
研修期間中の運営・サポート体制 

チャレンジホームステイ／寮滞在プログラムでは、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、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、単独行動は 
禁止しております。 
プログラム期間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 

ホームステイや寮滞在で気になること、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 

チャレンジホームステイ／寮滞在プログラムは、海外での生活体験を通して、人材育成・人格形成をする
場と捉えております。以下のような児童・生徒の皆さまのご参加をお待ちしております。 

☑ 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、既往症のある方はお申込み前に必ずお知らせください。 
いただいた情報をもとに現地運営団体の判断と協議した結果、ご参加をお断りさせていただく 
場合や、旅行契約締結後（ISAプログラム申込書のご提出と申込金の入金確認後）であっても、
契約を解除させていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。 

日本国内 渡 航 先 
企画監修 
 
 
 
 
 
 

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 

●9月30日（月）までに ⇒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 
●9月30日（月）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ご入力・ご記入 
  →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にはなりません。 

    

コースが決まった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、または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。 

●この冬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：●●＜TYBULF＞）を 
  オンライン申込フォームの相談内容欄、又はISA海外プログラム申込書にご入力・ご記入 
  →旅行代金よりそれぞれ10,000円引き！ 
  ※チャレンジホームステイ（寮・ホテル滞在）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。 
  ※過去にご参加された兄弟姉妹の分は適用になりません。 

この冬、ご兄弟姉妹でご参加する方はお得！ 

渡航前オリエンテーションについて 

渡航前にオリエンテーションを行います。プログラム参加にあたっての心
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」）を使用し、出発日の集合時間と
場所のご案内をします。 
 

 【ご注意】 
 ※オリエンテーションは、会場または動画にて行います。詳細は催行決定通知をお送りする際にご案内致します。 
 

1.早割 

2.兄弟姉妹割 

3.リピーター割 



ロンドン                        London 
 

4つの王国から成るイギリスのイングランドの首都ロンドン。世界の金融の中心であり、歴史や伝
統にファッションやアート、音楽といった最先端のトレンドが融合した大都市です。暖流である北大
西洋海流から吹く偏西風が寒さを和らげるため、気候は温暖です。ロンドンの緯度は北緯51度で、
札幌は北緯43度。札幌より北に位置しているにも関わらず、寒さはそれほど厳しくないと言われて
います。 

イギリス           United Kingdom 

英語発祥の地イギリス。英国はイングランド、ウェールズ、スコットランドがあるグレートブリテン島と北アイルランドから構成されます。
ヨーロッパ大陸の北西岸に位置する島国で、日本の約3分の2の面積です。 

通貨：￡（イギリスポンド） ￡1=141.42円（2019年8月1日現在）  

ロンドン 
●日本との時差 

-9時間 
 

●平均気温 
12月：平均最高気温  8℃ 
        平均最低気温  3℃ 

 

●服装・持ち物ワンポイント 
暖かく身軽なダウンジャケット
にマフラー、帽子、手袋など、
日本の冬の服装を用意しま
しょう。観光地を徒歩移動の際
にも底冷えしないように、厚手
のソックスに歩きやすいブーツ
などがあると便利です。 

27 

オックスフォード                   Oxford 
 

ロンドンから約80km西に位置しているオックフフォードは、40近いカレッジが町に集中している大学
都市！元々は羊毛の集散地として栄えていましたが、12世紀以降学者たちの会合の場所となり、
学問の都となりました。近年「ハリーポッター」の撮影に使用されたことで観光地としてさらに注目さ
れるようになりました。また「不思議の国のアリス」の著者ルイス・キャロルのゆかりの地としても知
られています。 

オックスフォード 

バース                         Bath 
 

イングランド西部サマセットにあるバースは、2世紀ごろ、ローマ帝国の支配下で様々な病気や怪
我に効く温泉の街として発展しました。ローマ支配下末期には、バースを取り囲むように城壁が建
てられました。18世紀頃からロンドンの貴族や裕福な階層の保養地として再開発され、この頃の
ジョージ王朝様式の建造物が現在も多く残り、ユネスコの世界遺産にも登録されています。 

バース 

＊写真はすべてイメージです。 



大英博物館＆ハリーポッタースタジオ見学 

平日の午前は英語レッスン、午後には学校内でア
クティビティをしたり、電車に乗って見学研修に
行ったりします。終日の遠足では、ロゼッタストーン
やパルテノン神殿の彫刻など、世界の名品を収め
た大英博物館の見学や、毎年人気のハリーポッ
タースタジオ見学も予定しています。 

クリスマスのパリへ！ 

今年のクリスマスは花の都、パリへ！イギリスから
ユーロスター（国際列車）で移動し、ホテルに3泊しま

す。エッフェル塔やシャンゼリゼ通り、ノートルダム寺
院など観光地はもちろん、ルーブル美術館見学に
セーヌ河クルーズも楽しみます。ヨーロッパの2大都
市に滞在する欲張りなプログラムです。 

充実のロンドン観光・寮滞在＆花の都パリでクリスマス！欧州2都市巡り！ 

イギリス ロンドン郊外&フランス･パリ 

2019年12月18日（水）～12月29日（日） <12日間>          コースコード：TYBGBP  

対象 
中学1年生～高校3年生 
＊帰国時満17歳以下 

旅行代金 498,000円 

定員 20名 

最少催行 
人数 

15名 

利用予定 
航空会社 

KLMオランダ航空、ポーランド
航空、カタール航空 

月日 都市名 時間 交通機関 内容 
食事 

朝 昼 夕 

1 
12/18 
(水) 

成田空港 
成田空港発 
アムステルダム着 
アムステルダム発 
ロンドン着 
研修地着 

午前 
午前 
午後 
午後 
夜 

 
航空機 

 
航空機 
専用バス 

 

成田空港集合(8:30頃) 
出国手続き後、経由地 アムステルダムへ 
到着後、乗り換え 
ロンドンへ出発 
入国手続き後、研修地へ移動。 
寮にチェックイン後、滞在スタート 

機
内 

機
内
／
寮 

2 
↓ 
6 

12/19 
(木) 

| 
12/23 
(月) 

研修地 【プログラム開始】 
・（午前）英語レッスン ※3回予定 
・（午後）アクティビティ ※3回予定 
・（夜）イブニングエンターテイメント 
・（終日）ロンドン市内見学、   
大英博物館＆ハリーポッタースタジオ見学       
      <寮：Broadstairs English Centre予定> 

寮 

寮
／
パ
ッ
ク
ラ
ン
チ 

寮 

7 
↓ 
9 

12/24 
(火) 

| 
12/26 
(木) 

パリ 電車 イギリスからフランス・パリへ移動 
・（終日）パリ市内見学 
セーヌ河クルーズ、エッフェル塔見学（外観
見学）、シャンゼリゼ通り、ノートルダム寺
院、ルーブル美術館見学など 

 <ホテル：ibis Styles Paris Bercy予定> 

寮
／
ホ
テ
ル 

パ
ッ
ク
ラ
ン
チ 

外
出
先 

10 
12/27 
(金) 

パリ 
研修地 

午前 
 
夜 

電車 ホテルをチェックアウト 
イギリス寮へ移動 
お別れパーティー 

ホ
テ
ル 

パ
ッ
ク 

ラ
ン
チ 

寮 

11 
12/28 
(土) 

研修地発 
ロンドン発 
アムステルダム着 
アムステルダム発 

午前
午前 
午後 
午後 

専用バス 
航空機 

 
航空機 

退寮手続き後、空港へ 
空路、経由地 アムステルダムへ 
到着後、乗り換え 
成田空港に向けて出発 

寮 

機
内 

機
内 

12 
12/29 
(日) 

成田空港着 午前 到着後、入国手続き。解散(10:50頃) 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 

（2019年8月1日現在。消費税が10％になった場合は5,500円） 

• 燃油サーチャージ：27,600円（2019年8月1日現在） 

              ※KLMオランダ航空利用の場合 

• 空港税 

   現地空港税：16,160円（2019年8月1日現在） 

   国内空港税：2,610円（2019年8月1日現在） 

• 航空保険料：3,250円（2019年8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 

• 個人的費用：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：現地移動電車代、バス代、現地コーディネーター費
用等 

• 現地滞在費用：寮滞在費用、ホテル滞在費用、及び手続費用 

• 食事費用：3食（寮滞在、及びホテル滞在期間中） 

• 手荷物運搬料金：航空会社規定の荷物制限内のみ 

• 国際観光旅客税：1,000円（2019年8月1日現在） 

• 同行添乗員費用 

プログラム日程表(予定) ロンドン 

ホーム 
ステイ 

寮 ホテル 直行便 経由便 
添乗員 
同行 

自然 動物 歴史 スポーツ バディ 
テーマ
パーク 

英語 
レッスン 

おこづかいの目安  
60,000円 ～ 80,000円 
※約300ポンドと約300ユーロの2通貨で準備しましょう  

◆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。 

 

＊写真はすべてイメージです。 
＊本誌記載の情報は2018年8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。 
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ブロードステアーズ 

ロンドン市内＆ウィンターワンダーランド訪問 

ロンドンにはテレビや映画、ポストカードなどで見た
ことがある場所がたくさんあります。バッキンガム宮
殿、ウエストミンスター寺院など、ロンドンの歴史や
文化を代表する観光スポットを見学します。また王
室所有公園ハイドパークでクリスマス時期にのみ開
催されるウィンターワンダーランドを訪問します。 

オンライン 
申込は 
こちら 



TYBGBP（寮滞在）プログラムについて 

Q.どんな施設ですか？ 
 

英国南東のKent州Broadstairsにある寮は、海より徒
歩10分の場所に位置し、安全で長閑な環境です。近
隣の観光地にはカンタベリーやドーバーなどがあり
ます。宿泊する部屋は男女フロア別（6～8人部屋）で、
各フロアにはコードロックが完備されているのでセ
キュリティも万全です。シャワーやトイレは共有です
ので、綺麗に使うようにしましょう。部屋は基本的に
は日本人同士で同部屋利用となりますが、一部他国
生と同部屋利用になる場合もあります。施設内には
ドリンクやスナックを購入できる自販機がありますの
で、ポンドの小銭をお持ちの方は日本から持参する
と良いでしょう。（ない方は現地に行ってからで大丈
夫です。）給水器は各階にあります。 
 

Q.食事はどんな感じですか？ 
 

朝はバイキング形式（パン、トースト、シリアル等）、
ランチはパックミールです。夜は肉やパスタ等のメ
イン料理にサラダバー、フルーツ、デザート等が用
意されています。食物アレルギーがある方は、ご
自身で食べられるものを選んで食べてください。
（外出時などはパックミール又はミールクーポン対
応になる場合があります。） 

Q.英語に自信がないのですが大丈夫ですか？ 
 

平日半日行われる英語クラスは、初日にレベルチェッ
クをし、みなさんのレベルにそった内容の授業をアレ
ンジします。（1クラス最大約16名）他国生がいる場合、

レベルにより同じクラスになる場合があります。学校
の授業とは異なりオールイングリッシュの授業なので、
初めは難しく感じるかもしれませんが、大切なのは、
積極的に質問し話しかけることです。 

Q.インターネットの環境はどうなっていますか？ 
 

寮施設内では無料Wi-Fiが利用可能ですが、長時
間インターネットは使用せず、クラスメイトとの交流
の時間を楽しみましょう。 

Q.寮の緊急体制はどうなっていますか？ 
 

寮のスタッフ及び、添乗員がみなさんが滞在する寮に
一緒に滞在します。連絡が取りやすく、寮に滞在する
みなさんの健康・生活管理を行っています。 
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Q.貴重品の管理はどうしたら良いですか？ 
 

参加者自身で管理します。飛行機にて移動の際
は肌身離さず持ち歩きます。寮到着後は、パス
ポート・余分なお金は、スーツケースに入れ鍵を
かけ、部屋に置いておくようにおすすめしていま
す。その日使うお金だけを財布に入れて持ち歩き
ます。クラスルーム等に携帯電話や財布などの貴
重品を置きっぱなしにするなどは、盗難につなが
りますので、気を付けましょう。 

Q.洗濯はどうしたらよいですか？ 
 

ランドリーサービスは、今回の日程ではご利用い
ただけません、洋服類は滞在日数分を持参しま
しょう。パリに行く際にはパリ滞在に必要な分のみ
大きなカバンで持っていき、不要な荷物はスーツ
ケースに入れて、イギリスの寮にておいておきま
す。 

＊写真はすべてイメージです。 
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チャレンジホームステイ 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 

・各コース紹介ページ下部の「オンラ
イン申込み」からお申込みください 
・[相談内容]欄に、第2希望、第3希望

のコースを必ずご入力ください 

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 10月10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 

・お申込みの際は、本書末尾の旅行条件書（募集型企画旅行契約の部）にて取消料等を必ずご確認ください。  

・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、または不催行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 

10月24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11月20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、旅行代金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。                   
※オリエンテーションは、会場または動画にて行います。詳細は催行決定通知をお送りする際にご案内致します。 

 

 11月下旬以降 

 

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！ 




