
高校生限定！スピーキングを中心に 
英語を伸ばす３週間集中プログラム 

2019年7月27日（土）～2019年8月19日（月） <24日間> コースコード：TYBNAU 

対象 高校1年生～高校3年生 

旅行代金 598,000円 

定員 20名 

最少催行 
人数 

12名 

利用予定 
航空会社 

カンタス航空、 
シンガポール航空、 
マレーシア航空 

月日 都市名 時間 交通機関 内容 
食事 

朝 昼 夕 

1 
7/27 
(土) 

成田空港 
成田空港発 

午後 
夜 
 

 
航空機 

 

成田空港集合(17:00頃) 
出国手続き後、経由地メルボルンへ 機

内 

2 
7/28 
(日) 

メルボルン着 
メルボルン発 
オークランド着 
研修地着 

午前 
午前 
午後
午後 

航空機 
 

専用バス 
 

到着後、乗り換え 
オークランドへ出発 
入国手続き後、研修地へ移動 
ホストファミリーと対面、それぞれの家庭へ
移動 

機
内 

機
内 

家
庭 

3 
↓ 
22 

7/29 
(月) 

| 
8/17 
(土) 

研修地 【プログラム開始】※各自にて通学 
・（午前/午後）英語レッスン ※27回予定 
・（土曜終日）オークランド市内見学、 
         乗馬体験＆シープワールド 
         見学 
※日曜日は終日ホストファミリーと過ごし 
  ます 

家
庭 

各
自
／
家
庭 

家
庭
／
各
自 

23 
8/18 
(日) 

研修地 
オークランド市内 
 

午前 
午後 
夜 

 
専用バス 

 

ホストファミリーと過ごします。 
ホストファミリーと別れ、ホテルへ 家

庭 

家
庭 

ホ
テ
ル 

24 
8/19 
(月) 

ホテル 
オークランド発 
ブリスベン着 
ブリスベン発 
成田空港着 

深夜 
午前 
午前 

 
午後 

専用バス ホテルから空港へ移動 
空路、ブリスベンに向けて出発 
ブリスベンで乗り換え、空路成田空港へ 
 
到着後、入国手続き。解散(17:50頃) 

機
内 

機
内 

旅行代金に含まれないもの 

• パスポート申請費用：11,000円(5年間有効旅券) 

• 渡航手続費用：5,400円 

• 燃油サーチャージ：15,240円（2019年2月1日現在） 

              ※カンタス航空利用の場合 

• 空港税 

   現地空港税：5,760円（2019年2月1日現在） 

   国内空港税：2,610円（2019年2月1日現在） 

• 国際観光旅客税：1,000円（2019年2月1日現在） 

• 海外旅行保険料：ご加入されるタイプによって異なります 

• 超過手荷物料金：手荷物運搬料金の範囲超過分 

• 通学費用：ホストファミリー宅からスタディセンターまでの往
復交通費 

• 個人的費用：平日昼食代、終日遠足日の昼食及び夕食
代・お小遣い・通信費・自宅から集合場所までの往復交通
費 等 

旅行代金に含まれるもの 

• 航空運賃：往復団体特別航空運賃：エコノミークラス 

• 現地プログラム費用：現地移動バス代、現地コーディネー
ター費用等 

• 現地滞在費用：ホームステイ滞在及び手続費用 

• 食事費用：平日朝夕2食、土日祝日3食 

• 手荷物運搬料金：航空会社規定の荷物制限内のみ 

• 同行添乗員費用 

プログラム日程表(予定) 

オークランド 

ホーム 
ステイ 

7月 
出発 

添乗員 
同行 

動物 自然 スポーツ 
集中 
英語 
レッスン 

おこづかいの目安  50,000円 ～ 70,000円  

＊写真はすべてイメージです。 
＊本誌記載の情報は2019年2月1日現在有効なものです。利用航空会社及びスケジュール、燃油サーチャージ、空港税等に変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。 

◆時間帯の目安・・・ 早朝：04:00～06:00 午前：06:00～12:00 午後：12:00～18:00 夜：18:00～23:00 深夜：23:00～04:00 

＊出発便、到着便が早朝や深夜になる場合は、別途宿泊費用が必要となることがございますので予めご了承ください。 

＊日程表に記載の内容は一部変更となる場合があります。 
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経由便 

ニュージーランドの面積は日本の約4分の3。北島にある

オークランドは、ニュージーランドの経済や文化の中心都

市です。ニュージーランドの人口の約30％が居住していま

す。「City of Sails （帆の街）」の愛称で親しまれています。

オークランド市民のヨットの所有者数は自動車の所有者

数を大きく上回っているのだとか。また、国鳥の飛べない

夜行性の鳥「キーウィ」と同じ愛称で親しまれるニュージー

ランドの人々は、フレンドリーで気さくな人柄と言われてい

ます。 

●日本との時差   +3時間 
●平均気温  
    平均最高気温 15℃ 
   平均最低気温 8℃ 
●服装・持ち物ワンポイント 
    7～8月は冬にあたります。 
     1日に四季があるといわれる 
     ほど変化することもあり、温度 
     調節のしやすい服装があると 
     安心です。 

ニュージーランド  ・  オークランド 



レベル分けテストの結果によりますが、他国生と一緒に授業を受けます。パ

ブリック・スピーキング（大勢の前での発表）に向けて、足りない知識を授業で

学び、スキットやシュミレーションを通じて英語力を上げていきます。英語レッ

スンは15～17歳、18歳以上で分かれます。18歳以上のグループには大学生

や社会人が参加する場合があります。 

●スピーキングを中心とした授業 

平日の英語レッスンは午前９時からお昼休みを挟んで午後３時まで行われま

す。スピーキングの他に、リスニング、文法、語彙、ライティングを学びます。

短期間に上達できる環境が整っていますのでがんばりましょう。ホストファミ

リー宅と学校間は公共交通機関（バスやトラム）を利用します。通学費は旅行

代金に含まれていませんので、お小遣いに加えてお持ちください。日本とは

一味違う講師からの指導を受けて、英語力に磨きをかけましょう。 

●平日は終日英語レッスン 

NZLC（New Zealand Language Centre（オークランド校））は1984年設立の質

の高い様々なコース、サポート体制に定評のあるニュージーランドで一番大

きな語学学校です。キャンパスはオークランド中心部。 

国際英語検定試験やTOEICなど、ハイレベルな英語力を目指す学生が集

まっています。毎年入学制限がかかるほどの人気校でレベル別に分かれて

きめ細やかな授業を受けます。 

https://nzlc.ac.nz/  

●スタディセンターは人気校 

このプログラムの特徴 

酪農王国と言われるニュージーランドは、ファームが至る所にあります。 

終日遠足のうちの1つでは、乗馬体験とシープワールド見学が含まれ、 

動物とのふれあいや、飼育方法などを学ぶ機会があります。 

オークランド市内見学ではスカイタワーからの美しい眺望を楽しみ、ダ 

ウンタウンではショッピングをします。オークランド博物館では、先住 

民、マオリや太平洋諸島について学習します。 

 

●週末はニュージーランドの魅力を堪能！ 
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研修期間中の運営・サポート体制 

未来応援プログラムでは、添乗員が出発から帰国まで同行いたします。プログラム期間中、何か困ったこ
とがあれば、遠慮をせずにすぐに添乗員に相談してください。その場でお伝えいただくことで、迅速なサ
ポートが行えます。 
 

渡航中は添乗員、現地コーディネーター、そしてホストファミリーが皆さまの安全を確保し、全力でサポート
いたします。平日の日中は、添乗員付き添いのもと、現地コーディネーターがリード役となり、グループで
行動します。平日夕方以降および土日や祝日は、それぞれのホストファミリー（寮滞在の場合は寮生）と一
緒に過ごします。 
 

現地コーディネーターはホストファミリーと同じ地域の住人で各ホストファミリーのことをよく理解しています。
参加者やホストファミリーに何か問題がある場合は直接ホストファミリーにアドバイスし、参加者には添乗
員からアドバイスをします。 
 

また、一部プログラムを除き原則として現地では単独行動を禁止しております。 
プログラム期間中は安全を考慮し、常に複数名で行動していただく体制をとっております。 
プログラム参加中は緊急連絡先を記載したネックストラップを常時着用していただきます。 

【現地運営機関】  

コースや国によって異なりますが、アイエスエイ
の子会社の他、各国政府認可の非営利団体、州
や市の教育省・教育委員会、現地の大学、私立
学校、英語学校等 

 

【現地コーディネーター】 

現地での運営を担当し、ホストファミリーと参加
者の調整役でもあります。コースによっては、英
会話レッスンの講師も担当します。寮滞在プログ
ラムの場合は、寮のスタッフ等がコーディネー
ターとなります 

 

【ホストファミリー】 

ホームステイプログラムで、参加者を受け入れる
家庭です 

出発前の不安を解消！ メール相談サービス 

ホームステイや寮・ホテル滞在で気になること、募集説明会や渡航前ホームステイオリエンテーションで
聞き忘れてしまったこと等、プログラムに関するどんな質問でも結構です。お気軽にご相談ください。 

E-mail：  tyfit@isa.co.jp ※メール本文に ①お名前 ②参加希望コースを明記してください。 
 

ご参加にあたって 

☑ 国際交流や異文化体験、英語学習に意欲的に取り組む意思がある 

☑ 基本的な生活を自分自身で行える 

☑ 心身ともに健康である 
 ※アレルギーや持病、既往症のある方は事前にお知らせください。現地運営団体の判断により、
ご参加いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。 

日本国内 渡 航 先 

旅行運営 

添乗員 

現地運営機関 

ホストファミリー 

現地 
コーディネーター 

児童・生徒 
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割引制度のご案内 

●4月26日（金）まで ⇒ISAホームページから「短期留学ツアー申込フォーム」を送信完了 
          または 
●4月26日（金）当日消印有効 ⇒ ISA海外プログラム申込書をご郵送 
  →旅行代金より10,000円引き！  
 

●過去参加されたコースの渡航先・ご出発時期を相談内容欄、又はISA海外プログラム申込書に入力、 
  ご記入いただきますと、 
 →旅行代金より10,000円引き！ 
  ※過去にご参加いただいたコースのお申込み窓口が学校の場合は対象ではございません。 

    

コースが決まっているなら早めのお申込みがお得！ 

過去にチャレンジホームステイ、ジュニアプログラム、WORLD CAMPUS、国内英語 
研修にご参加されたご本人様はお得！ 
 

見える安心、現地写真サービスについて 

  【ご注意】 
    
  ※各種割引は後日のお申し出、弊社で渡航記録が確認できない場合はお承りできません。 

  ※割引制度適用の上限額は、おひとり様20,000円です。旅行代金の残金ご請求時に割引いたします。 
    ※この割引制度は、当旅行条件書に掲載のコースにご参加の方のみ適用いたします。    

現地の様子を添乗員がオンラインアルバムに掲載する写真サービスを全コースにご用意！ 
渡航中のプログラムの様子をご覧いただけます。 
 
 【ご注意】 

 
 ※ホストファミリーと終日過ごす日の写真掲載はございません。 
 ※あくまでも全体の様子をお伝えするもので、全ての参加者の撮影をお約束しているものではありません。 
 ※現地の通信環境により写真の掲載が遅れることがございます。 

●この夏にご参加の兄弟姉妹のお名前と、その方のお申込みコースコード（例：姉：●●＜TYBULT2＞）を 
  相談内容欄、又はISA海外プログラム申込書にご入力、ご記入いただきますと、 
  →旅行代金よりそれぞれ10,000円引き！ 
  ※未来応援プログラム、チャレンジホームステイ（寮滞在）にご参加される方が対象になります。 
  ※兄弟姉妹でお申込みコースが異なる場合でも適用いたします。 

この夏、ご兄弟姉妹でご参加する方はお得！ 

渡航前ホームステイオリエンテーションについて 

ホームステイコースは、渡航前にオリエンテーションを行います。ホームス
テイにあたっての心構えや現地の生活習慣、出入国手続きの流れ等につ
いて詳しくご説明します。また、最終日程表（「研修のしおり」）をお渡しし、
出発日の集合時間と場所のご案内をします。 
 

 【ご注意】 

  
 ※寮滞在コースは、ホームステイではないため、渡航前ホームステイオリエンテーションはございません。 最終日程表（研修のしおり）等、  

   書類一式を事前にお送りしますので、お受け取り後ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 
 ※オリエンテーションの開催日や会場は後日お知らせいたします。 
 

1.早割 

2.兄弟姉妹割 

3.リピーター割 



ホームステイプログラムについて 

●ホームステイの意義 ～人材育成に大きな効果～ 
 

 ホームステイは単なる滞在方法ではなく、現地の家庭生活を家族のひとりとして体験する異文化体験学習
の機会です。それは英語力向上だけの海外研修ではなく、「生きる力の育成の場」でもあります。 
 

 ホームステイ中は文化や生活習慣、価値観の違いから、日本での普段どおりの生活ができない場面が多
々あります。食事や行動等で意思決定を求められ、自分の意見や意思を英語で伝えなければならない場面
も出てきます。日本では曖昧な回答をしても伝わっていたことが、海外では伝わらないことがあります。 
 

 異文化や他者との違いを認識する大きなきっかけとなり、違いを認めて理解しようとする（他者を受け入れ
る）こと、自分の意思を伝えること、そして問題を見つけ解決していくこと、といった異文化の中で生きる力が
養われます。最初はできなかったことや、とまどったことも、問題の発見と解決に対するチャレンジを通して
成長を実感できるプログラムがホームステイです。 

 
●ホームステイ先と滞在人数 
 

 ホームステイエリアは現地運営団体が決定し、都市部から車で1～3時間ほど離れた郊外になります。ひと
り1家庭のコースを除き、1家庭に1～3名で滞在します。滞在人数の指定はできません。また、ホームステイ
先に本プログラム参加者以外の日本や他国からの留学生や語学研修生、日本人の親戚等が同時期に滞
在している場合もあります。 

 
●ホストファミリーはどんな人達？ 
 

 現地運営団体の規定に基づき、留学生を受け入れるにあたり適切と判断された家庭です。夫婦共働き、
母子家庭、父子家庭、老夫婦のご家庭、同性婚のご家庭等、受け入れ先の家族構成も様々です。同様にア
ジア系やアフリカ系、ラテン系等、ルーツもいろいろです。両親のどちらかが日本人というケースもあります。
加えて、宗教も各家庭によって異なります。 （※ホストファーザー1人暮らしのご家庭への女子の滞在はあり
ません）。また、犬や猫等のペットを飼っているホストファミリーがほとんどです。アレルギーをお持ちの方は
ご理解のうえ、お申込みください。 

 
●ホストファミリーの決定と変更が生じる場合 
 

 性別や年齢等を考慮したうえで、現地運営団体が皆さまのホストファミリーを選定します。ただし、現地の
事情によりホストファミリーの決定が出発直前になったり、出発前後にホストファミリーが変更になる場合が
あります。また、事故や病気といったホストファミリーの事情により、現地での滞在先が2家庭以上になる場
合もあります。 

 

●ホストファミリーの通知時期 
 

 ホストファミリーの情報はご出発までにご案内します。現地教育団体からホストファミリー決定の通知が届
き次第、ホストファミリーの氏名、住所、電話番号等を書面にてお知らせします。国ごとの規制により、ホスト
ファミリーのプライバシーに関わる詳細情報はお伝えできない場合がありますので、予めご了承ください。 

 
●ホストファミリーの変更はできません 
 

 ご希望や想像とは異なるといった個人的な理由で、ホームステイ先を変更することはできません。家族構
成や人種に関わらず、ホストファミリーはいずれもその国で生活をする国民であり、厚意で皆様を受け入れ
てくれています。加えて、性別、年齢、職業、宗教、人種等への差別に対する厳しい法律がある多文化社会
ですので、個人的な希望や好みを理由にホストファミリーを拒むことはできません。このような理由による申
込の取り消しは規定の取消料を申し受けます。 

 
●ホームステイを楽しむために大切なこと 
 

 本プログラムでご紹介するホストファミリーはボランティア精神あふれる一般家庭です。皆様を家族の一員
として迎え、自宅を開放して日常生活をともにしてくれるファミリーです。ホテルや旅館、民宿のような宿泊施
設ではありませんから、特別なゲスト扱いはされません。そして日本と同じように、それぞれの家庭にはそれ
ぞれの生活のルールがありますので、理解して過ごすようにしましょう。 

 
 

礼儀をわきまえ、感謝の気持ちを忘れず、 
それを言葉や表情で表しましょう 

各家庭のルールを尊重しましょう 
貴重品は自分自身で責任を持って管理しましょう 
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ホームステイ よくある質問 

ホームステイ ケーススタディ 

ホームステイ先の国では、様々なルーツ、文化や 
生活習慣を持った人々が共存しています。 

Case1：ファミリーがホストマザーのみだった 
「最初は子供がいない家庭で寂しく感じましたが、
とても親切なホストマザーで、一緒にお料理した
りして楽しく過ごしました。また会いに行きたいで
す」 

Case3：ファミリーがホストファーザーのみだった 

「ホストファーザーのみとのことで、料理とか心配
になりました。行ってみるとフィアンセの日本人女
性の方とその息子さん達と一緒に交流したり、
スーパーに買い物に行ったり、サッカーをして遊
びました。明るい方で良かったです」 

Case2：ファミリーが中国系カナダ人だった 
「出発前のホストファミリー紹介案内で名前が中
国っぽかったので、せっかくカナダに行くのに自
分だけハズレだな。と思いました。現地で話を聞
いてみると、カナダ移民の方で子どもたちはカナ
ダ生まれで現地校に通い、英語がペラペラでした。
食事は中華が多かったですが、ランチに持ってい
くと、サンドイッチに飽きたみんなからうらやまし
がられました」 

Case4：ホストマザーが日本人だった 
「ホストマザーの名前がMasakoだったので、もし

かしたら？ と思ったら、やはり日本人のお母さん
でした。ネイティブじゃないのでどうかな？ と思い

ましたが、ご主人はアメリカ人で二人の会話は英
語でした。私にもずっと英語で話してくれ、わから
ない時や困った時だけは日本語で教えてくれまし
た。少し得をしました。現地の留学できる学校の
紹介などもしてくれて、近い将来留学に来たいと
思いました」 

Q. 英語に自信がないのですが、大丈夫ですか？ 

大丈夫です。ホストファミリーは参加者の皆さんが流
暢に英語を話せるとは思っていません。単語を並べ
るだけの拙い英語でも良いのです。大切なのは、積
極的に話しかけることです。気持ちが通じたときの喜
びは、きっと大きな自信になるはずです。 

Q. 初めて海外に送り出すのですが・・・ 

海外が初めての方でも1人で参加し、同年代の他の
参加者とすぐに友達になっています。また、1グルー
プにつき2名以上の添乗員が出発から帰国までの全
行程に同行し、皆さんをサポートします。 

Q. アレルギーや持病、既往症などがある場合は 

どうしたらいいですか？ 
ホストファミリーを決めるためのアプリケーション
フォームに、状況や希望を書く欄があります。例え
ば、動物アレルギー等で、「滞在先に猫がいない
方が良い」といったご希望は現地受入団体でも十
分考慮させていただきますが、ご希望に添えない
場合もございますので、予めご了承ください。 

Q. ホストファミリーとうまくいかないときは？ 

ホストファミリーは皆さんを厚意で受け入れてくれる
親切な人達で、初めて会った時から家族の一員とし
て迎えてくれるはずです。でも万が一うまくいかない
時は、1人で悩まないで早めに現地コーディネー
ターや添乗員に相談してください。英語力が不十分
なために起こる誤解だったりすることも多いです。日
本のルールにとらわれず、相手の国の文化を柔軟
に受け入れる姿勢も大切です。 

Q. 携帯電話・スマートフォンは持っていっても 

大丈夫ですか？ 
禁止はしていませんが、貴重な異文化体験期間で
すので、必要時以外は使用しないようにしましょう。
何か困ったことがあれば、添乗員に相談しましょう。 

Q. 現地でのお小遣いはどのくらい必要ですか？ 

これまでの参加者の平均持参金額は、10日間の
ホームステイ滞在で4～5万円です。実際に使ったの
は2～4万円程です。プログラムによって異なります
ので、各ページのお小遣いの目安をご参照ください。 

Q. ホストファミリーへのおみやげは、どんなものがい

いの？ 
ホストファミリー全員に用意するのではなく、家庭に
1つで十分です。高価な物、重くてかさばる物は避
け、100円ショップ等で購入可能な軽くてコンパクト
な物、ホストファミリーとの会話が弾んだり、一緒に
遊んだりできる物がおすすめです。 
例：日本のお菓子やキャンディ、シールや千代紙等
の文房具、キーホルダー、手拭い等 

Q. ホームステイ先の食事が心配です 

ホームステイの１つの目的は、相手国の人と同じ生
活をすることです。食文化を知るためにも、出された
ものは、まず食べてみる姿勢が必要です。それでも
どうしても苦手な場合は、ホストファミリーにはっきり
と伝えるようにしましょう。 

Q. １家庭に滞在する人数は何人ですか？ 

ひとり１家庭滞在コースを除き、１家庭につき1～3名
の滞在となります。複数名滞在コースの場合、1人で
滞在したい、1人は不安なので2名以上で滞在したい
等、人数や家族の指定はできません。 
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Q. 英語レッスンはどんな授業ですか？ 

1クラス約15～20名で編成されます。滞在に必要な英
会話をリスニング＆スピーキングを中心に練習しま
す。外国人講師から生活や文化に纏わることを学び
ますので、習った言葉は積極的に使ってみるようにし
ましょう。コースによっては他国生一緒に学びます。 
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未来応援プログラム 旅行条件書 到着！ 

お申込みからご出発までの流れ   

説明会に参加 

資料の詳しい内容を確認したい場合は、

募集説明会へご参加ください。 

※説明会前に満席になるコースもあります。      

    予めご了承ください。 

ISAウェブサイトでお申込み 

・各コースページ下部の「短期留学ツアー

申込フォーム」からお申込みください 

 

・[相談内容]欄に、第2希望、第3希望の

コースを必ずご記入ください 

郵送でお申込み 

・「ISA海外プログラム申込書」を      

返信用封筒でご郵送ください 

 

・第2希望、第3希望のコースを必ず   

ご記入ください 

[  お申込み方法は2種類からお選びいただけます。 ]  

お申込み締切 5月16日(木) 郵送の場合 消印有効  

お申込金のお振込み 

お申込みを受け付けましたら、アイエスエイからお申込金の請求書をお送りします。 

ご請求書に記載の振込期日までにお申込金（旅行代金の一部金）50,000円をお振込みください。 

※分割払いやクレジットカード支払は承っておりません。 

「ISAウェブサイト、もしくは郵送でのお申込み」 と「お申込金のお振込み」をもって 

正式なお申込みとなります。 

ご注意事項 

・パスポートをお持ちではない方は、お早めにパスポートを取得ください。 

・外国籍の方の渡航先入国査証（VISA）は、個人で取得をお願いいたします。取得には1ヶ月以上かかる場合

もございますので、時間に余裕を持って申請してください。 

 

 

ご希望のコースが満席の場合には他のコースをご案内させていただきます。 

    直接お申込み 

説明会にご参加いただかなくても、プ

ログラムにはお申込みいただけます。 

行きたいコースが決まり次第、以下の手順でお申込み手続きを進めてください。正式なお申込みを済まされた方から
先着順となります。各コースとも定員になり次第募集締切とさせていただきますので、お早めにお申込みください。 
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渡航手続書類一式、顔写真、パスポートコピーのご提出 

お申込締切前後に、「催行決定通知」と「渡航手続書類」一式をお送りします。 

※催行ができない場合は事前にご連絡します。 

以下書類をご準備いただき、期限までにご提出ください。 

 

 

 

渡航手続き書類一式 
アプリケーション(お顔の分かるスナップ写真1枚貼付)、健康状態についての質問書等。 

必要に応じて、英文の医師の診断書や処方箋をご提出いただく場合がございます。 

証明写真(4.5cm x 3.5cm)  1枚  

パスポートのカラーコピー 

5月30日(木) まで 

ご提出書類 

1 

2 

3 

該当される方は、あわせて以下書類を7月3日(水)までにご提出ください。 

● カナダに渡航される方でeTAを自己手配される場合  eTA number(Jから始まる番号)  

● 保護者様ご自身で保険加入手続きをされる場合    保険証券のコピー 

 

旅行代金のお振込み 

順次、プログラム費用残金の請求書をお送りいたします。内容をご確認のうえ、請求書に記載の振込期日ま

でにお振込みください。 

※分割払いやクレジットカード支払は承っておりません。 

＜旅行代金の請求書＞ 
旅行代金の全額からお申込みの際にお支払いただいたお申込金（旅行代金の一部金）50,000円を差し引いた残りの旅行代金とその

他かかる費用の請求書です。 
 

ご出発 約1か月前 

 

渡航前 ホームステイオリエンテーション 

ホームステイについての心構えや現地の生活習慣、出入国手続きの流れ等について詳しくご説明します。
また、最終日程表（「研修のしおり」）をお渡しし、出発日の集合時間と場所のご案内をします。 

 

 7月上旬～中旬 

 

ホストファミリー情報の送付 (ホームステイプログラム参加者対象) 

ご出発前日までに、滞在するホストファミリーのご案内を郵送します。 

 

 ご出発の前日まで 

ご出発！ 




