2018年度

オーストラリア短期留学2019
語学＆グローバルキャリア研修

研修期間

2019年2月3日(日)～2月17日(日) 15日間
2019年2月3日(日)～2月24日(日) 22日間

または

研修地 ： オーストラリア クーランガッタ
研修先 ： 国立サザンクロス大学 ゴールドコーストキャンパス

海外研修は、将来国内・外のグローバルな社会で活躍することを目標にしています。
英語の勉強もちろん様々な経験ができ、広い視野を身につけるために最適のプログラムです。

1/4(金)

海外研修の特徴と参加メリット
「やる気」がアップ

「就活」に有利

海外で異文化を体験すると、視野が
広がり、新しい自分を発見でき、未来
の可能性が広がります。

“もっともっと勉強したくなった！”
“また海外に行きたい！”
海外経験は次の目標を明確にしてく
れます。

“学生時代に頑張ったことは？”と就活
でよく聞かれます。そんな質問にもしっ
かり答えられる経験ができます。

「英語で生活」を実体験

現地の企業訪問

現地大学生との交流

現地の企業(ホテル)を訪問し、マーケ
ティング戦略を聞いたり、顧客サービ
スの現場を見せてもらいます。

グループごとにテーマを決めて英語で
意見交換を行います。新しい考えを聞
いて多様性を理解し、可能性を広げま
す。

「可能性」の幅が広がる

異文化の中、英語で生活することで自
己表現力、国際感覚、コミュニケーショ
ン力が身につきます。同じクラスの留
学生と積極的に交流することで、海外
の友達を増やす機会にもなります。

個人研究

小学校訪問

個人でテーマを決めて研究を行い、
帰国後レポートをまとめ、研修発表
会で成果を報告します。 例：移民難
民問題、学生のキャリアプラン、労働時
間の比較

日本語を勉強している小学生に日本
文化や日本語を教えます。英語でコ
ミュニケーションし、日本にますます
興味を持ってもらいましょう。

インターサポートのスタッフが次のことをレク
チャーいたします。①個人研究の課題設定や研
究方法 ②小学校訪問で行う文化交流の内容やプ
レゼンテーションの仕方 ③オーストラリアの生活に
ついて ④海外体験を就職活動や今後のキャリアに

ゴールドコースト

研修を通しての学びや体験を英語で
プレゼンテーションします。異国・異文
化のなかでの成長を感じられることで
しょう。

インターサポートは事前研修を大切
にしています。

事前研修
事前研修

研究成果発表会

無料英語レッスン
インターサポートのオフィスで毎週水
曜日と隔週金曜日に英語レッスンが
あります。出発前はもちろん、帰国
後1年間もずっと無料！何回でも参
加してしっかり英語力UP！

研修先
サザンクロス大学（Southern Cross University）

クイーンズランド州にある世界的観光
地。有名な白砂のビーチは57キロも続
きます。テーマパークや大型商業施設
など見所が豊富です。治安もよくバス
やトラムなど公共交通を使って観光で
きます。2月は夏で高温多湿な時期と
言われますが日本ほどの湿気は無く過

最も権威あるイギリスのTimes Higher Education誌の世界の大学ラン
キングで500位以内に入る、オーストラリアではトップの地方大学で
す。オーストラリアの大学で初めて観光学を導入しました。そのほ
か、法学・教育学・福祉・経営学などの学科があります。留学生に対
する学業や生活面でのサポート体制は万全で、オーストラリアの留
学生の満足度ランキングでは過去3年間毎年ナンバーワンを取って
います。

ホームステイ

オリエンテーションウイーク

ホームステイは厳選されたフレンドリーな家庭ばかりで、同母
国語の学生は1人だけに制限されています。学校とホームス
テイ間は送迎がついています。食事は1日3食で、平日はラン
チボックスを持たせてくれます。

オーストラリアの新年度の開始は2月。2月21～23日は新学期のオリ
エンテーションウイークで、日本と同様クラブ紹介のブースや学校紹
介のブース、食べ物のブースが出るので、オーストラリアの大学生活
を現地の学生と一緒に楽しむことができます。

日程表
15日間と22日間で帰国日が変わります
日程

2/3
(日曜日)

1

都市

現地時間
正午

仙台駅発
東京駅着
東京駅発
成田空港駅着

活動内容
新幹線で東京へ
成田エクスプレスで成田空港へ

夜
成田空港発

チェックイン
ゴールドコースト空港へ出発。
機内泊

2/4
(月曜日)

2

ゴールドコースト空港着
クーランガッタ

朝

到着後、学校へ移動
*オリエンテーション
*英語レッスン(レベル別)
ホームステイ
泊

3
～
14
または

21

15
または

22

2/5
(火曜日)
～
2/16
(土曜日)
または
2/23
(土曜日)

クーランガッタ

2/17
(日曜日)
または
2/24
(日曜日)

ゴールドコースト空港発
成田空港着

＊英語レッスン(レベル別)
＊大学講義聴講・現地学生との交流会
＊キャリアセミナー(現地で活躍する日本人から)
＊文化交流(小学校訪問)
＊企業訪問(ホテル・現地企業などの視察)
＊研修成果発表会
＊週末はホストファミリーとお過ごしください
ホームステイ泊
朝
夕方

ホストファミリーが空港へお送りします。
成田空港へ出発。直行便
お疲れ様でした。成田空港解散
*新幹線、夜行バスなど仙台までの交通手段をご案内します

※スケジュールは変更されることがあります。

緊急時24時間体制ネットワーク
参加者

ホストファミリー

〈緊急時24時間サポート〉
添乗員
現地学校スタッフ
ジェイアイ保険現地オフィス

貴校

〈緊急時24時間サポート〉
インターサポート
ホープ会※

保護者

※インターサポートが加入している旅行業者の団体

・保険会社緊急対応
・指定病院
・日本国領事館
・現地警察

現地
日本
・保険会社緊急対応
・外務省
・観光庁観光産業課
・警察
・マスコミ対応

募集要項
旅行期間

2019年2月3日(日)～2月17日(日)15日間 ￥375,000 最少催行人数 15名

研修料金

2019年2月3日(日)～2月24日(日)22日間 ￥446,000

英語研修先
航空会社
宿泊

添乗員

最初の1週間

引率者 なし

オーストラリア クーランガッタ 国立サザンクロス大学 ゴールドコーストキャンパス
ジェットスター航空 エコノミークラス利用 団体料金
ホームステイ 1家庭1名 ただし、他国の留学生がいる場合があります。

《研修旅行代金に含まれるもの 》
1． 日程内記載の研修費用(授業料、アクティビティ代、交通費)
2． ホームステイ費用および食事1日3食
3． ホームステイ先から学校までの交通費
4． 研修3回
5． 観光ビザ取得費用
6． 記載の事前研修・事後研修費用
7． 国内交通費(仙台→成田)

8．
9．
10．
11．
12．
13．

往復国際線航空券費用(エコノミークラス利用)
空港使用料、出入国税
機内預け荷物手数料(往復) 20kgまで
燃油特別付加運賃 (3月現在\0)
企画旅行保険
添乗員経費

《研修旅行代金に含まれないもの 》
1． パスポート取得費用
5． 海外旅行保険
2． 日程表内に記載されていない項目の費用
6． 個人的性質を伴う費用(おこづかい)
3． 国内交通費(成田→仙台)
7． 超過手荷物料金(20kgを超える場合)
4． 旅行代金に含めた金額が変更になった場合、空港使用料・出入国税の追加料金

今後のスケジュール
10/25(木) 12:00まで
11/8(木) 16:20～17:50
11/22(木)
12/6(木) 16:20～17:50
1/4(金)
1/17(木) 16:20～17:50
2/3(日)
3/26(火)

※場所等は別途お知らせします。

書類の提出：①東北学院大学短期留学願書（短期留学志望理由も含む） ②パスポートコピー(現
在持っている方)、③成績通知書コピー(MYTGから出力できます。)
提出先：国際交流課(土樋または泉キャンパス)
第1回事前研修
申込金入金期限
第2回事前研修
残金入金期限
最終オリエンテーション、第3回事前研修
出発
レポート提出

お支払いと旅行契約の成立
申込金
旅行契約の成立
残金のお支払い

\30,000 (内金) 11/22(木)までにお振込みください。振込み先は別途案内いたします。
旅行会社申込書、申込金の受理をもって旅行契約の成立となります。
旅行代金から申込金を差引いた金額にその他の経費(海外旅行保険等)を加えたものを1/4(金) まで(旅行
開始の前日から起算して30日前まで)にお振込みください。

取消しについて
申込書提出後にお客様の都合により旅行契約を解除する場合に、以下の取消料と所要実費をお支払いいただきます。
・申込金ご入金後の取消し \30,000
・旅行開始の前日から起算してさかのぼって30日目以降～15日目にあたる日まで 旅行代金の30％以内
・旅行開始の前8日以降～14日目にあたる日まで 旅行代金の費用の50％以内
・旅行開始の前7日以内～当日 旅行代金の100％以内
・上記旅行条件に記載の無い事項につきましては標準旅行約款、旅行条件の定めるところによります。

参加の問合せ先
主催
泉キャンパス 国際交流係
土樋キャンパス 国際交流課
仙台市泉区天神沢2-1-1(1号館3階) 仙台市青葉区土樋一丁目3-1(ホーイ記念館2階)
Tel: 022-375-1243 Fax:022-375-1210Tel:022-264-6245

受注型企画旅行

企画・手配
総合旅行業務取扱管理者：浦沢みよこ

株式会社 インターサポート

宮城県知事登録旅行業3-234号

〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館ビル3F
Tel:022-214-6115 Fax:022-214-6117 E-mail:info@ispt.co.jp URL:www.ispt.co.jp
営業時間：平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み

