2016年夏休み

小中高生短期留学

夏休みイチオシプログラム

アクティビティ(遠足)代が含まれます！

ブラウンズ イングリッシュ
ランゲージスクール

オーストラリア ゴールドコースト

10～17才

日本人スタッフ

世界的に有名なサーフビーチで知られるゴールドコースト。キャンパス近くにはカフェやショッ
プ、バス停などがあり、とても便利なロケーションです。新しくモダンな校舎には40台のコン
ピュータ、高速インターネット、最新の学習ソフトウェアなどが完備されています。
午前中の英語レッスンはグループワークを多く取り入れた会話中心の授業です。毎日日替わり
の午後のアクティビティはオーストラリア文化を体験できる内容になっており、毎週土曜日は郊
外へ日帰り観光に出掛けます。
対象年齢
コース期間
開講日
滞在方法
食事回数
通学方法
レッスン時間
日本人スタッフ

1週間
2週間
3週間
4週間

英語レベル 初級～上級(1～3クラス)
10～17才
滞在先IN／OUT 日曜IN／日曜OUT
1～6週間
7/11～8/19の毎月曜日
ホームステイ(個室)
週21食
ホストファミリーによる送迎
週15時間
いる

¥203,000
¥291,000
¥379,000
¥467,000

カナダ

アクティビティ
［平日午後］ショッピング、市内観光、ピクニック、ミニゴルフ、蝋人形博物館、カップケーキ作りなど
［週末］世界遺産の森でハイキング、ドリームワールド、カランビン野生生物保護園など

ビクトリア

スチュワート カレッジ オブ
ランゲージズ

13～18才

日本人スタッフ

学校はブリティッシュコロンビア州の州都ビクトリアの中心部に位置し、市内にある私立の語学
学校の中でも屈指の設備を備えています。会話力を伸ばすことに重点を置き、学校だけではな
く日常生活で実際に使える英語を目指して授業を行っています。全ての英語スキルを向上させ
ると共に語彙力や学習方法も習得します。13才～14才の方はティーン用の英語クラス、15才以
上の方は一般英語のクラスでの授業となります。
またアットホームな雰囲気の中で、午後からはスポーツや観光など多彩なアクティビティに参加
できます。
対象年齢
コース期間
開講日
滞在方法
食事回数
通学方法
レッスン時間
日本人スタッフ

英語レベル 初級～上級
13～18才
滞在先IN／OUT
2～4週間
土曜・日曜IN／土曜・日曜OUT
6/27～8/15の毎月曜日
ホームステイ（個室）
週21食
公共交通機関利用
週22.5時間
いる

13～14才
15～18才
2週間
¥272,000 2週間
¥262,000
3週間
¥349,000 3週間
¥336,000
4週間
¥414,000 4週間
¥399,000
アクティビティ
［平日午後］スポーツ：サッカー、テニス、バスケットボール、カヤック、ドラゴンボート、ロッククライミングなど／
観光：ホエールウォッチング、クレイグダロックキャッスル、エミリー・カーの生家、フィッシャーマンズワーフ、知事公邸庭園、ダウンタウ
ンツアー、動物園、アフタヌーンティー、バンクーバー市内ツアーなど

◆料金に含まれるもの 安心サポート料、授業料、ホームステイ代、現地空港送迎費用、アクティビティ(課外活動、遠足)代
◆料金に含まれないもの 航空券代、出入国税、燃油特別付加運賃、おこづかい、海外旅行保険、日本国内の交通費、観光ビザ代

～インターサポート 2016年夏休み 小中高生短期留学～

中学・高校留学体験プログラム
スケジュール

日本が夏休みの時、南半球のオーストラリアとニュージーランドは3学
期が始まったばかり。海外の学校生活に憧れがある方や英語が大好き
な方、将来高校留学を考えている方にぴったりのプログラムです。
英語力は初級から参加できます。英語クラスと現地の生徒と一緒の授
業を組み合わせます。英語力に合わせて受ける授業が決まります。
学校には留学生担当の先生やスタッフがいるので困ったことがあれば
いつでも相談できます。ホームステイは専任のコーディネーターがお世
話します。どちらの国もホストファミリーは事前のチェックが行われ、無犯
罪証明書などの提出が義務付けられているので安心です。
ニュージーランドとオーストラリアのほとんどの高校では日本語を第2
外国語として授業に取り入れているので、日本語が話せたり、日本に興
味のある生徒が多く、学校生活に溶け込みやすいのが特徴です。
通学には日本の学校の制服を着用します。

土曜日 日本出発
空港到着(スタッフまたはホストファミリーが出
日
迎え)
月

午前：オリエンテーション、英語レベル確認
午後：授業参加

英語クラスや一般授業を体験(9:30～15:00頃)
希望によりクラブ活動
土、日 ホストファミリーと過ごします。
2週目以降も同様のスケジュール
空港へ(スタッフが空港へ送迎し、チェックイン
帰国日
手続き)

火～金

基本情報
学期

4学期制。1学期は約10週間。

ニュージーランド：11年生=高校1年、12年生=
高校2年、13年生=高校3年生
教育制度
オーストラリア：10年生=高校1年、11年生=高
校2年、12年生=高校3年生
数学、理科(生物、化学、物理)、歴史、地理、
一般授業 美術、音楽、演劇、体育、家庭科、技術、コン
ピュータなど

インターサポート一番のお薦めプログラム
人気の秘密は現地サポートの充実度
日本人スタッフが空港の往復送迎や学校訪問を行います。
ホームステイや学校生活についてフォローし、日本のご家族
にお子様の様子をお知らせします。滞在中は24時間サポー
ト！困ったことがあればいつでも相談できます。

初めての学校でもバディがいるから安心！
バディ（友だち）がついてくれるシステムがあるので初日から
学校生活に馴染むことができます。
学校の授業は、英語力に合わせて、英語クラスと一般クラ
スを受講し、一般クラスにはバディと一緒に参加します。

ニュージーランド
オークランド

ラザフォード高校

日本人スタッフ

中学1年～高校3年

オークランドの中心から15分。大きな校庭、体育館、プールなどのス
ポーツ設備が充実している学校です。留学生用校舎を昨年新築、専
任のスタッフが留学生のサポートを行っています。留学生担当教師
Katrinaは日本語が堪能。長期の留学生が60人ほど在籍している学
校です。

2週間
3週間

土曜日発
¥309,000
¥364,000

オーストラリア
パース

ケアリー・バプティスト高校

日本人スタッフ

中学1年～高校3年

パースの中心から南へ約25分の新興住宅地域に位置する比較的新
しい学校です。幼稚園から高校までの一貫教育校でキリスト教系の
私立校。日本語教育にも力を入れており、熱心な教師が多い学校で
す。勉学とスポーツの両方に力を入れており、地元の学生の受け入
れも定員枠を超える応募があるほどの人気校です。

2週間
3週間

土曜日発
¥342,000
¥405,000

■開講日 毎週月曜日
■英語レベル 初級以上
■学校種別 私立高校(共学)
■学校 8：30～15：00
■ホームステイ 週21食

ニュージーランド
オークランド

セントドミニク女子高

日本人スタッフ

中学1年～高校3年

11～18歳までの女子学生が通うクリスチャンの私立高校。自立した
女性となるためにアカデミックなカリキュラムを提供するだけでなく、
スポーツや文化にも力を入れている学校です。緑あふれる住宅街に
あり、校舎も新しく、設備が整っています。

2週間
3週間

土曜日発
¥324,000
¥385,000

■開講日 毎週月曜日

■開講日 毎週月曜日

■英語レベル 初級以上
■学校種別 公立高校(共学)
■学校 8：30～15：00
■ホームステイ 週21食

■英語レベル 初級以上
■学校種別 私立高校(女子)
■学校 8：30～15：00
■ホームステイ 週21食

◆料金に含まれるもの 安心サポート料、授業料、ホームステイ代、現地空港送迎費用
◆料金に含まれないもの 航空券代、出入国税、燃油特別付加運賃、おこづかい、海外旅行保険、日本国内の交通費、観光ビザ代

～インターサポート 2016年夏休み 小中高生短期留学～

夏休み特別プログラム
アメリカ
ロサンゼルス

FLS インターナショナル
日本人スタッフ

15～18才

「Discover California」は世界各国から多くの方が参加する大人気の英
語研修＋ホームステイのプログラム。午前中に英語授業を行い、午後
はキャンパスでスポーツしたり、ハリウッドやダウンタウンなどへ課外
ツアーに出かけます。ホストファミリーは、厳選されたベテランファミ
リーをご紹介。日常英会話の向上とアメリカンライフを体験できます。
遠足：ディズニーランド、ユニバーサルスタジオ、ハリウッド、ビバリーヒルズ、
パサデナなど
（参加する週によって、遠足の内容が異なります。)

日曜日発

1週間
¥265,000
2週間
¥411,000
3週間
¥556,000
■開講日：8/1～8/29の毎月曜日
■英語レベル：初級以上
■英語レッスン：週15時間
■ホームステイ（相部屋）：週14食

オーストラリア カプランインターナショナルカレッジ
ケアンズ

日本人スタッフ

１2～15才

グレートバリアリーフで有名なケアンズは、熱帯雨林の山々ときらめく
サンゴ礁の海が広がる街です。国際的なクラスで受ける週12時間の
英語レッスンではスタッフが生徒各自の進度をモニターし細かな指導
を行っています。また1週間に4～5つのアクティビティを用意しており、
2週間に1回は週末に校外学習が企画されています。 コース修了時に
は修了証書が与えられます。
遠足：ケアンズの街や周辺散策、ビーチ・トリップ 、グリーンアイランド、
スイミング、エクスチェンジ・トリップ(地元の学校を訪問する文化交流)など
（参加する週によって、遠足の内容が異なります。)

土曜日発

1週間
¥170,000
2週間
¥233,000
■開講日：8/1、8/8
■英語レベル：初級以上
■英語レッスン：週12時間
■ホームステイ：週21食

カナダ
バンクーバー

アクティビティ(遠足)代が含まれます！

アメリカ
ボストン

FLS インターナショナル
スタッフおすすめ

15～18才

「Boston Summer」はボストンの中心部にある100年以上の歴史を誇る
フィッシャーカレッジで開催。キャンパス内の寮に滞在します。寮では2
～4名が同部屋となります。テレビラウンジやゲームルームなどが寮内
にあり、世界各国からの参加者と友だちになれるチャンスがあります。
午前中は徒歩5分の距離にあるFLSセンターで英語レッスン、午後は毎
日様々なアクティビティに参加します。
遠足：フリーダムトレイル、ファヌール・ホール、クインシー・マーケット、
ボストンダックツアー、ハーバード大学など
（参加する週によって、遠足の内容が異なります。)

日曜日発

1週間
¥270,000
2週間
¥419,000
3週間
¥569,000
■開講日：6/27～8/1の毎月曜日
■英語レベル：初級以上
■英語レッスン：週15時間
■寮（相部屋）：週14食

オーストラリア
ヌーサ

レクシス イングリッシュ
日本人スタッフ

13～17才

ゴールドコーストに次ぐ観光地として知られるサンシャインコーストの
北端に位置するヌーサは、アウトドアアクティビティが楽しめるリゾート
地です。午前中は英語レッスン、午後は毎日異なるアクティビティに参
加し、各国からのクラスメイトと交流を深めます。
遠足：ボート、マウンテンバイク、ビーチバレー、カヤック、サーフィン、
野生コアラとの触れ合いなど
（参加する週によって、遠足の内容が異なります。)

土曜日発

1週間
¥227,000
2週間
¥295,000
3週間
¥362,000
4週間
¥430,000
■開講日：7/4～8/22の毎月曜日
■英語レベル：初級以上
■レッスン：週15時間
■ホームステイ：週21食

キング ジョージ インターナショナル ニュージーランドロトルアイングリッシュランゲージアカデミー
13～18才
日本人スタッフ
8～１7才
スタッフおすすめ
ロトルア

カナダの名門ブリティッシュコロンビア大学(UBC)で開催。テーマは「グ
ローバルリーダーの養成」です。世界中から集まる仲間と一緒に学ん
で、自信を持って英語が使えるようになります。滞在はUBCの寮です。
3泊4日のカナディアンキャンプもセットになっているので、カナダの大
自然も満喫できます。
遠足：カナディアンキャンプ(3泊4日)、グロウスマウンテンハイキング、
バンクーバー市内観光、カヤックなど
（参加する週によって、遠足の内容が異なります。)

ロトルアは大自然と温泉で有名な観光地です。このコースでは午前中
に英語を勉強し、午後は様々なアクティビティに参加します。マオリの
ショーや湖でのクルーズやジェットボード、温泉プールなど、ロトルアな
らではの楽しみが満載です。
遠足：マオリショー、牧羊ショー、乗馬、ジェットボート、温泉地帯、リュージュ、
温泉、クルーズなど
（参加する週によって、遠足の内容が異なります。)

土曜日発

月曜日発

8～12才
2週間
¥341,000
3週間
¥456,000
4週間
¥574,000
■開講日：7/4、7/11、7/18、7/25
■英語レベル：初級以上

13～17才
2週間
¥326,000
3週間
¥441,000
4週間
¥551,000
■英語レッスン：週12時間
■寮（相部屋）：週21食

13～15才
1週間
¥185,000
2週間
¥254,000
3週間
¥323,000
4週間
¥358,000
■開講日：毎週月曜日
■英語レベル：初級以上

16～18才
1週間
¥184,000
2週間
¥251,000
3週間
¥318,000
4週間
¥351,000
■レッスン：週15時間
■ホームステイ：週21食

◆料金に含まれるもの 安心サポート料、授業料、ホームステイ代、現地空港送迎費用、アクティビティ(課外活動、遠足)代
◆料金に含まれないもの 航空券代、出入国税、燃油特別付加運賃、おこづかい、海外旅行保険、日本国内の交通費、観光ビザ代

～インターサポート 2016年夏休み 小中高生短期留学～
イギリス
ロンドン

イギリス

フランシスキングスクールオブイングリッシュ

スタッフおすすめ

ボーンマス

13～17才

ロンドン中心部にあるロンドン大学のキャンパスを利用して行われ、
都会の中とは思えない落ち着いた雰囲気で滞在できます。英語レッス
ンに加え「スポーツ、ファッション、ロンドンの文化」のテーマから1つ選
択し、それに関連したワークショップやアクティビティが用意されていて
います。週末や放課後には多彩な交流イベントにも参加できます。

アングロ コンチネンタル
日本人スタッフ

10～18才

ボーンマスは、ロンドンから電車で南へ2時間ほどの美しい海岸線沿
いにあるイギリスでも人気のリゾートタウンで、キャンパスは街やビー
チまで徒歩圏内にあります。短期間で英語の習得とアクティビティやイ
ギリスでの生活を体験したい人に最適のプログラムです。
遠足：ロンドン観光、ボーンマス散策、ストーンヘンジ、バース、オックスフォード、
ウィンチェスター、キングストンレイシー、ニューフォレスト国立公園など
（参加する週によっては、スケジュールされていないものもあります。)

遠足：ロンドン観光、ファッション博物館やヴィクトリア＆アルバート美術館訪問、
アーセナルスタジアム見学ツアーなど
（参加する週によっては、スケジュールされていないものもあります。)

日曜日発

日曜日発
2週間
¥501,000
3週間
¥708,000
■開講日：6/27、7/11、7/25
■英語レベル：初級以上
■レッスン：週20時間
■寮（個室）：週21食

10～15才
2週間
¥387,000
3週間
¥527,000
4週間
¥649,000
■開講日：6/6～8/15の毎月曜日
■ホームステイ（相部屋）：週21食

16～18才
2週間
¥296,000
3週間
¥393,000
4週間
¥490,000
■レッスン：週15時間
■英語レベル：初級以上

◆料金に含まれるもの 安心サポート料、授業料、ホームステイ代、現地空港送迎費用、アクティビティ(課外活動、遠足)代
◆料金に含まれないもの 航空券代、出入国税、燃油特別付加運賃、おこづかい、海外旅行保険、日本国内の交通費、観光ビザ代

参加資格：12才以上
先生のお家でホームステイ
アメリカ・カナダ・イギリス・オーストラリア・ニュージーランド
■料金※16才以上の料金。詳しくは別パンフレットをご覧ください
１日追加
国・エリア
7泊8日
アメリカ(西海岸)
¥246,000 ¥25,000
¥246,000 ¥25,000
カナダ(バンクーバー)
¥287,000 ¥17,000
イギリス(ロンドン)
¥269,000 ¥14,000
イギリス(ロンドン以外)
¥242,000 ¥12,000
オーストラリア
¥284,000 ¥16,000
ニュージーランド

有資格の先生の家にホームステイしながらマンツーマ
ンのレッスンを受けるプログラムです。週15時間のレッ
スンの他、食事をしながらやテレビを観ながらなど、い
つでも英語を使うチャンスがあります。
自分のレベルとスピードに合わせて学べるので、短期
間で英語力を身に付けられるのが大きな魅力。

ホームステイ先はどんな家庭？
ペット（犬・猫など）のアレルギーがないか、子供がいるお宅は大丈夫か、喫煙・禁煙の
希望、その他リクエストなどを伺ってからホストファミリーを探していきます。約1～2週間
程でホストファミリーが決まります。（ピーク時除く）

■英語レベル 初級以上

■レッスン 週15時間

■食事 週21回

※現地空港送迎往復付き

サンプルスケジュール

Day 1

レッスン内容は？
レッスン内容は到着後に先生と相談するか、申込時に希望を出すことができます。出発
前に先生とメールや手紙でやり取りをし、どのような事を学びたいのか、滞在中にどこに
行きたいか、趣味は何かなどを伝えておくのもいい方法です。

Day 2～7

◆料金に含まれるもの 安心サポート料、授業料、ホームステイ代、現地空港送迎費用
◆料金に含まれないもの 航空券代、出入国税、燃油特別付加運賃、おこづかい、海外旅行保
険、日本国内の交通費、観光ビザ代

Day 8

知って安心のＱ&Ａ

空港でホストファミリーがお出迎え！
朝：トーストやシリアルなどの軽い食事
午前：1対1のプライベートレッスン
昼：ランチ
午後：アクティビティ／ホームワーク
夜：ホストファミリーと夕食
夕食後はテレビや映画を見たり、
ゲームを楽しみます。
ホストファミリーと一緒に空港へ

ほかにご質問がありましたらお気軽にお問合せください。

Q 参加してみたいけど、英語に自信がありません・・・。
グループリーダーが同行するプログラムがお薦めです。日本人スタッフの

Q おこづかいはどのくらい必要ですか？
アクティビティ(遠足)代が含まれるプログラムの場合：３～５万円

A いる学校も何かあったときにすぐに相談できるのでとても安心。

A アクティビティ(遠足)代が含まれないプログラムの場合：６～８万円（週末のア

Q ホームステイが初めてで心配です。

Q 事前にホストファミリーってわかるの？

ホストファミリーは留学生の受け入れ経験のある家族なので安心です。積

A 極的にコミュニケーションをとって、自分の気持ちを伝えましょう。

クティビティ代が1回５千円程かかります）

ご出発前に現地の住所や電話番号、家族構成などをお伝えできます。日本

A からメールやお手紙を送って自己紹介をしてみましょう。

わからないことがあったら
聞いてくださいね！

(株)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
営業時間：平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み

