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スウェーデン発祥、
世界最大級の国際教育機関
EFで留学しませんか？

EFが選ばれる理由

UK English Programme / USA English Programについて

単位認定
【学部生】

- 2018年度以降入学者：自由選択「短
期留学」として2単位を認定しますが、
卒業要件に算入する単位数は、他の
短期留学で修得した単位と合わせて
4単位を上限とします。なお、単位認
定全体の上限等については、学生便
覧に記載の「本学以外の教育施設等
および本学独自のプログラム等の学修
成果に対する単位認定」を参照してく
ださい。

【短期大学生】
- 2018年度以降入学者：専門コア「課
題実践（海外研修・2単位）」として
認定しますが、卒業要件に算入する
単位数は、他の短期留学で修得した
単位と合わせて4単位を上限としま
す。なお、単位認定全体の上限等に
ついては、学生便覧に記載の「本学
以外の教育施設等および本学独自の
プログラム等の学修成果に対する単
位認定」を参照してください。

滞在方法
ホームステイ・EFキャンパス 
 (部屋タイプや食事の有無 、費用は
留学先によって異なります)

選択可能EFキャンパス
詳細はP.4~5 に記載

留学期間
3 週間

コース
EFジェネラルコース 
(週 26レッスン・1レッスン40 分) 

スタート日(現地滞在開始)
2023 年 2 月12日

インターナショナルな環境

EFでは世界100 ヵ国以上から集まる
クラスメートと共に学ぶことが出来 
ます。彼らとは一生の友達になれる
でしょう。大都会から来た人、小さ
な村から来た人、様々な国や文化
の人々と出会えます。そして一緒に 
共通の言語を習得し、国際交流を 
楽しみましょう。

留学終了後に研修先学校から修了証（Course Certificate)が発行された学生には、下記のとおり単位を認定します。多欠席、出席率80％未満、成績不良等のために修了
証が発行されなかった場合は、単位認定はされませんので注意してください。同プログラム（UK English ProgrammeまたはUSA English Program）への複数回の参加は 
可能ですが、過去の参加で既に単位認定がされている場合、2度目の単位認定はされません。

専 門 の 講 師 と 最 新 の 学 習 テ ク 
ノロ ジ ー、 そして 地 域 との 文 化 
交流によってプログラムは進みます。 
EFの斬新な EF Method 学習システム 
は、皆さんの学習をより充実させ、
一 人ひとりに沿うように作られて 
います。プログラム終了時には世界的 
指標に基づいた語学力の証明書を発
行します。

EFは世界の多くの大都市に直営校
を運営しています。私たちは、一流 
デザイナーや優れた教育者と協力 
して学生のために最適な学習環境を
整えました。全ての施設はモダンな
内装と交流ペースが特徴で、スタッフ
も充実しており、海外留学中も快適
に過ごせます。

フリータイムにはアクティビティ・ 
エクスカーションなども選択でき、 
現地スタッフによる24時間サポート
で充実した学習を約束します。勉強
に集中し、留学生活を楽しんで頂く
ために、滞在先の手配、空港からの
送迎、出発前オリエンテーションなど
様々なサービスを提供しています。

確かな学習効果 感動的な学習環境 直営校ならではの安心サポート

参加資格 ＜次の項目すべてに該当する人＞
1. 参加申込時から留学終了まで 

正規生として本学の学部 1~3 年
次または短期大学 1 年次に在学
している人

2. 本学指定の海外旅行傷害保険に
加入し、フライト・ビザ手配を 
本学指定の業者に委託できること

3. 心身共に留学に充分耐えうる 
健康状態であり、今年度の健康
診断（二次検査を含む）を受診
していること

4. 誓約書の内容を理解し、了承 
していること
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コース概要

EFジェネラルコース 特別選択科目
バランスの取れたコース内容で
言語を着実に理解する。

150 以上の特別選択科目から選べます。

26 レッスン/週（1レッスン40 分）

レベル：初心者から上級まで
期間：3 週間
コース前オンラインコース:お申込み時より利用可
コース終了後オンラインコース:
終了後 3 ヵ月間利用可

内 容：午 前と午 後 に 実 施 さ れ る 週 26レッス ン 
（17 時間 20 分の合計授業時間）のコース。基礎語
学レッスンでは文法や語彙を習得し、プロジェクト・
セッションでは興味に合った実践的な作業を通じ
てリサーチとコミュニケーションのスキルを向上さ
せます。また、関心のあるテーマに焦点を当てた
特別選択科目を学ぶこともできます。留学先の文
化理解や、試験の準備など、あなたの留学の目標
を達成するのに役立ちます。

※分かりやすいようにコマ表記しております。　※現地でレベル確定後、時間割も決まります。

言語分野
スピーキング、リーディング、発音、コミュニケーショ
ンスキル、リスニング、ライティング、ボキャブラリー、
文法、熟語、クリエイティブ・ライティング、パブリッ
ク・スピーキング など

試験準備
ケンブリッジ英検、IELTS、TOEFL、TOEICなど
 
文化＆芸術
モダンカルチャー、ジャーナリズム、国際問題、 
文学、写真、音楽、時事、アメリカ文化、歴史&建築、
文学、カリグラフィー、社会&スポーツ、演劇 など

業界別専門科目
ビジネス英語、金融業界英語、自動車産業の英語
航空産業の英語、IT業界英語、旅行業英語 など

16 レッスン：基礎英語

04 プロジェクト・セッション

04 レッスン：特別選択科目

02 セッション：レクチャー

留学中の1 週間のスケジュール（ジェネラルコース例）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9:00 〜10:20 基礎語学総合 基礎語学総合 基礎語学総合

週末は自由行動です。
学校ではスポーツ観戦、

観光、小旅行などの
アクティビティを開催

しています。※自由参加

10:30 〜11:50 プロジェクト
セッション

プロジェクト
セッション

基礎語学総合 レクチャー

12:30 〜13:50 特別選択科目
文化

基礎語学総合
特別選択科目

文化
基礎語学総合

14:00 〜15:20 基礎語学総合

15:30 〜16:50 基礎語学総合

放課後
放課後には様々な
アクティビティ
プログラムが
用意されています。

ボート・トリップ シティツアー ミュージカル鑑賞 美術館鑑賞 サッカー

※英語レベル・プログラム参加時期によっては
選択できない科目もございます。
※副教材費が別途必要になる場合があります。
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都市名 基本滞在方法 プログラム費用

ケンブリッジ ホームステイ2人部屋 389,200 円

イーストボーン ホームステイ2人部屋 327,000 円

※ 3 週間・ジェネラルコースに限ります。 
※先着順受付のため、希望の都市・滞在方法が手配できない場合もあります。 
※上記費用に含まれているもの
入学金・登録料・授業料・教材費・規定回数の食事・基本滞在費・到着時の空港から 
滞在先までの往復送迎・EFデジタルメディア学習・ウェルカムパーティー・EFSETプレイス 
メントテストと学習状況診断・EFSET到達度証明書・EF Campus Connect オンラインの利用・
学校でのWi-fiインターネット接続・出発前オリエンテーション・英会話レッスン・国内/現地
スタッフのサポート

基本プラン

ケンブリッジ

フライトスケジュール

S T E P ❶

・海外旅行傷害保険
・往復フライト
※手配のタイミングによって価格に変動あり

EFキャンパス（UKプログラム）

イーストボーン

基本プランを選ぶ

ホームステイ1人部屋 EFキャンパス
3-4人部屋

EFキャンパス
2 人部屋

EFキャンパス
1人部屋

6,500 円/週 ー ー ー

6,500 円/週 ー ー ー

滞在オプション

S T E P ❷

S T E P ❸

オプションを選ぶ　　　　　　※基本プランから変更する場合のみ下記の追加費用がかかります

現地から受け入れ確認後、JTBより連絡が入る

ケンブリッジには一流大学が集まり、長きにわたり大学の古い 
図書館や中世風の庭で学生達が夢を追う街であり続けています。 
たくさんのカフェや映画館、クラブやパブの集まる街の中心へも 
EFケンブリッジ校は好アクセスです。ダウンタウンのカフェや 
ビンテージショップからもすぐです。

"サンシャインコーストビーチ"として 知られるイーストボーンは、
ロンドンにも近接しており、イギリスで最も人気なリゾート地とし
て知られています。EFのキャンパスは、ウォーターフロントの 
クラシックな港と楽しいショッピング街の近くにあります。

※ガトウィック空港利用
・往路
2023/02/11（土）　EK317（関西空港23:30－ドバイ空港05:45《翌日》）
2023/02/12（日）　EK015（ドバイ空港07:40－ロンドン・ガトウィック空港11:40）

・復路
2023/03/04（土）　EK016（ロンドン・ガトウィック空港13:35－ドバイ空港00:40《翌日》）
2023/03/05（日）　EK316（ドバイ空港03:05－関西空港17:05）

《料金》団体航空券代金107,000円＋燃油・TAX等141,140円　※9/30現在
《条件》10名以上参加の場合の料金となります。

※10名未満の場合は、個人向け航空券となりますので、大幅に料金が上がることが想定されます。
※団体航空券も座席数に上限があります。お申込金を頂いた方から先着順となりますのでご注意ください。
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フライトスケジュール

都市名 基本滞在方法 プログラム費用

サンタバーバラ ホームステイ2人部屋 409,100 円

サンディエゴ ホームステイ2人部屋 469,900 円

※ 3 週間・ジェネラルコースに限ります。 
※先着順受付のため、希望の都市・滞在方法が手配できない場合もあります。 
※上記費用に含まれているもの
入学金・登録料・授業料・教材費・規定回数の食事・基本滞在費・到着時の空港から 
滞在先までの往復送迎・EFデジタルメディア学習・ウェルカムパーティー・EFSETプレイス 
メントテストと学習状況診断・EFSET到達度証明書・EF Campus Connect オンラインの利用・
学校でのWi-fiインターネット接続・出発前オリエンテーション・英会話レッスン・国内/現地
スタッフのサポート

基本プラン

サンタバーバラ

S T E P ❶

・海外旅行傷害保険
・ESTA(観光ビザ)
・往復フライト
※手配のタイミングによって価格に変動あり

EFキャンパス（USAプログラム）

サンディエゴ

基本プランを選ぶ

ホームステイ1人部屋 EFキャンパス
3-4人部屋

EFキャンパス
2 人部屋

EFキャンパス
1人部屋

6,600 円/週 ー ー ー

6,600 円/週 16,400 円/週 26,800 円/週 ー

滞在オプション

S T E P ❷

S T E P ❸

オプションを選ぶ　　　　　　※基本プランから変更する場合のみ下記の追加費用がかかります

現地から受け入れ確認後、JTBより連絡が入る

石畳の道、きらめく噴水、静かな浜辺。サンタバーバラは、英語を
学ぶには、ぴったりの学生街です。広々としたダウンタウンの 
EFキャンパスは、ステートストリートから歩いてすぐです。小さな 
ショップや居心地の良いカフェを見つけることができます。

アーティストやサーファー、同じ趣味の学生達が、一年中の 
日差し､白浜ビーチとゆったりとした文化に惹かれサンディエゴ
へやってきます。ポイントローマの中心に位置するEFの新しい
キャンパスで英語を学びましょう。ビーチと市内中心部へは、
バスですぐに行けます。

・往路
2023/02/12（日）　JL116（伊丹空港12:30－羽田空港13:35）
2023/02/12（日）　JL016（羽田空港16:25－ロサンゼルス空港09:20）

・復路
2023/03/04（土）　JL069（ロサンゼルス空港13:20－関西空港18:50《翌日》）

《料金》団体航空券代金200,000円＋燃油・TAX等130,620円　※9/30現在
《条件》6名以上参加の場合の料金となります。

※6名未満の場合は、個人向け航空券となりますので、大幅に料金が上がることが想定されます。
※団体航空券も座席数に上限があります。お申込金を頂いた方から先着順となりますのでご注意ください。
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UK English Programme / USA English Program 手続きの流れ

学内個別カウンセリング(予約優先)
日程：10 月 6 日(木)、11(火)、13(木)、17(月)、19(水) 
時間：11:00 〜 18:00 
会場：4 号館 1 階南オープンスペース
※EF京都支社でも随時個別カウンセリングを受け付けております。
　右記QRコードより予約いただけます。

お申込みの手順
①国際部ホームページより提出用書類一式をダウンロード
 
②JTBへお申込み金 5 万円の振込
＜振込先口座＞
三菱UFJ銀行　千代田支店
普通口座　5420381　（株）JTB
※振込名義人に「渡航先国名」を追記（例：「ガイダイ タロウ アメリカ」）

③Google フォームの回答 
https://forms.gle/2iVMXfzt9XpUjho37

 
④国際部窓口に設置の専用ポストに下記の書類を提出
　(A)EFお申込書 ※記入例・お申込方法と諸条件 U を参照

　(B)パスポートコピー ※未取得の場合はお申込み後オリエンテーションにて提出

　(C)米国ESTAに関する質問書(USA English Programのみ)
　(D)誓約書
　(E)お申込み金(5 万円)の振込明細書コピー

2.お申込みの手順①〜④を完了
お申込み期限：10 月 21 日(金)

3.EFよりお申込み後の出発前ガイドメールの 
　送信とJTBより航空券のご案内

現地での生活上の注意点などの説明を実施します。
※欠席の場合は単位認定されない可能性がありますので必ず出席してください。 
体調不良などのやむを得ない理由で欠席する場合は必ず事前に国際部へメールしてください。

5.京都外国語大学主催危機管理 
　オリエンテーションへ参加

海外ならではの出会いや経験を大切にしながら、 
様々なイベントに溢れる留学生活を楽しんでください。8.留学へ出発

1.プログラム説明会へ参加
※募集案内(本冊子)を印刷の上、持参してください。

4.お申込み後オリエンテーションへ参加
(海外旅行保険等に関するご案内)

9 月30 日(金)　12:50-13:40　会場：R741

11 月11 日(金)　12:50-13:40　会場：R741

2023 年 2 月

6.JTBへ残金のお振込

準備の進め方や滞在先での注意事項、 
必要書類の確認などをさせていただきます。
※欠席の場合は単位認定されない可能性がありますので必ず出席してください。
体調不良などのやむを得ない理由で欠席する場合は必ず事前に国際部へメールしてください。

7.出発前最終オリエンテーションへ参加
2023 年 1 月 18 日(水)　12:50-13:40　会場：R452

12 月 14 日(水)　12:50-13:40　会場：R741

ご予約はこちら→

回答はこちらから→

※渡航に際し、ビザ等が必要な場合は別途ご案内させていただきます。
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アクティビティについて

留学体験談
K・Uさま

滞在先：EF Eastbourne

M・Kさま

滞在先：EF Santa Barbara

出発前は、出発する日が近づくにつれて、友達はできるだろうか、うまく学校
生活を送れるだろうかと不安が増大していきましたが、いざ渡航してしまえば、
苦しむような状況はほとんどなく、毎日楽しく過ごしています。日々印象に残
るような出来事が起こっていて、一例を挙げるのは難しいですね。ここで起こ
ることはどれも新鮮に感じられます!コロナに関しては、現在イギリスに滞在
しておりますが、日本と比べると感染予防対策はそこまで厳格ではありませ
んね。換気はされているようですが、日本のようにどこにでもアルコール消毒
があるという感じではないです。3 密を避けるという感覚はあまりないようで、
マスクなしでも人が密集している光景をよく見かけます。コロナによる制限を
感じる場面はほとんどないですね。私自身、日本では何度もPCR検査を受け
なければいけない場面があり（コロナ陽性と診断されたことはありません。）、
とても窮屈を感じておりましたので、個人的には、イギリスでの伸び伸びとし
た暮らしができる今の生活をありがたく感じています。もしイーストボーンに
行くことがありましたら、イギリスには多くの人種の方がいるので、英語以外
の言語を少しでも話せると、より多くの方と触れ合うことができると思います。
季節によりますが、日本より一段階涼しいので上着を持っていくことをおすす
めします。

EFでの留学の楽しみ方は現地EFアクティビティ・
オフィスにお任せください。地元の文化に触れたり、
夜のイベントや週末のお出かけで新しい友達と知
り合ったり。アクティビティコーディネーターが様々
なイベントをご用意しています。お申込みはオンラ
インでも現地スクールでもどちらでもOK ！ 

飛び出そう
アクティビティコーディネーターがとっておきの情
報をシェアしますので、最高の経験ができます。

ビーチへ行こう
日差しが降りそそぐビーチに近い留学先では、サーフィ
ンや日光浴を楽しみながら語学力を試してみましょう。

スポーツを楽しもう
EFではサッカー、バレー、バスケットボールなど、様々
なスポーツを楽しむ機会をご用意しています。

私は最初とにかく不安でいっぱいでしたが、春休み留学を通じて自分を変えるこ
とができました！自分から声をかける勇気を持つこと、自分に対して自信を持つこ
との大切さを学びました。
これまでの人生の中で、一番自分を変えるチャンスになった機会だと感じています。
もう1つ大きな財産は、海外にベストフレンドを作れた事です！今でも連絡を取り
合っていて、英語力の維持にも繋がっています。EFでなければ出会えなかった、
世界中の国から来た学生と友達になれるって素敵なことだと思いませんか？
サンタバーバラは、本当に治安が良く、現地の人たちも素敵な方ばかりで、留学
に対して不安を持っている方には特にぴったりだと思います。
私が滞在した春休みは気候も最高で、過ごしやすい環境でした！ビーチでのんび
り、メインストリートでお買い物、週末にはディズニーランドやハリウッド観光など、
毎日充実した時間が過ごせますよ！

新しいことに挑戦
留学先では、今まで体験したことのないサーフィン
などを地元の人から習ってみましょう。

探検する
週末にはクラスメイトやホストファミリーと一緒に 
少し足をのばして出かけてみましょう。 
留学先では地元ならではの食事を楽しみましょう。

地元の人のように暮らす
ホームステイ先のホストと夕食を囲みながら、ある
いは街角のカフェで常連客に混ざって、学んだばか
りの語学力を試してみましょう。

アクティビティ例
ディズニーランド、ユニバーサルスタジオ、ラスベガス、
NBA観戦、サッカーリーグ観戦、ロンドン観光、 
ストーンヘンジ観光など。
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EF安心のサポート体制
EF各校には講師以外に日常的な生活をサポートするスタッフが常勤しています。

Q &A

Q.英語力がなくて心配です。
A.問題ありません。出発前にレベル分けテストを受けていただき、自
分のレベルに合ったクラスで受講していただきます。EF語学学校で
は、最大 12 段階と細かく分けられたレベルによってクラスを構成し
ておりますので、ご自身のレベルにピッタリのクラスが見つかります。

Q.ホームステイとEFキャンパス、どちらを選べばいい
ですか？
A.それぞれのメリットが異なるため、個人の希望によります。ホーム
ステイのメリットは、ネイティブスピーカーと触れ合え、生活様式や
文化を実際に体験できるところです。また、EFキャンパスのメリットは、 
世界中各国の友達と１日中交流できたり、学校からの距離が比較的
短いところです。

Q.パソコン＆インターネットは使えるの？
A.EF各校やEFキャンパスには、フリー Wi-Fiが通っておりますので、
無料でネットに接続できます。（一部除く）滞在先では、各家庭によっ
て異なりますので、現地でご確認ください。その他、ワイヤレス接続
やインターネット接続のためのプロバイダー加入などに関しては、直
接メーカーや各プロバイダー会社にお問い合わせください。

Q.困った時はどうすればいいですか？
A.出発前までは担当カウンセラーがしっかりとサポートさせていただ
きます。現地で何か困ったことがありましたら、まずは現地学校スタッ
フに相談してみてください。学校スタッフは様々な国籍の学生を受け
入れ慣れておりますので、親身になって聞いてくれます。もし、うまく
伝わらない等ありましたらいつでもEF日本事務局の担当カウンセラー
にご相談ください。

※各オフィスの開いている時間に担当スタッフまで相談に行ってください。オフィスの開いている時間は学校や時期により異なりますので、事前に確認をしておいてくださ
い。
※スタッフは担当別となります。担当外のご質問にはお答えできないため、必ず担当スタッフまで相談するようにしてください。

アクティビティ・
コーディネーター

学校のアクティビティについて
個人旅行について

あなた

アカデミック・
コーディネーター

クラス・ 選択科目について
レベルについて

成績について

ホストファミリー
ホームステイに関する問題

ハウジング・
コーディネーター

ホストファミリーについて
ルームメイトについて

アドミニストレイティブ・
コーディネーター

一般的な問題
VISAについて

インターンシップ・
コーディネーター

インターンシップ全般について

ホームルームティーチャー
一般的な問題

レジデンス・ アシスタント
学生寮に関する問題※
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for the teaching of 
English in England

EF京都支社 
営業時間9:30〜18:00 
定休日:日曜、祝日、年末年始休業

TEL : 050-1743-1435 
FAX : 075-585-5535
ilskyoto@ef.com
京都府京都市下京区烏丸通四条 
下ル水銀屋町620番地  COCON烏丸8階

ＪＴＢ京都中央支店 
営業時間9:30〜17:30 
定休日:土・日曜、祝日、年末年始休業

Tel. 075-284-0174
京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１６７　
AYA四条烏丸ビル２階

京都外国語大学・ 
京都外国語短期大学国際部

Tel. 075-322-6043
outgoing_oips@kufs.ac.jp

お問い合わせはこちら

留学プログラム全般について ビザ・航空券・保険手配全般について 単位認定について

Opening your world 100ヵ国以上 
からの生徒

EFのSNSをフォローしよう！ @efjapan

EF世界の公的機関による認可

The Independent 
Schools 
Inspectorate (ISI) 
is the approved 
educational 
oversight body 
authorised by the 
UK Home Office to 
enroll international 
students under 
Tier 4 of the Points 
Based System.

All EF International 
Language 
Campuses in the 
UK are accredited 
by the British 
Council.

The EF International 
Language Campus 
in Dublin is 
recognized by 
ACELS, a service 
of quality and 
qualifications in 
Ireland for English 
language teaching.

The EF 
International 
Language 
Campuses in the 
USA are accredited 
by ACCET.

EF Vancouver, 
Vancouver Island 
and Toronto are 
accredited by 
Languages Canada.

The EF 
International 
Language 
Campuses in 
Australia are 
accredited by the 
Australian Skills 
Quality Authority 
(ASQA) under 
CRICOS 01070M, 
and endorsed by 
NEAS.

The EF International 
Language 
Campuses in 
Berlin, Cambridge, 
St. Julian’s, Cape 
Town, Paris, Nice, 
Barcelona, Malaga, 
Rome, Munich, 
Seoul and Tokyo 
are accredited by 
Eaquals.

The EF International 
Language Campus 
in Auckland is 
accredited by 
NZQA and is a 
member of English 
New Zealand, 
exceeding their 
quality assurance 
standards over and 
above regulatory 
requirements.

●  20 ヵ国 50のキャンパス
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