
国立大学法人お茶の水女子大学

2017年度

短期語学研修

研 修 期 間 ： 2017年7月29日(土)〜9月4日(月) 38日間
最少催⾏⼈員 ： 10名（添乗員･教員同⾏なし）

研 修 費 用 ： 546,400円
★JASSO奨学⾦ 140,000円（対象者のみ）※
★お茶の⽔⼥⼦⼤学より補助⾦ 50,000円（対象者のみ）
※奨学⾦・補助⾦対象差引後の費用

短期語学研修

研修研修研修研修プログラムプログラムプログラムプログラム募集要項募集要項募集要項募集要項

※奨学⾦・補助⾦対象差引後の費用

※奨学⾦・補助⾦は、ご帰国後以降のお⽀払いとなります。
保 険 代 ⾦ ： 18,730円
研 修 実 施 校 ： UNSW Institute of Languages

ニューサウスウェールズ⼤学付属語学センター

研 修 内 容 ： 5週間の英語コース
「アカデミック イングリッシュ」

滞 在 方 法 ： ホームステイ
旅⾏企画・実施 ： 株式会社エイチ・アイ・エス

☑研修費用に含まれるもの
●⽇程表に掲載されている往復航空運賃（エコノミークラス）●授業料 ●ホームステイ費用
●現地コーディネーター費用 ●現地・空港間の送迎往復 ●食費（朝食･夕食）
●⽻⽥空港施設使用料(¥2,570-) ●現地出入国税(¥9,990-)
●燃油サーチャージ・航空保険料(¥7,400 *変動あり)

☑代⾦に含まれないもの
●海外旅⾏保険料 ●有料オプショナルアクティビティ費用
●個人的費用（昼食･外食費、通信費など）●旅券申請費用 ●ETAS代⾏申請代⾦ など

※上記は全て2017年4月1日現在のものです。為替レートの変動、参加⼈数変更、空港税新設、及び燃油額の変更が⽣じた場合は、差額を徴収させていただく場合がございます。ご了承下さい。

356,400〜406,400円

水女子大学

短期語学研修

コア英語単位
(4単位）
認定あり！

日間

円（対象者のみ）※

短期語学研修

5月2日(火) 16:30迄

募集受付期間募集受付期間募集受付期間募集受付期間

●参加ご希望の方は、下記URLから申請してください。
https://crdeg.cf.ocha.ac.jp/ocha2/Plone/4clxju/summer2017

●パスポートコピーの提出が必要となります。
お持ちでない方は早めに各自申請を

●ホームステイ費用

日現在のものです。為替レートの変動、参加⼈数変更、空港税新設、及び燃油額の変更が⽣じた場合は、差額を徴収させていただく場合がございます。ご了承下さい。

国際教育センター（留学派遣）

☎０３(５９７８)５９１３

おおおお問合問合問合問合せ・おせ・おせ・おせ・お申込申込申込申込みはみはみはみは

お持ちでない方は早めに各自申請を
お願いします。

〒112-8610 東京都文京区⼤塚2-1-1 学⽣センター棟305号室
[mail] info-ipo@cc.ocha.ac.jp

担当：松田



月日 都 市 時間 スケジュール／宿泊地

1 7/29
(土)

羽田発 22:10 ✈空路、シドニーへ
【機中

2 7/30
(日)

シドニー着 08:30 シドニー着
到着後、現地係員と合流後⼤学へ
ホストファミリーと対面

〈ホームステイ

3
│
36

7/31
(月)
│

9/2
(土)

シドニー
滞在

終日 UNSW研修

〈ホームステイ

37 9/3
(日) シドニー発 20:55

⼤学集合
ホストファミリーとお別れ
現地係員と共に、空港へ
✈空路、帰国の途へ

【機中泊
9/4 羽田着 05:25 空港到着、通関を経て解散

旅⾏条件書 （要旨） お申込みいただく前に別途お渡しする「

38 9/4
(月)

羽田着 05:25 空港到着、通関を経て解散

■日本発着時利用航空会社：全日本空輸(NH) ※上記フライトは、3月現在のものです。
■現地学校の事情により、研修内容が変更される場合がございます。

シドニー湾に向かって建つ世界
遺産オペラハウスとシドニー湾か
かるハーバーブリッジが美しい姿
を⾒せるこの街は、世界中の
様々な食文化・習慣やエンター
テイメントが体験できる多文化
に富んだ都市。気候は温暖で
安定しており、健康的なライフ
スタイルを送ることができます。
街の東⻄南北に公園やビーチ
が広がり、⼈々は穏やかな気
候の中でアウトドアを楽しんでい
ます。

sydney
シドニー

1．受注型企画旅⾏契約
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と募集

型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行

条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

2．旅⾏のお申込みと契約の成⽴
当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話で

のお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して3日以内に申込金をお支

払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立い

たします。

旅⾏条件書 （要旨） お申込みいただく前に別途お渡しする「

旅行代金の金額 申込み金（お一人様）

30万円以上 60,000円以上旅行代金まで

15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで

15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

3．取消料
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除できます。

企画／

国立大学法人お茶の水女子大学

担当：松田
〒112-8610 東京都文京区⼤塚2-1-1 学⽣センター棟305号室
☎03(5978)5913
[mail] info-ipo@cc.ocha.ac.jp

機中泊】

到着後、現地係員と合流後⼤学へ

ホームステイ〉

ホームステイ〉

機中泊】
オーストラリア国内最⼤級の規模を誇る総合名門⼤学、ニューサウス
ウェールズ⼤学の付属英語学校で、1966年設⽴したオーストラリア
国内でも伝統ある⼀流語学学校の⼀つです。

研修校

お申込みいただく前に別途お渡しする「海外受注型企画旅⾏条件書(全文)」を必ずお読みください。

国内でも伝統ある⼀流語学学校の⼀つです。
シドニーの中⼼部から⾞で約20分程離れたケンジントン・キャンパスと、
そこから500m程離れたランドウィック・キャンパスで⾏われます。
キャンパスの周辺には、緑豊かなセンテニアルパークがあり、美しいクー
ジービーチやボンダイビーチ、乗馬スクール、ゴルフコースなどもある。オ
リンピック規模のプールとスポーツジムなどの⼤学施設を利用すること
ができる。

＜Academic English＞
⼤学への入学を希望している学⽣や、TAFEなどへの進学を考えている学⽣
を対象としたコース。
英語で⾏われる授業についていくために聴講⼒、ノートのとり方、エッセイやレ
ポートの書き方、英文資料の読み解き方、批判的思考法やプレゼンテーショ
ン⼒の向上、セミナーやチュートリアル対策など学校⽣活で必要となる「会話」
「聞き取り」「読み」「書き」のスキルアップに焦点をあてた授業を実施

（写真は全てイメージです。）

シドニー湾に向かって建つ世界
遺産オペラハウスとシドニー湾か
かるハーバーブリッジが美しい姿

の
様々な食文化・習慣やエンター
テイメントが体験できる多文化

は温暖で
安定しており、健康的なライフ
スタイルを送ることができます。

やビーチ
が広がり、⼈々は穏やかな気
候の中でアウトドアを楽しんでい

キャンパスがシドニー郊外にあ
るため、落ち着いた雰囲気。カ
フェやレストランなども豊富です。

旅行契約の取消日

旅行開始日の前日から起算して

特定日に

開始する旅行

特定日以外に

開始する旅行

40日前～31日以前 旅行代金の10% 無料

30日前以降～3日前以前 旅行代金の20%

2日前～旅行開始日 旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

4．お客様の確認事項
(1) 現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確

認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。

(2) 渡航先の「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認ください。

海外安全ホームページ http://www.pubanzen.mofa.go.jp/

感染症情報ホームページ http://www.forth.go.jp/

5．その他
(1) コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。

(2) より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外旅行傷

害保険のご加入をお勧めします。

お申込みいただく前に別途お渡しする「海外受注型企画旅⾏条件書(全文)」を必ずお読みください。

旅⾏企画・実施／

株式会社エイチ・アイ・エス

教育旅行セクション 担当：板倉

☎０３(５９０８)３３３５

〒163-6011 東京都新宿区⻄新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー11階
[営業時間] 09:30〜17:30（土・日・祝休み）
観光庁⻑官登録旅⾏業第724号 日本旅⾏業協会正会員 総合旅⾏業務取扱管理者 室井 哲


