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研修先大学・学校
(プログラム名)

授業期間 プログラム費 プログラム費に含まれているもの おススメのポイント その他

1

サイモンフレーザー大学
English Language and
Culture　※追加募集中　お早め
にお問い合わせください

2023年2月28日～3月24日（4週間） 4週間:562,000円

出願料・授業料 (約27時間/週)・現地大学保険料・滞在
先手配費・ 滞在費用（ホームステイ1人部屋/週21食付）・
空港送迎費用（往復）・海外送金手数料・24時間安心サ
ポート、大学サポート費

★英語を使ってカナダ文化を学ぶ
★リスニング、スピーキング、発音に重視したプログラム

2
カリフォルニア大学サンディエゴ
EXTENDED STUDIES
※満席

2023年2月6日~3月3日（4週間）
2023年3月20日～4月14日（4週間）

4週間:735,000円

出願料・授業料 (約15時間/週)・滞在先手配費・ 滞在費
用（ホームステイ1人部屋/週14食付）・空港送迎費用
（往復）・海外送金手数料・24時間安心サポート、大学サ
ポート費

★スピーキング、カンバセーションスキルに特化したグループワー
ク、プレゼンテーション
★現地学生（カンバセーションリーダー）との交流
★放課後アクティビティあり

【予防接種】
※UCSDでは、参加に当たり新型コロナウイルスワクチンの他にも予防接種が
必須になります。（Tdap（破傷風・ジフテリア・百日咳 三種混合ワクチン)
１回 、MMR（麻疹・おたふく風邪・風疹 三種混合ワクチン）2回 、
Varicella (Chicken Pox) Vaccine（水痘ワクチン）2回 、
Meningococcal Vaccine（髄膜炎ワクチン）2回（MCV4/MPSV4もし
くはそれ相当のもの）、Covid-19（新型コロナウイルスワクチン）、Flu
Vaccine（インフルエンザワクチン）１回 ）

3

ワシントン大学
International & Englsih
Language Programs
※満席

2023年1月30日～2月17日（3週間）※満席
2023年2月21日～3月10日（3週間）
*2月20日(月)祝日のため休講

3週間:645,000円

出願料・授業料 (約15時間/週)・滞在先手配費・ 滞在費
用（ホームステイ1人部屋/週14食付）・空港送迎費用
（往復）・海外送金手数料・24時間安心サポート、大学サ
ポート費

★グループワーク・プレゼンテーション重視
★放課後アクティビティあり
★英語を使ってアメリカ文化を学ぶ

4
アイルランド国立大学ダブリン
English Language Academy
※満席

2023年2月13日～3月16日（5週間）※17日は祝日のため休講 5週間:521,000円

出願料・授業料 (約18レッスン/週)・滞在先手配費・ 滞在
費用（ホームステイ1人部屋/週14食付）・空港送迎費用
（往復）・海外送金手数料・24時間安心サポート、大学サ
ポート費

★グループワーク・プレゼンテーション重視
★スピーキング・リスニングに特化したカンバセーションレッスン

5
マルタ大学
※3月初旬以降～ご案内可能

毎週月曜日開講（3週間以上～）
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

3週間:315,000円
4週間:384,000円

出願料・授業料 (約20時間/週)・教科書代・滞在先手配
費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食付）・空港送
迎費用・海外送金手数料・24時間安心サポート、大学サ
ポート費

★スピーキング・ディスカッション重視
★発音矯正したい方にもおすすめ

1
International House
Vancouver

毎週月曜日開講（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）
4週間:①438,000円
②463,000円

出願料・授業料 (①週20レッスンまたは、②30レッスン)・滞
在先手配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食
付）・空港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サポー
ト※教科書別（＄100テキスト代をお支払頂き、最終日にテ
キスト返却で$90返金）

観光スポットが豊富なダウンタウン市内に位置しており、アクセス
も利便性抜群。日本人スタッフ在中のため、初めての留学でも
安心です。

教科書代$100は、登校初日にご用意をいただき、レベル確定後教科書をお
渡し致します。受講終了後、破損等なければ、$90を現金で返金が可能で
す。

2 ILSC　Vancouver
推奨スタート日:2月27日、3月27日、4月24日
※上記以外の日程を希望する場合はお問い合わせください
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:①411,000円
②463,000円

出願料・授業料 (①週17レッスンまたは、②24レッスン　1レッ
スン50分)・教科書代・滞在先手配費・滞在費用（ホームス
テイ1人部屋/週21食付）・空港送迎費用・海外送金手数
料・24時間安心サポート

世界中にキャンパスを持つ語学学校。幅広いネットワークから
様々な国の留学生を毎年受け入れています。ご自身の希望に
合わせ選択授業を受講することも可能です。（時期により開
講内容変動有。）

3 CCEL/Canadian College
毎週月曜日開講(4週間以上必須）
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:①387,000円
②437,000円

・出願料・授業料 (①週18レッスンまたは②28レッスン　1レッ
スン45分)教科書代・滞在先手配費・滞在費用（ホームステ
イ1人部屋/平日2食、週末3食付）・空港送迎費用・海外
送金手数料・24時間安心サポート

カナダ、バンクーバーのダウンタウン中心地にある語学学校。アク
セスもよく週末はスキーやアイススケートなどを楽しむことも。日
本人スタッフが駐在しておりケアが手厚いため、毎年満足度も
高い人気の語学学校です。初めての留学を検討してる方にも
おすすめです。

※受講はデジタル教材を使用するためノートパソコン、キーボードがついたモバイ
ル機器が必要になります。

4 Global College
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:458,000円
・出願料・授業料 (週22.5時間）教科書代・滞在先手配
費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週21食付）・空港送
迎費用・海外送金手数料・24時間安心サポート

バンクーバーのダウンタウン中心部に位置し、交通の便もよく、カ
フェや高級住宅街が周りに立ち並ぶ、安全でおしゃれな街並み
の一画にあります。授業は少人数制で、すべてのコースでスピー
キングに重点を置いています。

5 ILSC　Toronto
推奨スタート日:2月27日、3月27日、4月24日
※上記以外の日程を希望する場合はお問い合わせください
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:
①411,000円
②463,000円

出願料・授業料 (①週17レッスンまたは、②24レッスン　1レッ
スン50分)・教科書代・滞在先手配費・滞在費用（ホームス
テイ1人部屋/週21食付き）・空港送迎費用・海外送金手
数料・24時間安心サポート

世界中にキャンパスを持つ語学学校。幅広いネットワークから
様々な国の留学生を毎年受け入れています。ご自身の希望に
合わせ選択授業を受講することも可能です。（時期により開
講内容変動有。）

6
Bayswater（Stafford house
Toronto/Calgary)

毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:
Vancouver:446,000円
Toronto:439,000円
Calgary:429,000円

・出願料・授業料 (週20レッスン　1レッスン45分）教科書
代・滞在先手配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週21
食付）・空港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サ
ポート

トロントの中心地にあるモダンな建物の語学学校。学校は地
下鉄から直結した便利な場所にあり,コンビニストアなど買い物
もとても便利。国際都市トロントでの生活が味わえます。

7 English School of Canada
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:460,000円
出願料・授業料 (週22.5時間)・滞在先手配費・滞在費用
（ホームステイ1人部屋/週21食付き）・空港送迎費用・海
外送金手数料・24時間安心サポート

★初級～上級までクラス分けされた英語学習
★ご自身が上達したいスキルに特化したクラス選択が可能
★文法、ライティングに特化して勉強したい方にもおすすめ。

※教科書別途現地購入が必要

8 VGC International College
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:458,000円
出願料・授業料・教科書代・滞在先手配費・滞在費用
（ホームステイ1人部屋/週16食付き）・空港送迎費用・海
外送金手数料・24時間安心サポート

VGCは、これまでに60ヶ国から生徒を迎え、国際色豊かでアッ
トホームな雰囲気の中、しっかり勉強できる学校です。また、通
常の授業とは別に、放課後スタディラボという学習室が開講さ
れ、授業で分からない点を質問出来たり、宿題サポートを受け
ることが可能です。

9 FLS Boston Commons
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:668,000円
出願料・授業料 (週18レッスン　1レッスン50分)・滞在先手
配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食付き）・空
港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サポート

★名門大学が並ぶ学生街で落ち着いて勉強したい方
★放課後アクティビティも充実!ボランティア活動に参加するこ
とも可能。英語+αで何かやってみたい方におすすめ。

マルタ

渡航型プログラム（民間語学学校プログラム）

カナダ

アメリカ

2023年春休みACEJ短期語学研修プログラム一覧

渡航型プログラム（海外名門大学プログラム）

カナダ

アメリカ

アイルランド



10 CEL San Diego
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:593,000円

出願料・授業料 (週20レッスン　週15時間)・教科書代、滞
在先手配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食付
き）・空港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サポー
ト

★少人数制のクラスで先生との距離が近く、自分のペースで勉
強したい方
★校内はEnglish Only Policyが徹底!母国語を話してし
まうのではという心配も不要。

11 Global Village Hawaii
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:594,000円

出願料・授業料 (週20レッスン　週16時間)・教科書代・滞
在先手配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食付
き）・空港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サポー
ト

★放課後アクティビティ充実!サーフィンやフラダンス、イルカと
泳ぐツアーやハイキング、離島ツアーなど自然あふれる温暖な気
候で、楽しみながら英語力を向上させることができます。（一
部アクティビティ追加費用必須）

12
Wimbledon School of
English

毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:614,000円

授業料 (週24レッスン　1レッスン50分)・ 滞在費用（ホーム
ステイ1人部屋/週14食付）・出願料・空港送迎費用・滞在
先手配費・教科書代・海外送金手数料・24時間安心サポー
ト

★ロンドンから電車で10分弱の田園都市。落ち着いた雰囲気
の中でしっかり勉強した方におすすめ。
★ヨーロッパからの学生も多く受け入れています。

13 Studio Cambridge
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:①527,000円
②565,000円

授業料 (①週20レッスンまたは②週28レッスン　1レッスン45
分)・ 滞在費用（ホームステイ1人部屋/週16食付）・出願
料・空港送迎費用・教科書代(ハンドアウト）・海外送金手
数料・24時間安心サポート

★学生の街ケンブリッジでもっとも古くからある歴史ある語学学
校。
★街の中心からもほど近い好立地。
★アットホームな環境で先生との距離も近い。

14 IH London
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:630,000円
授業料 (週20レッスン　1レッスン55分)・ 滞在費用（ホーム
ステイ1人部屋/週14食付）・出願料・空港送迎費用・滞在
先手配費・海外送金手数料・24時間安心サポート

★コミュニケーション重視のディスカッション、グループワーク実施。
★文法・語彙に焦点を当てたレッスン
★ソーシャルプログラム、カンバセーションクラブなど課外活動が
充実
★講師との個別相談で先生との距離が近い

15
International House
Newcastle

毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:427,000円
授業料 (週20レッスン　1レッスン55分)・ 滞在費用（ホーム
ステイ1人部屋/週14食付）・出願料・空港送迎費用・滞在
先手配費・海外送金手数料・24時間安心サポート

★ニューカッスルの街中にある語学学校。
★学校周辺には、映画館やカフェ、レストランなどのお店が並
び、 交通の便も良く、落ちついた環境の中勉強をすることがで
きます。

16 LSI Portsmouth
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:465,000円
授業料 (約22.5時間/週)・ 滞在費用（ホームステイ1人部
屋/週14食付）・出願料・空港送迎費用・教科書代・海外
送金手数料・24時間安心サポート

★学術的および専門的なニーズに合わせて、一般英語コー
ス、IELTS やケンブリッジ英語検定の準備コース、専門とビジ
ネス英語、大学の学業準備などコースは様々。
★ポーツマス、イングランドの美しい南海岸に活気と歴史的な
大学の街に位置しています。

17
Kaplan International
languages Dublin

毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:477,000円

授業料 (①週20レッスン　1レッスン45分)・ 滞在費用（ホー
ムステイ1人部屋/週14食付）・教科書代・出願料・空港送
迎費用・滞在先手配費・海外送金手数料・24時間安心サ
ポート

★アイルランドの首都ダブリンの中でももっとも有名なテンプル
バー地区に位置する語学学校。
★アイリッシュパブの聖地としても知られる観光名所の中で自
然にも囲まれながらアイルランドの伝統文化を満喫しながら、質
の高い英語を学べます。

18 Emerald Cultural Institute
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:491,000円

授業料 (週20レッスン　1レッスン60分)・ 滞在費用（ホーム
ステイ1人部屋/週16食付）・出願料・空港送迎費用・滞在
先手配費・海外送金手数料・24時間安心サポート
※テキストは別途現地購入が必要です。（~€45)

★日本語スタッフ在住初めての留学でも安心してご参加頂け
ます。
★60か国以上から集まった学生とともに国際色豊かなクラスで
学ぶ

19 IH Sydney
毎週月曜日開講(4週間以上必須）
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:495,000円
授業料 (週20レッスン)・ 滞在費用（ホームステイ1人部屋/
週16食付）・教科書代・出願料・空港送迎費用・滞在先手
配費・海外送金手数料・24時間安心サポート

★世界各地にキャンパスをもつ大規模な教育機関。
★シドニーのダウンタウンに位置し、バス停から徒歩５分と交通
の便にも恵まれています。
★有名なシドニータワーやオペラハウスなどにも歩いて行くことが
できます。

20 IH Melborne
毎週月曜日開講(4週間以上必須）
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:472,000円
授業料 (週20レッスン)・ 滞在費用（ホームステイ1人部屋/
週16食付）・教科書代・出願料・空港送迎費用・滞在先手
配費・海外送金手数料・24時間安心サポート

★世界各地にキャンパスをもつ大規模な教育機関。メルボルン
のビジネス街中心部に位置し、公共交通機関から徒歩数分
のところにあるため放課後の時間を利用して市内散策も楽しむ
ことができます。すべての教室には最新のオーディオビジュアル機
器が導入されており、学習環境も充実しています。

21 IH Adelaide
毎週月曜日開講(4週間以上必須）
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:426,000円
授業料 (週20レッスン)・ 滞在費用（ホームステイ1人部屋/
週16食付）・教科書代・出願料・空港送迎費用・滞在先手
配費・海外送金手数料・24時間安心サポート

★世界各地にキャンパスをもつ大規模な教育機関。南オース
トラリアの州都でもあるアデレードは非常に穏やかな気候で過ご
しやすくなっています。

22 ILSC Melborne
推奨スタート日:2月27日、3月27日、4月24日
※上記以外の日程を希望する場合はお問い合わせください
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:503,000円

出願料・授業料 (週24レッスン　1レッスン50分)・教科書代・
滞在先手配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食
付き）・空港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サ
ポート

世界中にキャンパスを持つ語学学校。幅広いネットワークから
様々な国の留学生を毎年受け入れています。ご自身の希望に
合わせ選択授業を受講することも可能です。（時期により開
講内容変動有。）

23 ILSC Brisbane
推奨スタート日:2月27日、3月27日、4月24日
※上記以外の日程を希望する場合はお問い合わせください
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:487,000円

出願料・授業料 (週24レッスン　1レッスン50分)・教科書代・
滞在先手配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食
付き）・空港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サ
ポート

世界中にキャンパスを持つ語学学校。幅広いネットワークから
様々な国の留学生を毎年受け入れています。ご自身の希望に
合わせ選択授業を受講することも可能です。（時期により開
講内容変動有。）

24 ILSC Sydney
推奨スタート日:2月27日、3月27日、4月24日
※上記以外の日程を希望する場合はお問い合わせください
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:503,000円

出願料・授業料 (週24レッスン　1レッスン50分)・教科書代・
滞在先手配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食
付き）・空港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サ
ポート

世界中にキャンパスを持つ語学学校。幅広いネットワークから
様々な国の留学生を毎年受け入れています。ご自身の希望に
合わせ選択授業を受講することも可能です。（時期により開
講内容変動有。）

25
Language International
Auckland

毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:①432,000円
②391,000円

出願料・授業料 (①週20レッスンもしくは②週10レッスン　1
レッスン60分)・教科書代・滞在先手配費・滞在費用（ホー
ムステイ1人部屋/週16食付き）・空港送迎費用・海外送金
手数料・24時間安心サポート

国内最大の都市であるオークランドにある歴史ある語学学校。
オークランドの中心部の広々とした敷地に点在する、エレガント
で歴史的な建物を校舎として使用し、個人のレベルに合った、
質の高いレッスンを提供しています。

26
Worldwide School of
English

毎週月曜日開講(4週間以上必須）
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:423,000円

出願料・授業料 (週20レッスン　1レッスン60分)・教科書代
（ハンドアウト）・滞在先手配費・滞在費用（ホームステイ1
人部屋/週16食付き）・空港送迎費用・海外送金手数料・
24時間安心サポート

1989年設立の語学学校。オークランド市内に位置しており、
港、ショップ、バスターミナル、駅、レストラン、映画館まで徒歩
圏内。通学には最適です。クラスはスピーキング重視のカリキュ
ラム、常に教師と生徒全員が楽しく最高の環境で学べる雰囲
気づくりを心がけています。

27 EC Malta
毎週月曜日開講
（月曜日現地祝日の場合は火曜日スタート）

4週間:431,000円

出願料・授業料 (週20レッスン/15時間)・教科書代・滞在
先手配費・滞在費用（ホームステイ1人部屋/週14食付
き）・空港送迎費用・海外送金手数料・24時間安心サポー
ト

EC Maltaは1991年設立。マルタにある語学学校の中でも大
規模校で、リーダー的存在の同校は、コースの種類が豊富なう
え、アクティビティも数多く催されています。学校は2016年に改
装されたばかりの近代的な校舎。観光客にも人気のレストラン
やホテル、カジノがあるセントジュリアンにあります

オーストラリア

ニュージーランド

マルタ

オンライン留学プログラム（世界名門大学）※日本時間で表示

アメリカ

イギリス

アイルランド



1
カリフォルニア大学デービス
Continuing and Professional
Education

2023年1月14日～2月11日（4週間）
2023年2月18日～3月18日（4週間）
*初日はオリエンテーション日です。翌週より授業スタートになります。
ライブ授業（毎週火曜日～土曜日）日本時間8:00~11:50（火~
金）、8:30~10:00（土）
毎週火,土曜日11:30-12:20 カンバーセーションクラブ有り

4週間:325,000円
※授業料（約19.8時間/週）、海外送金手数料、プログラ
ム受講に必要な資料、サポート費含む

選べる二つのコース
①異文化コミュニケーション（アメリカ文化、昨今の環境/社会
問題、SDGｓを勉強したい方）
★クラス内にて現地学生との交流有
②STEM（将来科学者、エンジニアを目指す方）
★クラス内にて現地学生との交流有

2
オレゴン大学
Center for Applied Second
Language Studies

2023年2月7日～2月18日（2週間）
2023年2月14日～2月25日（2週間）
2023年2月21日～3月4日（2週間）
2023年3月7日～3月18日（2週間）
2023年3月14日～3月25日（2週間）
ライブ授業（毎週火・土）　週2回のオンラインミーティング※コースにより
時間が異なります。

2週間:
単位取得型:136,000円
②単位無し:85,000円
※①単位取得とは、オレゴン大
学で使用できる単位になります。
在籍大学へ単位換算できるもの
ではございません

※授業料（約2時間/週ライブ授業+約20時間/週の自己
学習）、海外送金手数料、プログラム受講に必要な資料、サ
ポート費含む

★現地学生との交流
★ゲストスピーカーを招いた聴講
★選べる二つのコース（SDGs/異文化コミュニケーション）

3
サンフランシスコ州立大学
American Language
Institute

2023年1月10日～2月3日（4週間）※1/10スタート2週間から参加
可能
2023年2月14日～3月10日（4週間）※2/14スタート2週間から参
加可能

ライブ授業（毎週火曜日～金曜日）
日本時間9:30~14:20

2週間:153,000円
3週間:209,000円
4週間:264,000円

※授業料（約15~16時間/週）、海外送金手数料、プログ
ラム受講に必要な資料、サポート費含む

★現地学生と交流できる
★英語を使ってアメリカ文化、ポップカルチャー、IT、ビジネスに
ついて学ぶ
★ゲストスピーカーを招いた討論実施

4
ブリティッシュコロンビア大学
English Language Institute

2023年2月21日～3月16日（4週間）
ライブ授業（毎週火曜日～金曜日）
日本時間9:00~12:45
※3月12日以降
サマータイムのため8:00~11:45

4週間:309,000円
※授業料（約21時間/週）、海外送金手数料、プログラム
受講に必要な資料、サポート費含む

★現地学生と交流できる
★英語を使ってカナダの社会・環境問題、SDGｓについて学
ぶ
★放課後アクティビティの充実

5
トロント大学
English for Effective
Communication

2023年1月10日～2月3日（4週間）
2023年2月7日～3月3日（4週間）
ライブ授業（毎週火・水・金曜日）
日本時間21:00~23:30

4週間:174,000円
※授業料（約7.5時間/週）、海外送金手数料、プログラム
受講に必要な資料、サポート費含む

★現地学生との交流
★英語4技能を基礎からしっかり学びたい方へおすすめ
★放課後アクティビティの充実

【渡航注意点】
・各国・地域のコロナウィルス感染症/各国の情勢に関する方針等急きょ変更が出た場合、授業が対面からオンライン実施に移行、または予定通りの渡航が叶わないまたは可能性があります。

※プログラム費用に含まれていないもの:往復航空券代、海外留学保険代、お小遣い等、日本国籍の場合、アメリカ:ESTA、カナダ:eTA、オーストラリア:ETAS、ニュージーランド:NZeTAが必要　※詳細は個別カウンセリング時にお伝えいたします。今後の各国の条件によっては、プログラム費用に
加えて追加費用が発生する可能性がございます。
※航空券・保険は、ACEJ提携旅行/保険会社よりご案内をさせて頂きます。自己手配はご遠慮いただいております。
★航空券手配は、滞在アレンジと日程が決定次第、提携の旅行会社へ依頼しますので、フライトスケジュールにより指定のチェックイン時間に間に合わない場合には追加費用が別途必要になる場合があります。

※上記スケジュール・時間数・プログラム費・開講状況などは予告なく変更・満席となる場合があります。
【参加条件】
※留学先の定める入国条件（例:到着後の自己隔離、事前のPCR検査など）
・海外受入機関の許可および受入状況の確認（滞在先、授業形態および感染予防対策など）
・到着後に自己隔離が必要な場合は、その手順および滞在先の確保、追加費用がかかる可能性ございます。
・在籍大学の定める条件
・保護者の承認
・ACEJ及び危機管理会社と常時24時間連絡が取れる体制
・ACEJ及び海外受入機関との緊急連絡体制　など
・上記記載期間以上の現地滞在（※3~4週間に加え、現地での自己隔離がない場合でも日本帰国後に自己隔離期間が必要となる可能性がございます。）
※詳しい詳細はカウンセリング時にご案内致します。

カナダ


