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【比較表】
募集先大学
【アメリカ】

滞在形態
(※1)

定員

実践活動

JASSO

奨学金
(※2)

関大生
特典

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】ペンシルバニア大学

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

【アメリカ】ポートランド州立大学

ホームステイ

制限なし

-

-

-

【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

-

-

-

ホームステイ

制限なし

-

-

-

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

-

【カナダ】セントメアリーズ大学

ホームステイ

6名

-

-

-

【カナダ】ゲルフ大学

ホームステイ

3名

-

-

-

【カナダ】カルガリー大学

ホームステイ

25 名

-

-

-

【カナダ】ウィニペグ大学

ホームステイ

15 名

職場体験

対象

-

寮

制限無し

インターンシップ

対象

-

カルフォルニア州立大学イーストベイ校

【イギリス】
カンタベリークライストチャーチ大学
【ニュージーランド】
オークランド工科大学

【フィリピン】エンデラン大学

※1 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。
※2 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.6~7)を確認して下さい。
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California State University, East Bay (USA)

サンフランシスコベイエリアで実践力を磨く
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、
電車で 1 時間弱で行くことができる。キャンパスから駅までは無料シャトルバス
が運行しているので便利。中規模大学で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。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、アメリカ人学生と交流できるチャンスもたくさんある。
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が楽しめる。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る。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。

受講コース
入学日と
受講期間(ターム)
1 タームの授業時間
滞在方法

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

① 3/8–4/28(7 週間)

④10/16-12/8 (7 週間)

ホームステイ（食事回数：1 日２食）
あり

現地の日本語対応

あり

おススメポイント

③8/23–10/11(7 週間)

週 22 時間

空港出迎え

この学校の

②6/5–7/21(7 週間)

・多様性にあふれたコミュニティーでグローバル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
2023 年春学期のみ：

14 週間

約￥2,070,000-（①+②）

28 週間

約￥3,900,000-（①+②+③+④）

2023 年春学期・秋学期：

概算費用

※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$=\143
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, 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

注意事項

取扱留学サポート
会社(情報提供含)

【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

●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。
●各ターム間に休暇がある場合、別途滞在費がかかります。
●入学日の前に開催さ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。
●英語コースのレベルは 6 段階に分かれていますが、コロナ渦において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。
●ボランティア参加英語要件は特にありません。
●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」P6~7 を参照してください。

株式会社 留学ジャーナル
URL: http://www.ryugaku.co.jp
Tel: 06-4797-7821

※2022 年 9 月 12 日現在
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※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ＨＰを閲覧の上、情報を確認して下さい。

留学先名

United States

California State University, East Bay 校
選べるボランティアワーク
英語力要件なしで参加 OK︕

現地学生と交流できる︕

豊富なボランティア内容︕

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︕

子どもデイケアセンター

Glide Church 学童クラブ

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。

Glide Church 食事提供

SPCA アニマルシェルター

ACCFB フードバンク

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

JACL 活動サポート

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。
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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.

Late Fee

•
•

o
o

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

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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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、バイデン大統領夫妻の出身大学としても一躍
有名に。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も馴染みやすい学生の街。州内のお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。養鶏が盛んで、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る。
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・ワシントン D.C.
は約 2 時間のため週末旅行もしやすく、留学生科での企画旅行への参加も可能。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る。対面授業と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る。

受講コース
入学日と

Intensive English Program (IEP)
URL: https://sites.udel.edu/eli/

① 5/1–6/23(8 週間) ②7/3–8/18(7 週間) ③8/29–10/20(8 週間)

受講期間(ターム)

④10/24-12/15(7 週間)

1 週間の授業時間

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

あり

この学校の
おススメポイント

⑤1/3-2/16（7 週間）

・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～）
2023 年春学期のみ：

1５週間 約￥1,860,000-（①+②）
2023 年春学期・秋学期：

37 週間
概算費用

注意事項

取扱留学サポート
会社(情報提供含)

約￥4,510,000-（①＋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$=\143
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。
※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

【上記費用に含まれるもの】

【上記費用に含まれないもの】

申込金, 授業料, 滞在手配料, 滞在費, 送迎費、現地

渡航費用, お小遣い, 認定留学在籍料 10 万円（各学期）,

保険, 雑費（施設利用費, 教材費, 学生活動費, デー

海外旅行包括保険, 学生ビザ申請料、留学サポート会社の

タ管理費、他）、空港出迎え費（往復）、など

サポート費、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。
●各ターム間に休暇がある場合、別途滞在費がかかります。
●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$88～）。
●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。
●レベルは１(0)～６に分かれており、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。*レベル１(0)～３は General English (Fundamental)となります。
株式会社 留学ジャーナル
URL: http://www.ryugaku.co.jp
Tel: 06-4797-7821

※2022 年 9 月 21 日現在
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※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ＨＰを閲覧の上、情報を確認して下さい。

留学先名

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.

•

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

Students who choose to move to a new homestay for the next session must submit a homestay
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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University of Pennsylvania (USA)

都会の中心 名門大学でしっかり学び、しっかり楽しむ
アメリカ建国の街フィラデルフィア中心部にある大学は、1740 年に独立宣
言起草者の１人、ベンジャミン・フランクリンにより創立された。名門私立
大学連合アイビーリーグの 1 校であり、これまでにノーベル賞受賞者を 36
人輩出している。English Language Program（ELP）は 50 年以上の歴史
を持ち、Intensive English（集中英語コース）など様々な用途に合わせたコ
ースを開講している。ELP の生徒はキャンパス施設（一部は学生料金要）を
利用することができる。電車やバスで約 2 時間のニューヨーク・ワシントン
D.C.の中間にあるフィラデルフィアは歴史深い街並みと建築物、美術館も
多数あり、アートの街としても有名。可愛い街並みの旧市街地エルフレス小径や B 級グルメのフィリーチーズ
ステーキなど観光地も多数！
受講コース
入学日と
受講期間(ターム)
1 週間の授業時間
滞在方法

Intensive Program

URL: https://www.elp.upenn.edu/
①4/27-6/16（7 週間）②6/29-8/18（7 週間）③8/31-10/20（7 週間）④10/26-12/15（7 週間）
20 時間
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

・世界的にもトップレベルの名門大学で、質の高い授業を受けることができる
・カンバセーションパートナー制度を利用すると、授業外での学びも充実
2023 年春学期のみ：

14 週間

約￥2,200,000-（①＋②）

28 週間

約￥4,340,000-（①+②+③＋④）

2023 年春・秋学期：

概算費用

※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$=\143
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。
※関大生は授業料割引（授業料 20％割引）あり、上記費用に反映済

【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, 現地保
険, 雑費（学生証発行、教材など）、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

●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配寮等は 1 回のみの支払になります。
●各ターム間に休暇がある場合、別途滞在費がかかります。
●入学日の前に開催さ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。

注意事項

取扱留学サポート
会社(情報提供含)

●20 時～翌日 8 時までの空港送迎は、別途$100 が必要となります。

株式会社 留学ジャーナル
URL: https://www.ryugaku.co.jp/
Tel: 06-4797-7821

※2022 年 9 月 20 日現在
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※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ＨＰを閲覧の上、情報を確認して下さい。

留学先名

SRS Homestay Refund Policy
1. Homestay Matching Fee
This fee is paid to SRS Homestay to confirm that a placement is required. It covers the cost of host recruitment,
training and assessment and the work associated with the matching process.
The Matching Fee is not refundable once payment has been received.
*Matching Fee is refundable in the event a student does not arrive to the US due to a visa rejection (proof of school admission
and at least three attempts of visa interview required) if the Student has provided a minimum of three business days’ notice.

2. Homestay Weekly Fees
Weekly fees are refundable if the minimum two-week notice period is met.

Pre-arrival Cancellations:
• If the Student cancels their placement and provides more than two weeks written notice prior to arrival, their weekly fees
will be refunded. The Matching Fee is not refundable.

• If the Student cancels their placement and provides less than two weeks written notice prior to arrival, the student will
forfeit payment for two weeks plus the Matching Fee Deposit. Any additional weekly fees paid will be refunded.

• In the event a student does not arrive to the US due to a visa rejection (proof of school admission and at least three
attempts of visa interview required), the weekly Fees and matching fee will be refunded if the Student has provided a
minimum of three business days’ notice. If the required notice is not provided, SRS Homestay will retain the Matching
Fee and two weeks’ payment of the weekly fees. Any remaining funds will be refunded.

9

Post-arrival Changes and Cancellations:
• Once a Homestay placement has commenced, SRS Homestay is unable to refund weekly fees for the
Student's
initial period of homestay (usually four weeks). The Matching Fee Deposit is also not refundable.

• The Student is required to provide SRS Homestay 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 Student 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.

• There will be no refund if the Student chooses to leave without serving out the required notice period.
7. Damage Deposit
The damage deposit is fully refundable if the placement is ended without any damages. If damages are
incurred during the placement, the damage deposit will be used to fund the damage charges in part or in full
depending on the cost.

If damages incurred are more than the damage deposit amount, it is the

responsibility of the student, parents and/or sending agency school or partner to cover the remaining damage
costs or incurred expenses. If damages are incurred that are less than the damage deposit, the difference
will be refunded after the placement has ended.

9. Approved Refunds
No cash refunds will be processed. If the original payment was made by credit card, we will refund back to the
same card. Credit card and third party processing fees will be deducted from the refund total and are nonrefundable. If payment was not made by credit card, approved refunds will be deposited into a domestic American
bank account. If no American bank account is available, we will refund via wire/telegraphic transfer to a foreign
account. A $45.00 US service charge will be deducted from the refund total. Refunds will be processed within
twelve weeks after the Student has left homestay and appropriate bank details have been received. SRS
Homestay cannot refund a Student or backdate claims against their Fees if SRS Homestay has already paid the
Host.
Updated May 26, 2022
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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。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豊富。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る。
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ぶ。
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 週間の授業時間
滞在方法

空港出迎え
現地の日本語対応
この学校の
おススメポイント

①3/8-5/5(7.5 週間) ②5/17-7/14(7.5 週間) ③8/21-10/13(7.5 週間) ④10/18-12/15(7.5 週間)
20 時間
寮（食事なし／自炊またはカフェテリア）
あり（無料）
なし
・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）
2023 年春学期のみ：

15 週間

約￥1,580,000-（①＋②）

30 週間

約￥3,140,000-（①+②+③＋④）

2023 年春・秋学期：

概算費用

※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$=\143
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。
※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

【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, 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

注意事項

取扱留学サポート
会社(情報提供含)

【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

●複数タームを申し込む場合の申込金、滞在手配寮等は 1 回のみの支払になります。
●各ターム間に休暇がある場合、別途滞在費がかかります。
●予約が混み合い大学寮の手配が難しい場合、オフキャンパスのアパートの手配となり、滞在費は上記
と異なります。また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。滞在費の他に食事代
（1 ターム目安$1,025 程度）が別途必要です。

株式会社 留学ジャーナル
URL: https://www.ryugaku.co.jp/
Tel: 06-4797-7821

※2022 年 9 月 20 日現在
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※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ＨＰを閲覧の上、情報を確認して下さい。

留学先名
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Portland State University (USA)

オレゴン州最大の州立大学
ポートランド州立大学は１９４６年に設立したオレゴン州最大の州立大学で、
最も加速的に成長している大学の一つ。都市開発計画、社会活動、環境学が有名
で、特にビジネス経営学は国際的に高く評価されている。スポーツも盛んで、フ
ットボールやバスケットボールの試合では大いに盛り上がる。アメリカの西海
岸で人気のポートランドで最も便利な都市型生活ができる大学。キャンパスの
まわりには、レストランやカフェ、たくさんのお店があり活気がある。
州内のお買い物には消費税がかからないこともオレゴン州の魅力のひとつ！
受講コース
入学日と
受講期間(ターム)
1 タームの授業時間
滞在方法

空港出迎え
現地の日本語対応
この学校の
おススメポイント

Academic English Program

URL: https://www.pdx.edu/english-language-programs/
①4/3–6/14（11 週間） ②6/26-8/17（8 週間） ③9/25-12/6（11 週間）
240 時間
ホームステイ（食事回数：1 日 3 食）
あり（無料）
あり
・ポートランド中心部にあり、安全で利便性の良い都市型キャンパス
・カンバセーションパートナー制度があり、現地学生との交流ができる
・学校周辺や街の中心部への移動も、公共の交通機関でらくらくアクセス
2023 年春学期のみ：

11 週間
19 週間

約 1,660,000-（①）
約 3,020,000-（①＋②）

30 週間

約￥4,510,000-（①+②+③）

2023 年春学期・秋学期：

概算費用

※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$=\143
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, 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、レベルチェックテスト費、
他）、など

注意事項

取扱留学サポート
会社(情報提供含)

【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

●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。
●各ターム間に休暇がある場合、別途滞在費がかかります。
●入学日の 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。
●レベルチェックテストによってクラスが確定しますが、その結果 Pre-Entry Program に割り振られた
場合、追加費用$482 が必要です。
●渡航前にレベルチェックテストをオンラインにて受ける際、レベルチェックテスト費（60 ドル）をご
自身で支払う必要があります（概算費用に含む）。
●授業料は到着後約 2 週間以内に現地支払い（クレジットカード支払い）です。

株式会社 留学ジャーナル
URL: https://www.ryugaku.co.jp/
Tel: 06-4797-7821

※2022 年 9 月 23 日現在

13

※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ＨＰを閲覧の上、情報を確認して下さい。

留学先名

REFUNDS
Refunds are issued on accounts when there is a credit balance. Depending on the reason for the refund, refund
penalties such as drop charges or partial tuition reimbursement may apply. These can reduce the total amount of
the refund. Normal processing times for student account refunds after initial disbursements are between 4 and 6
weeks. If you have a compelling reason to receive a refund sooner, submit the Student Refund Request Form.

TUITION REFUND SCHEDULE AND DROP CHARGES
Review the academic calendar for published add/drop deadlines. All dropped courses are subject to the refund
schedule. If a class is dropped after the first week of the term, only a percentage of the charges is available for
refund. For every week that passes up until the fourth week, the percentage decreases.
First Week
100% Refund

Second Week
70% Refund

Third Week
40% Refund

Fourth Week
20% Refund

Fifth Week
0% Refund

REFUND POLICIES
Dropping All Courses: Dropping all courses does not cancel a student's obligation to pay back a student loan that
was taken out or pay a balance owed to the university. Refund calculations in the case of dropping all courses are
based on the total tuition and fees associated with a student account, applicable drop charges, and partial tuition
refunds. Students with outstanding balances such as short-term loans, deferred tuition, and any other financial
obligations to the university at the time when all classes are dropped will have any refund due to them applied
against the obligation first before any refunds are released. Refund policy and calculation are matters separate
from tuition payment arrangements. Refunds for students receiving financial aid are credited back to the proper
financial aid account.
Health Studies: All Health Studies special course fee refunds are automatic. Contact the OHSU-PSU School of
Public Health for estimates on refund wait periods.
Special Course Fees: Academic departments that charge fees in addition to regular tuition maintain their own
refund schedules for those fees. Contact the department to get approval for refunds.
Student Health Insurance: Costs associated with PSU’s Student Health Insurance Plan are not refundable after
the second week of the term. Insurance fees are deducted before calculating refunds.
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Dublin City University (Ireland)

モダンで広大なキャンパス、ヨーロッパの留学先として人気のダブリン
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 にもランクインした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 エーカーという広大なキャンパスを持
つダブリンシティ大学。100 ヵ国以上の国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、アイルランド人学生との交
流の機会も多い。大学では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行われており、アイル
ランドを知る機会が毎週多数用意されている。商業施設や観光スポッ
トは街の中心地から徒歩圏内が多く、可愛らしい昔ながらの建物が並ぶ。
受講コース
入学日と
受講期間(ターム)
1 週間の授業時間
滞在方法

General English for Adults
URL: https://english.dcu.ie/
2023年度春学期のみ：①3/20-6/30（15週間）
2023年春・秋学期：②４/17-11/24（32週間）
週 20 時間
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
・ホームステイが比較的近くて通いやすい
・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

2023 年春学期のみ：

15 週間

約\1,070,000-

32 週間

約\2,020,000-

2023 年春学期・秋学期：

概算費用

※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€=\151
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, 雑費
（教材費）、空港出迎え費、など

注意事項

取扱留学サポート
会社(情報提供含)

【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

●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。
●各ターム間に休暇がある場合、別途滞在費がかかります。
●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。
●アクティビティは基本的に登録制です。また、別途費用が掛かるアクティビティの場合、現地にて支
払う必要があります（オンライン https://english.dcu.ie/activities-calendar/ で参加できるアクテ
ィビティの閲覧・登録・支払いまで可能）。
株式会社 留学ジャーナル
URL: https://www.ryugaku.co.jp/
Tel: 06-4797-7821

※2022 年 9 月 20 日現在
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※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ＨＰを閲覧の上、情報を確認して下さい。

留学先名

Accommodation – Host Family
(C)

Cancellation and Refund

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

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

special requirements for Host Families. The below grid lists

student withdraws from a course booking.

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

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

fee will not be chargeable, as follows:

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

(D)

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

english.courses@dcu.ie

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

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

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

before course commencement.

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

(F)

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

course has begun.

additional fee of €100 per affected student.
(E)

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

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

DCU LS places students to neighbourhoods around DCU

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

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

bank account or credit card.

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

(F)

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

General / Other

campus.

(D)

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

The student is responsible for travel costs between their

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

Host Family accommodation and our campuses. We recommend

lost due to national holidays is not made up.

that customers purchase a LEAP Transport Card. For the

(E)

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

belongings. Customers are advised to avail of appropriate

costs.

insurance to protect against loss.
(F)

DCU LS does not take responsibility for loss or theft of

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っており、今年で 60 周年を迎えた。
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
パス内で英語コースが開講されている。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、スキル別にもレベルアップを図ることがで
きる。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。

受講コース
入学日と
受講期間(ターム)
1 タームの授業時間
滞在方法

General English

URL:https://www.canterbury.ac.uk/study-here/courses/general-english-course
①4/18-7/21（12 週間）
週 21 時間
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

②4/18-9/8（19 週間）

・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授業形態
・個別チューター制度あり

2023 年春学期のみ：

12 週間
19 週間
概算費用

約￥1,160,000-（①）
約￥1,770,000-（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 1GBP￡=\178
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】

授業料, 滞在手配料, 滞在費, 雑費（海外銀行
手数料、他）、空港出迎え費など

注意事項

取扱留学サポート
会社(情報提供含)

【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

●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。
●各ターム間に休暇がある場合、別途滞在費がかかります（6/17-7/2 は長期休暇期間）。
●出願には IELTS3.5（CEFR A2）以上の英語力が必要となるため、GTEC スコア（目安：140～230）
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）。

株式会社 留学ジャーナル
URL: http://www.ryugaku.co.jp
Tel: 06-4797-7821

※2022 年 9 月 23 日現在
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留学先名

Auckland University of Technology (New Zealand)

スタイリッシュな新しい大学で楽しむキャンパスライフ！
オークランド工科大学は、1895 年に学校として創立され、2000 年に大学
として設立された 3 つのキャンパスを持つ比較的新しい大学。英語コースは
世界中に 150 以上の学校を持つ“International House”が運営しており、オ
ークランドの中心地にあるシティキャンパス内に校舎を構える。希望者はク
ラブ活動や、サークル活動に参加も可能。特に日本語を勉強する学生とのラ
ンゲージエクスチェンジを行う学生団体もあり、学部生との交流を図ること
ができる。キャンパスのある中心地の、ランドマークであるシティ・タワー
からは街を一望できる。珍しい鳥の楽園ティリティリマタンギ島へはフェリーで 75 分。国鳥の飛べない鳥キーウ
ィや世界最小ブルーペンギンなどが見られ、ニュージーランドならではの自然体験も。

受講コース
入学日と
受講期間(ターム)
1 タームの授業時間
滞在方法

General English

URL: https://www.aut.ac.nz/international/international-house-english-language-school
①3/6-6/23（16 週間）②3/6-7/21（20 週間）③4/3-11/17（33 週間）④4/3-12/22（38 週間）
週 21 時間
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

・ペア・グループワークなどを取り入れたコミュニケーション重視の授業
・オークランドの中心地にある大学キャンパスで便利
・英語⇔日本語のランゲージエクスチェンジに参加することができる
2023 年春学期のみ：

16 週間
20 週間

約￥1,270,000-（①）
約￥1,570,000-（②）

33 週間
38 週間

約￥2,540,000-（③）
約￥2,920,000-（④）

2023 年春学期・秋学期：

概算費用

※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$=\92
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, 雑費
（教材費、冬期ホームステイ追加費用、海外
銀行手数料、他）、空港出迎え費、など

注意事項

取扱留学サポート
会社(情報提供含)

【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

●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。
●滞在先変更を希望した場合は、滞在再手配料（NZ$150）がかかります。
●滞在中にコロナウィルス感染症に罹患した場合、自身で別の滞在先を手配し、自己隔離する必要があり
ます。
●プレイスメントテストにて IELTS4.0 同等以上の英語力を認められた場合、IELTS コースへ振り分け
られる可能性があります。その場合、教材追加費用が別途かかります (3 か月間 NZ$160 一部概算に
含む)。
株式会社 留学ジャーナル
URL: http://www.ryugaku.co.jp
Tel: 06-4797-7821

※2022 年 9 月 20 日現在
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1.4 Covid related procedures
The student shall meet all covid related requirements (required by the NZ government, this includes but not limited to travel requirements, vaccine
requirements, etc) before and after moving into a homestay.
Where self-isolation is required, students (includes students under the age of 18) are responsible to find their own self-isolation place and showing a
negative Covid test before moving into a homestay.
Host Families NZ reserves the right to cancel the homestay booking or move the student out of his/her homestay where the covid requirements are
not met.

4. Liabilities
The student agrees to pay any damage caused by them during their stay.
The student understands and agrees that Host Families NZ and/or the homestay family cannot be held legally responsible for any sickness, injury,
damage or loss to the student or the student’s personal belongings while the student is in New Zealand.
Host Families NZ also shall not be liable to the student in any circumstances for any consequential loss, indirect loss, loss of income, profits, or loss or
damage to persons or property relating to homestay accommodation arranged by Host Families NZ.

In the event the liability cannot be excluded, the maximum liability of Host Families NZ to the Student shall be limited to the return of the fees paid to
Host Families NZ for that accommodation.

7. Payment, Refund & Cancellation Policy
●All fees must be paid to Host Families NZ prior to the studentʼs arrival
●The homestay placement fee and replacement fee is non-refundable unless the booking is cancelled by the host and Host Families NZ is unable to
secure another homestay for the requested period
● Pickup/drop off service is refundable only if the student gives 7 daysʼ written notice prior to landing.
● For any booking, when the written notice of cancellation is received:
・ 8(+) Days prior to commencement of the Homestay, HFNZ will retain the Placement Fee and agrees to refund the balance of Homestay fees paid,
within 14 days of receipt of written notice of cancellation.
・ 7(-) Days prior to commencement of the Homestay, HFNZ will retain the Placement Fee and 1 weekʼs Homestay fee and agrees to refund the
balance of Homestay fees paid, within 14 days of receipt of written notice of cancellation.
・ After the commencement of the Homestay, HFNZ will retain the Placement Fee and 4 weekʼs Homestay fee and agrees to refund the balance of
Homestay fees paid, within 14 days of receipt of written notice of cancellation.
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Southern Cross University（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大学のキャンパスがある。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。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
る。大学キャンパス内にミュージックホールや各種スポーツ施設があり、英
語コースの生徒でも利用が可能。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る。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野生のコアラに出会うことも。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 時間の距離にある。

受講コース
入学日と

General English (GE)
URL:https://www.scu.edu.au/scu-college/programs-and-courses/english-languageprograms/general-english/

受講期間(ターム)

①3/6-4/14(6 週間) ②4/24-8/11(16 週間)
③8/21-12/15(17 週間) ④1/3-2/24(8 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校舎あり
・治安も良く、アットホームな環境
・英語力不問でコアラ病院でボランティアができる

2023 年春学期のみ：

16 週間
22 週間

約￥1,300,000-（②）
約￥1,750,000-（①+②）

2023 年春学期・秋学期：
概算費用

41 週間

約￥3,190,000-（②+③+④）

※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、OSHC 学生保険, 滞在手配料,
滞在費, 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

●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。
●各ターム間に休暇がある場合、別途滞在費がかかります。
●オーストラリア学生ビザ手配の関係上、英語コースに掛かる費用は手続き開始後、早期にまとめて支払う必要が
あります。

注意事項

●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。
●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」P6~7 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 留学ジャーナル
URL: http://www.ryugaku.co.jp
TEL: 06-4797-7821

2022 年 9 月 23 日現在
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※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ＨＰを閲覧の上、情報を確認して下さい。

留学先名

Australia

Southern Cross University, Lismore 校
コアラケアボランティア＠コアラ病院
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（https://friendsofthekoala.org/volunteer/）

ボランティア活動参加学生の
インタビュー動画

実施時間︓週末または、平日
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

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。

コアラ救急車

コアラ病院

初日の説明
コアラの名前や病状記載のメモ

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

奥が深いコアラケア︕実際のボランティア内容

れるので、円滑かつ的確にコミュニケーションを取る

☆コアラのお部屋のお掃除 ︓コアラは意外と走る︕

スキルが鍛えられます。

→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。
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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.

25

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 (usually 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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留学ジャーナル について
創業

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。
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。

全カウンセラー
留学経験あり

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。
★スチューデントプロテクション

充実のサポート

（24時間365日受付の緊急時無料電話相談窓口）

無料留学相談のご予約は
下記 QR コードから

★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、

★対面または、オンラインからお選びください

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。

★関西大学認定留学・お名前をご記入ください

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。

アワード受賞歴多数

「ST アジア最優秀留学エージェント」を多数受賞

営業時間： 月～土 １０：００～１８：００
（日曜・祝日 休業）
〒
530-0001
大阪府大阪市北区梅田１－１１－４

国際的に評価されています。

大阪駅前第4 ビル２１F

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】
① 留学プランを考える
国際部で行われる説明会に参加または、
⑥ 留学中も

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
＊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！

ずっと

サポートが続きます
（24 時間 365 日

③ 留学手続きスタート

緊急無料電話相談あり）

学校への出願、滞在先、空港送迎手配を開始
＊難しい手続きは留学ジャーナルにお任せください

出

発

前

留 学 中

④ 各種お手配
② プラン決定とお申し込み

⑤ 留学の準備

航空券の手配や、学生ビザの
手続きをお手伝いします

・プログラム費の入金

出発前オリエンテーションや
無料英会話レッスンに参加
★留学ジャーナルの My Page を登録

・留学先の決定後、お申込書（オンライン）の提出

→留学情報を学びましょう！

＊お申込方法・重要確認事項を参照のこと
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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。

お申込みフォーム【QR コード】

＊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。
＊カウンセラー名を入力する際には、“椿”と入力して下さい。
＊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。

カリフォルニア州立大学
イーストベイ校

デラウェア大学

ペンシルバニア大学 サウスカロライナ大学

ポートランド州立大学

ダブリンシティ大学

カンタベリー
オークランド工科大学
クライストチャーチ大学

サザンクロス大学
リズモア校

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。
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。
⑦ ご質問などありましたら 0120-890-987 (担当 椿）までご連絡ください。
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。

みずほ銀行 新宿新都心支店

留学ジャーナルサポート費用

普通口座 1562726

￥ 68，000 (税込）

口座名

＊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

（株）留学ジャーナル

重要確認事項
お申込みと学生ビザを含む手続きに関して
※ 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。

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。
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