サポート,留学前ご
相談サポート,ビザ申請案内サポート,滞在先探し/手
配及び同行案内,滞在費(留学期間中の家賃/管理
費込み),空港ピックアップ(空港→滞在地までの交通
費込み),登校同行案内サポート,大型家具家電セッ
ト(TV/ベッド/冷暖房/冷蔵庫/IH コンロ or ガスコンロ
/電子レンジ/炊飯器/洗濯機/Wi-Fi),布団セット(ベ
ッドパッド/枕/掛け布団),韓国生活スタートサポート
(外国人登録証/銀行口座開設/携帯電話契約時の
同行通訳),韓国留学保険加入サポート(保険代込
み),韓国留学生活カウンセリング,携帯電話用 SIM カ
ード

【上記費用に含まれないもの】  
渡航費用, お小遣い, プラン費用海外送金手数料,必
要書類発行料,必要書類郵送料,教科書代,外国人登
録申請費用,ワンルーム入居時清掃費,光熱費,左記に
記載されないワンルーム内の備品,留学期間中の交通費 

認定留学在籍料 10 万円(各学期),海外旅行包括保 
険,学生ビザ申請料 

注意事項 

●上記の概算費用の支払い時期は、国際部およびサポート会社への出願後すぐを予定しています。
●滞在先ワンルームの指定はできませんが、通学時間や現地事情を考慮のうえ手配します。
●留学先や留学時期によっては、学校から各サポートを代行提供される場合もございます。
●開講前にオンラインあるいはオフラインでレベルテストを受験していただきます。
●日本出発日はコース開始の約１週間を予定しています。
●授業外の特別課程はご自身での申請となります(一部有料課程もございます。)
●学校側の事情により不定期で登録金または授業料が改定される場合がございます。その場合は、追加で

徴収させていただきます。
●お使い頂いた光熱費(ガス/電気/水道)は入居者様のご負担となっておりますが、お支払方法等について

ご案内させて頂いております。留学期間中の光熱費はライフスタイルにもよりますが、日本円で約
3,000～8,000 円を目安としています

●日本から訪韓する家族や知人、現地の友人等が訪問し滞在を要する場合、予め連絡のうえ身分確認書を
提出する必要があります。長期間の滞在は禁止であり、最大 10 日間まで滞在可能。

●ビザ申請のサポートさせていただいておりますが、申請自体はご自身で大使館あるいは領事館に訪
問していただく必要がございます。

取扱留学サポート
会社(情報提供含) 

株式会社 SEKC 韓国留学 
URL: http://www.sekckorea.com/jp/ 
Email：ryugaku-support@sekckorea.com ※2023 年 2月 27日現在
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漢陽大学国際教育院・返金規定

1. 納付した願書受付料はビザ業務手続き、海外郵便発送などにかかる費用なので払い戻しされません。

2. 次の場合、納付した学費の払い戻しを要求することができます。

① ビザ発行の拒否、在留期間延長の不許などの理由に入学ができなかったり、学業を継続することが不可能な場合

② 本教育院の入学を放棄したり、学期中に退学の意思を明らかにした場合

③ 本人の死亡、拘束などの理由に入学を放棄、退学の意思を明らかにしてないが、継続的に学業を続けることが不可能と判断

された場合

④ 国際教育院の学事管理運営の内規による懲戒処分を受けて除籍された場合

⑤ その他受講生の不可避な事情などにより、本教育院で学業を継続することが不可能だと判断された場合

3. 開講日による払い戻し金額の案内

① ビザ発行の拒否又は開講前に登録の撤回又は取り消しした場合は、全額払い戻し

② 開講した後に、学費の払い戻しを要求した場合、

払い戻しを要求した月の翌月以降の学費全額と下記の各項目により算定された当月の学費が払い戻しされます。

※ 払い戻しを要求した当月の授業時間は該当する月の総授業時間を基準に算定され、

学費は学費全体から実際受けた授業日数を割って算出する。

返金時期 返金額 

開講前 学費の全額 

要求する月の総授業時間が1/3 を過ぎる前に取り消し 学費の2/3 

要求する月の総授業時間が1/2 を過ぎる前に取り消し 学費の1/2 

要求する月の総授業時間が1/2 を過ぎた後に取り消し 返金不可

③ 開講後、文化授業を行った以降学費の払い戻しを要求した場合、

学生の文化授業の参加有無の関係なしに3 つの項目を基準によって算出された払い戻しの金額から

追加で100,000 ウォンを差し引いた後に返金します。
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韓国留学

プランお申込書＋重要確認事項 

～留学プランお申込の流れ～

※お申込み時には、申込書・返金キャンセル規定・免責事項・ワンルーム入居同意書を全てご確認の上、

同意ください。 

① 申込をご希望の場合、SEKC韓国留学までご連絡ください。
・メール： ryugaku-support@sekckorea.com

・LINE：下記QRコードを読み取りまたは、ID検索【 @510gmtud 】
※その際、必ず”関西大学認定留学にて留学予定”とお申し付けください。

② SEKC韓国留学から申込書・返金キャンセル規定・免責事項・ワンルーム入居同意書をメールでお送りします。

③ 期日内にメールにてご提出ください。

④ SEKC韓国留学から、プラン費用お振込みのご案内をメールでお送りします。

⑤ 期日内にプラン費用をお振込みください。
※韓国本社オフィスへ海外送金にてお手続き頂きます。

⑥ プラン費用のお振込みが確認できましたら、学校申請に必要な書類・情報をご案内します。

⑦ 期日内に学校申請に必要な書類をSEKC韓国留学までご提出ください。

⑧ SEKC韓国留学にて、学校申請・入学金/授業料の納付を代行いたします。

⑨ 留学先から入学許可が降りると、日本国内にてビザを申請して頂きます。
※ビザ申請に必要な書類等はご案内いたします。

⑩ ビザが発行されましたら韓国へご入国頂きます。
※入国日は事前にご案内いたします。

プラン費用

1,260,000円 (税込) 

含まれるもの

※別途ご案内しているページをご確認ください。
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　　株式会社SEKC 約款
関西大学認定留学推奨校へのお申込み

SEKC韓国留学・個人情報取り扱い同意書
株式会社SEKC(以下SEKC)は、韓国の個人情報保護法令関連及び、日本国内での
個人情報に関する法に基づき 個人情報処理の原則に沿って関連する法令、 すな
わち適法性・公正性・透明性の原則、目的制限の原則
個人情報処理の最小化、正確性の原則、保管期間制限の原則、完全性及び機密性の
原則、責任に関する原則に よって個人情報処理方針を設定し、お客様の権利保護に
努めます。
情報主体の個人情報、及び権利を保護し、お客様の個人情報に関する
お問い合わせ・苦情を円滑に対応するため 以下の通りに個人情報処理方針の設定・
公開をしており、個人情報処理方針を改定する場合、
ウェブサイト(または個別連絡)にてお知らせ致します。
SEKCではカウンセリング・留学サービス申請・サービス提供のため以下の通りに
個人情報を収集しています。
第1条　個人情報収集内容
◾語学研修：氏名・性別・生年月日・旅券番号・住所・電話番号・銀行残高証明書(D-4ビ
ザ取得者)・韓国語実力・希望留学先 (学校・コース・留学日程・授業費納付受付期間・
長期休み)・宿泊先情報(期間・宿泊先種類)
第2条　個人情報の収集及び利用目的
SEKCは個人情報を以下の目的の為活用します。
提供された個人情報は以下のもの以外の目的に使用せず、利用目的が変更される
場合には 別途に追加の同意を得るなど必要な処置を取る予定です。
2-1．韓国留学カウンセリング及びサービス情報提供の為に ◾SEKCからのお知らせ
◾各お客様へのサービス提供による本人識別
◾お客様の要望に沿ったサービス提案及びカウンセリング
◾お客様の苦情受付及び対応・紛争調整のための記録保管
◾満19歳未満のお客様の個人情報を処理する際に法的代理人の同意確認
2-2．留学先への代理申請及び業務代行
2-3．サービス改善
※お客様とのカウンセリング内容を記録・保管、カウンセリングによる即時/事後的な
改善に活用、 及びサービス改善の為内部教育資料として活用します。
その過程で収集された個人情報がお客様の権利を侵害する際には、情報が露出
されないよう保護します。
第3条　個人情報保管及び利用期間
SEKCがお客様からの同意を受け、収集した個人情報の保管期間は以下の通りです。
-SEKCプランを利用するお客様情報
利用期間満了後の1年後に廃棄
-学校申請代行サービスを利用するお客様情報 申請学期終了後の1年後に廃棄
第4条　個人情報廃棄の手続き及び方法
4-1．SEKCは個人情報保管期間の経過・処理目的の達成など、個人情報が不要に
なった際には即、該当する個人情報を 破棄します。
4-2．情報主体から同意を受けたお客様の個人情報利用期間の経過・保管目的に該当
したにも関わらず
他の法令によって個人情報の保管を続行する場合、該当する個人情報を別途のデータ
ベースや保管ファイルにて 保管します。
4-3．個人情報破棄の手続き及び方法は以下の通りです。
　　　　破棄の手続き：SEKCは破棄理由が生じた個人情報を選定し、SEKCの個人情報
保護責任者の承認を得て 個人情報を破棄します。
4-4.  破棄方法：SEKCは電子ファイル形態にて記録し、保存された個人情報は記録を
再生させないように破棄し、 書面の文書に記録・保存された個人情報はシュレッダーに
て粉砕処理後焼却します。
第5条　第三者への個人情報の提供
SEKCは個人情報を「個人情報の収集目的及び利用目的」の内容に沿って使用し、 お
客様の事前同意なしで範囲に違反した状態で利用せず、原則に沿ってお客様の個人
情報を外部に公開しません。 お客様の個人情報を提供したり共有する場合には事前に
情報を享受または共有する者の個人情報・事業内容、 提供または共有される個人情報
項目、個人情報の提供・共有目的などについて個別的に電子郵便や書面などを通して
お知らせした後、同意を求めます。
また、お客様が事後的に個人情報提供に同意を撤回することもできます。 ただし、以下
の場合は例外です。
◾お客様が事前に同意した場合
◾法令の規定により捜査目的として法令で決められている手続き・方法に沿って捜査機
関からの要求があった場合
第6条　個人情報保護責任者の指定
SEKCは個人情報処理に関する業務を総括して責任を持ち、個人情報処理と関する情
報主体の苦情処理及び被害救済のため 以下のとおりに個人情報保護に関する専門知
識及び実務経験を備えた個人情報保護責任者を指定しています。
6-1．個人情報保護責任者-韓国本社/個人情報保護責任者：キム・イルヒョン
職責：代表取締役
電話番号：+82-2-502-1465　　Email：info@sekckorea.com
6-2．個人情報保護責任者- 日本支社/個人情報保護責任者：オ・ジハ
職責：理事
電話番号：+82-2-502-1465　　Email：info@sekckorea.com
第7条　個人情報に関する請求
情報主体は個人情報に関して以下の部署に請求することができます。 SEKCは情報主
体の個人情報に関する請求を迅速に対応するように努めます。
個人情報関連受付/処理部署：日本事業部
電話番号：+82-2-502-1465　　Email：info@sekckorea.com
第8条　権益侵害の救済方法
情報主体は以下の機関に対して個人情報侵害における被害救済・相談などに問い合わ
せることが可能です。 また、SEKCは個人情報の侵害事実が確認された場合、即、可能
な限り72時間以内に監督機構に通知します。 及び個人情報侵害や関連事実、影響、
救済処置など全ての個人情報侵害を文書化します。
ただし、個人情報が侵害された当時に適切な技術的・組織的な保護処置に移行し、
被害を受けた情報主体に該当する処置が適用された場合、お知らせする義務が免除
されます。
8-1．個人情報侵害被害申告センター(韓国インターネット振興院運営)
◾所管業務：個人情報侵害事実の申告・相談の申し込み
◾ホームページ：privacy.kisa.or.kr ◾電話番号：(局番なし)118
◾住所：(138-950)ソウル市松坡区中台路135韓国インターネット振興院
8-2．韓国大検察庁サイバー犯罪捜査団：(局番なし)1301　(www.spo.go.kr)
8-3．韓国警 察庁サイバー安全局：(局番なし)182　(cyberbureau.police.go.kr)

SEKC韓国留学プラン・キャンセル/返金/違約金規定
第1項　SEKC韓国留学・韓国語学留学プラン
1-1. 韓国語学留学プラン費用のご入金後から入国予定日90日前まで
にキャンセルする場合 :
ㆍ3ヶ月未満の短期留学の場合 : プラン費用の90%を返金
ㆍ3ヶ月以上の中ㆍ長期留学の場合 : プラン費用の92%を返金
※キャンセル希望時点で入国予定日まで90日以内の場合には、
下記1-2または1-3が該当される。
1-2. 入国予定日75日前までにキャンセルする場合：
ㆍ3ヶ月未満の短期留学の場合 : プラン費用の80%を返金
ㆍ3ヶ月以上の中ㆍ長期留学の場合 : プラン費用の85%を返金
※キャンセル希望時点で入国予定日まで75日以内の場合には、
下記1-3が該当される。
1-3. 入国予定日74日前からプラン提供中の場合、または当社から
ご案内する留学先への書類提出締切日以降にキャンセルする場合：
-プラン費用の内、各機関への違約金を清算後、残りの学費の実費を
日本円にて送金時の日本の口座へ返金

■SEKC韓国留学・滞在先キャンセル時のご案内
・上記各プラン違約金とは別途発生
-SEKC学生専用ワンルーム滞在のプランへ申請後、キャンセルする
場合
-SEKC学生専用ワンルーム滞在のプランへ申請後、
滞在期間の短縮をする場合
家賃・管理費3ヶ月分相当の金額が違約金として発生 入国後の
キャンセルについては、別紙にて記載
-SEKC学生専用ワンルーム滞在のプランへ申請後、入国時期を延期
する場合
延期の申し出時点によって、変動の可能性あり。最長1年以内の延期
が可能。
ご入国予定日より90日前までのお申し出、延期無料
※初回のみ　なお、延期後にプランキャンセルの場合には違約金が
発生
ご入国予定日より70日前までのお申し出、ワンルーム違約金
(家賃・管理費1ヶ月分相当)が発生
ご入国予定日より69日前以降のお申し出、ワンルーム違約金
(家賃・管理費3ヶ月分相当)が発生 ※2回目以降の入国時期延期を
希望する場合には、追加で再延期手数料(30,000円)が発生

第9項　SEKC韓国留学・免責事項 -別紙にて記載
* SEKCが提供する全プランの返金時には、プラン費用の受取
及び返金額振込時にかかる銀行手数料は、ご負担頂く形となりますの
でご了承ください。

 

*
 
上記内容に伴う返金は、当社規定に基づき日本国内銀行口座へ

返金させて頂きます。
*
 
上記規定は状況により異なる可能性もございますので、予め

担当カウンセラーにお問い合わせください。
*
 
プラン及びサポートのご提供は、お申込み頂いたプランの

サポート提供期間(当社からご案内する入国日から、通学を
される場合には終講日の翌平日まで

 
通学なしの場合には当社から

ご案内するプラン終了日まで)のみとなっております。
*弊社からご案内するプラン費用/返金額の内訳詳細については
どなた様にもご案内致しかねます。

* 当内容について別途説明のあるなしに限らず、弊社プランに
お申し込み頂き申込契約書に署名を頂いた時点で、上記内容を
ご理解頂き同意頂いたものとみなします。

第9項     SEKC韓国留学・免責事項

お客様(お申込者)が以下の事由により、損害を被られた場合
におきましては、当社は責任を負いかねます。
(1)当社による各種手配に関しまして、地震、津波等の天災、
火災、ストライキ、洪水、疾病、戦争、暴動、内乱、テロ、運輸・
宿泊機関、学校などの倒産、買収、移転、事故や争議行為、学校の
コースの未開講、内容、条件や費用の変更など、当社の
管理下にない事由の責任は負いかねます。
(2)当社は当社の責任に帰さない事由によって生じる精神的、
経済的、物理的な損害、損失に対する責任も一切負いかねます。
(3)お申し込み後、当社からのご案内後にお申込者の資格・経験や能
力などによって当社による手配が不可能であることが判明した場合、
当社の返金規定に従い返金いたします。但し、虚偽の資格や経験の
申告など、お申込者の責任に帰すべき理由によ るときはこの限りでは
ありません。
(4)お申し込み後、学校側の都合で学校申請に必要な書類の変更
(追加)及び登録金・授業料の値上がりが発生した場合、書類の提出
及び差額分のお支払いをお申込者へ請求させて頂きます。
(5)お申し込み後、学校側の都合でスケジュールに変更があった場合
には、それらの内容に従い案内いたします。
(6)ビザ申請料※      及び、韓国現地での外国人登録証申請やビザ
延長等に関する手数料に変動があった場合、弊社では責任を負い
かねます。※現時点では日本国籍の場合、留学前のビザ申請料は
不要です。
(7)お申込者が航空券、パスポートまたはビザを取得できない場合、提
出書類の不備等により学校側から入学許可書が発行されない場合、
または何らかの理由によって入国を拒否された場合や出国を余儀なく
された場合、当社は一切の責任を負いかねま す。
(8)当社では本社オフィス営業時間※に基づき各種ご案内・サポートを
ご提供いたします。
そのため、営業時間外に発生した出来事について連絡を頂いた場合
には、翌営業時間中での対応/解決となります。
※韓国内平日、午前9時～午後6時まで。
(正午～午後1時までお昼休憩となっております。)

※ワンルーム違約金：84,000円(1ヶ月分相当)
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(9)ご提供するプラン内容とは別で、お申込者が個人的に行う手続きや各種契約
等に関して、当社では一切の関与はなく責任を 負いかねます。
例：TOPIK受験申請/コロナワクチン接種予約/PCR検査予約/航空券予約等
(10)ご契約後、当社からのご案内する内容は、当社と契約を結ばれたお申込者
のみにご案内している内容となるため、一切のSNSなどの媒体へ掲載すること
及び外部への流出を禁止致します。
(11)現地で筆記試験、実地試験、試験期間などが定められている場合、当社は
その合否に関して責任を負いかねます。
(12)学校登録後、学校側の見地から受講生として受け入れることが容易でないと
判断され、受講を打ち切られた場合は学校の
規定に従って頂き、当社は一切の責任を負いかねます。
(13)当社は、受講内容を保証するものではありません。
(14)SEKC学生専用ワンルームでの滞在時には、入居同意書に記載されている
内容に従っての対応となります。コシウォンまたは 学生寮での滞在時には、
施設側とお申込者との直接の関係によって争議を解決して頂きます。
その場合には、当社にて出来得る範囲でお客様のサポートを行います。
(15)当社は、サービスの一環として、留学先の学校側に業務の一部を委託する
場合がありますが、当社の故意又は過失に基づ かない内容に関しましては、
当社で責任を
負いかねます。但し、出来得る範囲でお客様のサポートを行います。
(16)当社から提供する外部機関でのサポート(銀行口座開設/携帯電話契約)に
ついては、手続き時に同行及び日本語通訳 を提供しますが、手続き内容につい
て万が一問題が発生した場合にいかなる責任を負いかねます。
なお、各手続の解約・変更手続きはサポート外となります。
(17)COVID-19に伴う、各手続(入国前PCR検査/韓国入国時の自宅隔離等)に
ついては当社プラン提供内容とは無関係で韓国政府から要請されるものとなっ
ているため、お申込者本人での準備及び費用負担になります。
※学生寮滞在プランの場合には別途隔離施設の紹介、SEKC学生専用ワンルー
ム滞在プランの場合にはワンルームでの隔離が可能なようご紹介可能です。

SEKC韓国留学滞在先(SEKC学生専用ワンルーム)入居規定同意書

1条         SEKC滞在先での留意事項
1-1項  SEKC滞在先での所有権は(株)SEKCにあり、滞在先を他人に賃貸・レン
タル・シェアする行為、それに関する行為を禁止する。
1-2項  SEKC滞在先内の各種施設や設備と関する所有権は、(株)SEKCにある。
1-3項  滞在期間中に発生する各種芳しくない事故・事件(強盗、泥棒及び各種犯
罪)が発生した場合、全ての責任は入居者本人にある。
1-4項  入居者本人以外の第三者がSEKC滞在先で滞在・生活することは入居規
定違反となり、発覚した場合には強制退室及び3ヶ月分の家賃 と管理費が違約
金として発生する。
1-5項  留学プラン利用の場合、留学先に通わない(授業をキャンセルする)ことに
伴い、滞在先も退室する流れとなる。
1-6項  施設側の諸事情により管理室から訪問がある場合、不在時には部屋の
暗証番号を教える事に承諾する。
1-7項  SEKC滞在先を1ヶ月以上空室にする場合、保安上の観点から必ず事前
に(株)SEKCへ伝える。
1-8項  1-7項に伴う長期不在時の場合にも、部屋の中で発生した事故・事件等
のトラブルについて、全ての責任は入居者本人にある。
1-9項  SEKC滞在先に関する全ての要請については、SEKC滞在先の所有権
を 持つ(株)SEKCに従う。
1-10項 滞在先に関する質問や連絡については、(株)SEKC営業時間内での対応
が可能となる事について承諾する。
1-11項 SEKC滞在先については、(株)SEKC名義での所有・契約であり、契約
内 容について開示しないことに承諾する。
1-12項 1-10項に基づき、プラン申込期間のみ滞在先関連の必要書類を提供
す ることに承諾する。
2条         滞在先での備品に関しての内容
2-1項  SEKC滞在先の中に配置されている各種家具家電・生活用品は全て(株)
SEKC所有の物であり、 破損または紛失が認められる場合、入居者がそれにあ
たる実費を賠償する。
2-2項  SEKC滞在先の中に配置されている各種家具家電・生活用品以外に、
入居者が個人的に購入した用品は退室時、入居者本人が処分する。 (入居時に
提供された布団セットは、入居者本人が処分する。※マットレス・ベッドは除く。)
2-3項  電球や乾電池などの消耗品については入居後2週間が経過した場合、
入居者本人が用意する。
2-4項  入居時の部屋及びオプションの不具合(汚染・破損・損傷)があった場合、
入居後1週間以内に申告。なお、1週間経過後に申告があった 場合には全て 入
居者の責任とする。
2-5項  その他、滞在先やその施設に関する問い合わせは(株)SEKCに連絡を
す る。
3条         滞在先施設に対しての内容
3-1項  SEKC滞在先入居時、清掃費用35万ウォンを清掃費用として、入居者か
ら(株)SEKCへ支払う。
3-2項  滞在先での生活中に発生する各種故障または事故(火災・ガス漏れ・
その他事故・災害)に関する全ての責任は入居者本人にある。
3-3項  入居者本人の判断により、各業者等のサービスを利用した場合、利用料
金及び原状復帰のための責任は入居者本人にある。
3-4項  入居者の不注意、又はその他原因による 事故・災害などの発生時、こ
れ に対する全ての賠償責任は入居者本人にある。
4条         滞在先退室に関しての内容
4-1項  SEKC滞在先退室日は、基本的にプラン終了日(留学先の授業終講日
) 翌日、午前9時までとなる。　※詳細時間は別途案内
4-2項  SEKC滞在先退室時、退室日まで請求があった各種光熱費(電気代
、 水道代、ガス代等)は入居者本人が清算したうえでの退室とする。
4-3項  SEKC滞在先退室時、入居者本人が室内清掃・ゴミ捨て等を済ませたう
え で退室する。
4-4項  SEKC滞在先退室時、入居時に配置されていた各種家具家電・生活用
品 は全て部屋に置いたまま退室する。
4-5項  SEKC滞在先退室時、部屋に残された私物は清掃時に全て処分されるこ
とに同意する。
4-6項  4-4項に対して処分費用が発生した場合には、入居者本人が支払うこと
に同意する。
4-7項  SEKCプラン期間中に滞在先の退室、又はプランをキャンセルをする 場
合、最短3ヵ月前までに(株)SEKCへの連絡を必要とする。  (ワンルームプラン
キャンセル時、退室日から3ヶ月分の家賃＋管理費が違約金として発生する。)
4-8項  SEKC滞在先退室時、退室時の光熱費を(株)SEKCへ支払う。(後日代納
のうえ差額があれば入居者の日本国内口座へ返金。)
4-9項  SEKC滞在先退室後、退室時に案内した費用について訂正連絡が
あれば、(株)SEKCからの案内に従う。
(清算費用については退室時までに必ず準備する。清算内容は、退室日当日に
案内される場合があることを了承する。)
5条         滞在先生活に関しての内容
5-1項  滞在先での生活中、近隣住民への迷惑行為・被害を与える行動を一
切 慎む。
5-2項  外出時はオンドル(床暖房)・ガス・電気などが消えているか、戸締りをし
て いるか必ず確認する。
5-3項  外気温が氷点下になる冬季の外出時には、オンドル(床暖房)を「外出
モ ード」のうえ外出をする。
5-4項  小動物・魚類・爬虫類をはじめとするペットの飼育は一切禁止とする。 5
-5項  部屋の中では禁煙とし、共有施設での喫煙に関しては(ある場合)施設側
で定められている喫煙スペースのみとする。
5-6項  日本から訪韓する家族や知人、現地の友人等が訪問し滞在を要する場
合、予めSEKCに連絡のうえ身分確認書を提出すること。
*長期間の滞在は禁止であり、最大10日間まで滞在可能。
上記１条～5条の内容が違反される場合には、滞在先からの強制退室(返金なし)
等の不利益が発生する可能性があるため、入居規定を厳守のうえご滞在頂けま
すよう、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
また、現時点での内容となるため、入居時に上記規約について変更される可能
性もあることご了承ください。
上記の入居規定書の内容に同意し、守ることを約束し、同意書を(株)SEKCに提
出します。
＊当内容について別途説明のあるなしに限らず、弊社プランにお申込み頂き申
込契約書に署名を頂いた時点で、上記内容をご理解頂き同意頂いたものとみな
します。
＊弊社規約より、対象の規約のみ一部抜粋。
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留学先名 Enderun College (Philippines) 

アジアで日常生活に英語を使うフィリピン。
発話量が圧倒的に多いマンツーマンレッスンでしっかり英語力 UP！ 

エンデラン大学は経営、ホテル経営、調理学科、ホスピタリティ学科に加え、語学研修
センター“THE STUDY”を運営しており、英語のマンツーマンクラスやインターンシッ
プを提供している。国際的な語学研修センターで英語以外にも仏語、西語、伊語、独
語、フィリピン語(タガログ語)などのカリキュラムもあるので、学内にはそれらの言語
習得のため、北米やヨーロッパ、アジアから等、多くの留学生が学んでいる。アメリカ
人ネイティブ講師とフィリピンの名門大学を卒業した優秀な講師陣が、参加者のニーズ
に合わせたカリキュラムを組んでくれるので、苦手な技能の底上げが期待できる。一般
英語の他、語学試験対策やビジネス英語などのコースも開講している。

受講コース 
General English for Academic Purposes 
URL:https://thestudyph.com/?utm_source=TheStudyWebsite&utm_medium=organic&utm_ca
mpaign=&utm_content=&utm_term= 

入学日と 
受講期間(ターム) 

語学：①9/11-12/23(15 週間), ②9/11-1/26(18 週間) 
語学＋インターンシップ：③9/11-1/26(語学 15 週間＋インターンシップ 3 週間) 

1日の授業時間 6 時間（マンツーマンレッスン 3 時間＋グループレッスン 3 時間） 

滞在方法 学校寮（相部屋/食事なし） 
空港出迎え あり 現地の日本語対応 あり 

この学校の 
おススメポイント 

・マンツーマンレッスンとグループレッスンの組み合わせで、苦手な技能も効果的に学べる
・マニラでインターンシップを経験できる
・経済成長著しいマニラの生活を通じ、アジアの経済状況を肌で感じることができる
・常駐の現地コーディネーター（日本語対応可）がいるので安心

概算費用 

2023 年度秋学期のみ(英語クラスのみ): 
15週間 約￥1,080,000-(①) 
18週間 約￥1,280,000-(②) 
2023 年度秋学期のみ(英語クラス＋インターンシップ)： 
18週間 約￥1,290,000-(③) 
※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学費用(概算)です。作成時のレートは 1US＄=139、最終的
な費用は支払い時のレートにより変動します。受講期間の変更はできません。

【上記費用に含まれるもの】 
申込金, 授業料, 滞在費（部屋掃除，洗濯，電
気代，水道代、など含む）, 空港送迎費, 教材
費, イミグレーション関連費用（ビザ延長，就
学許可書，外国人登録カード、他)など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円, 海外
送金手数料, 海外旅行包括保険, 食費など 

注意事項 

●学校寮は語学クラスから徒歩圏内の距離、１室 2～5 名で使用予定、火気使用禁止のため食事はすべて
外食のみ

●授業料などの支払いは海外送金のため、次にあげる金融機関に手続き方法を確認しておくこと
（推奨銀行：三井住友銀行、三菱 UFJ銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行）
●帰国後の単位認定は、英語コースの受講時間のみ
●インターンシップ先の選定について：

インターンシップ先は参加者の希望と学校スタッフによる面談を経て現地で決定します。希望職種・
業界によっては基礎知識や就労経験を求められることがあるため、できるだけ希望が叶うよう出発前
までに関連書籍を読み知識を深め、関連する分野のアルバイトで経験を積むなど準備しておきましょ
う。1 週間の稼働時間は配属先によって異なりますが、週 8 時間程度を予定しています。 

●JASSO奨学金(海外留学支援制度)受給者は語学コース終了後、3 週間のインターンシップに従事す
る事が求められます。JASSO奨学金の詳細は、「募集要項」P.8 を参照してください。

現地駐在 
コーディネーター

エンデラン大学の留学手続き（願書作成、授業料などの海外送金、航空券手配、ビザ申請など）は、現
地在住のコーディネーター（日本語対応）と学生の２者間で行います。これらの所作を学生が責任をも
って主体的に進めることが求められます。
Enderun Colleges 高王 根（TAKAO KON)
Email: kon.takao@enderuncolleges.com 

   takao.enderuncollege@gmail.com  2023 年 3月 7日現在 
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エンデラン大学返金規定 AY 2023~2024

＊受講生が受講の途中解約を申し入れ、承諾された場合、以下に定める返金規定により返金する。 

【学期・認定留学】 

時期 就学予定期間 解約日 入学金
授業料 

インターン
滞在費 その他の費用

入
学
前

期間を問わず 

入学日の

30 日前までの解約 
100％返金 100％返金 100％返金 100％返金 

入学日の

29 日～8 日前まで 
返金不可 返金不可 50％返金 50％返金 

入学日の 7 日前ま

で 
返金不可 返金不可 返金不可 返金不可

入
学
後

期間を問わず 時期を問わず 返金不可 返金不可 返金不可 返金不可

＊フィリピン・イミグレーション費用（SSP発行費用、VISA 延長代、i-Card 発行費用、ECC 発行費用）

は、渡航前に限り全額返金する。 その以降は返金不可とする。 

＊エンデラン大学が受講生の途中解約を承諾した場合，エンデラン大学はその申し出を受けた時から 1 カ月

以内に受講生へ返金を行うものとする。 解約時の送金手数料は受講生の負担とする。 

＊返金金額は、送金時のレートによって変動しますので、予めご了承ください。 
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新興国流ビジネススタイルの理解︕  

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

Enderun College 
Philippines 

現地のリアルビジネスに従事する︕ 

フィリピンビジネスの経験
フィリピンビジネスを肌で感じながら実務経験を得ることができる。
グローバルビジネスへの関心を高め、異文化コミュニケーションを通
して自信を付けることができる。

英語や他言語環境下での価値発見 
現地スタッフのサポートにより、英語力が業務遂行可能なレベル
に達していない研修者でも、作業を超えた「業務」を経験すること
ができる。また、ビジネス環境での英語の実践・アウトプットを通し
て新たな自分の価値を発見︕ 

フィリピン人との協働
現地フィリピン人スタッフと共に仕事を進め、責任を持って結果を
出すという経験を得ることが可能。異文化環境下において成果
を創出するための難しさやポイントを理解できる︕ 

マニラでインターンシップ体験

英語力要件なしで参加OK! 

企業名 ︓Honda Cars Philippines 
業  種 ︓自動車販売、営業 
担当業務︓マーケティング会議参加、営業・販売サポート、顧客支援

サポート、車両 A/S サポート
企業名 ︓Global Chamber Manila 
業  種 ︓NPO法人、海外チャンネルのない中小企業や学校向けの

会員制互助組織 
担当業務︓中小企業情報収集、つながり支援、進出調査と調査支

援、イベント手配招待など 
企業名 ︓Martelino Bacungan and Associates Law Office 
業  種 ︓Law Firm 
担当業務︓法律関連資料整理、法廷参観 

※上記以外にも他 22 社の現地インターンシップパートナーカンパニーが
ある。現地学校スタッフと相談をしながら自分の英語力にあったインタ
ーンシップ先を選択することができる。

・他国のグローバル化の現況に気づく
・手法や価値観の多様性に気づく、新しい手法を知る
・英語を使うことへの恐怖心・羞恥心を克服する
・グローバル水準に対する自身の課題を認識する

・異文化ビジネス環境において
留意するべき点を理解する
・成果を出すにあたっての自身
の課題を明確化できる

・異文化ビジネス環境
で成果を出すにあたり
知恵(マイセオリー)の
獲得 ができる

得られる成果 
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留学先名 Chiang Mai University (Thailand) 

タイの名門チェンマイ大学で英語を学ぼう！
日本から近く時差も少ないタイへの留学で、授業料や生活費を
安く抑えることが可能です。チェンマイはタイ第 2の都市で「北
方のバラ」と称される美しい古都。大学周辺は観光都市である
とともに学生街でもあり、授業以外の時間を充実させることが
できます。英語研修の他に週 1回のタイ語クラス、SDGｓに関
する授業、TOEIC 準備、日本企業への訪問、観光都市らしく
Tourism Hospitality Management の授業も用意されていま
す。東南アジアの中でも近年目覚しい発展を遂げるタイに身を
置き、インターンシップも経験してアジアの経済状況を肌で感
じるまたとない機会です。  

受講コース 
チェンマイ大学 語学研修所の公式ホームページ
URL:https://www.li.cmu.ac.th/?p=en 

入学日と 
受講期間(ターム) 

2023年度秋学期のみ：8/28 - 12/15(16週間)
① 8/28〜10/13(7週間）②10/16〜12/1日(7週間) ③12/4〜12/15日(2週間)

〔語学〕 〔語学〕 〔インターンシップ〕 

授業時間 単位認定対象となる英語クラス 242 時間を含む合計 380 時間（うちタイ語クラス 50 時間） 

滞在方法 サービスアパート（一人部屋，食事なし）※自炊不可

空港出迎え あり（チェンマイ大学からの送迎含）

現地の日本語対応 あり 

この学校の 
おススメポイント 

・欧米・オセアニアへの留学より費用を抑えられる
・サービスアパートに滞在できる
・企業訪問も授業に含まれ、授業の総仕上げでインターシップができる

インターンシップ例：チェンマイ大学 語学研修所にて勤務
  現地高校の日本語クラスでティーチングアシスタント 

・世界各国からの国際色豊かな講師

概算費用 

2023年秋学期のみ： 
16週間 約\470,000～約￥660,000-
※上記の費用は認定留学の要件を満たした留学期間の費用(概算)です。
費用は参加人数により変動します。作成時のレートは 1THB=\3.62、最終的な費用は支払い時のレート
により変動します。受講期間の変更はできません。

【上記費用に含まれるもの】 
授業料, 滞在費, ルームクリーニング費, フィ 
ールドワーク手配費, 課外授業費とその移動
費, TOEIC 受験料, など 

【上記費用に含まれないもの】 
渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10万円, 海外
旅行包括保険, ビザ申請料, 海外送金手数料, 食事
代, 現地で着用する制服代（約 800~1500円）など 

 

注意事項 

●参加に必要な英語力：TOEIC 400以上（同レベルの他の語学スコアをお持ちの方はご相談ください）
●最少催行人数に満たない場合、コ－スは催行されません。催行されなかった場合のために、第２希望の
留学先をあげておくことをおすすめします。

●募集枠は関西学院大学との調整となり、本学の募集枠は４名の予定です。
●留学サポート会社利用対象外のプログラムとなり、学生自身がチェンマイ大学の願書作成や授業料の
海外送金、航空券手配、ビザ申請など全ての手続きを行うプログラムです。

●航空券は指定された航空会社を予約いただきます。
●語学研修は、語学レベルによってクラスが振り分けられるものではなく、関大生と関西学院大学生の合
同クラスです。

●認定留学出願者に義務づけられている各種オリエンテーションの他に、別途開催されるチェンマイ大
学留学生対象の説明会に必ず参加する必要があります。

●カリキュラムは過去の実績でお知らせしており、最終的なものは現在調整中です。

取扱留学サポート 
会社 

なし（※国際部の指示に従って留学準備を進めること） 
※2023年 3月 16日現在

※
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Largest language centre in Northern Thailand

募集枠 
4名 
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-Chiang Mai University (Thailand)-
Refund policy 

Students who decide to withdraw from the program less than 28 days before the 
start of the program without mitigating circumstances, shall not be eligible for a 
refund. Any partial refunds paid will be only from variable costs (e.g. activities, 
meals, homestay, internship coordination). 
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