
シンガポール Singapore

シンガポールの面積は東京23区とほぼ同じ大きさ。地方自治体は存在しませんが、社
会開発協議会と呼ばれる5つの区域に分かれています。サンスクリット語で「ライオン

平均気温 7月 8月
会開発協議会と呼ばれる5つの区域に分かれています。サンスクリット語で「ライオン
（shimha）の街（pura）」を意味する「シンガプーラ」がシンガポールの名前の由来と言わ
れ、Lion Cityの愛称で親しまれています。多種多様な文化と人種が巧みに融合した、活
気溢れる独自の文化が特長です。

最高気温 30℃ 30℃

最低気温 24℃ 25℃

みんながシンガポールを選んだ理由は？
●シンガポールは都市がきれいだと言うから、見てみたかった ●マーライオン等、有名な場所に行って
みたい ●アジアの国の文化について知りたいから

よくある質問

●シンガポールの定番ご飯 ≪シンガポールチキンライス≫
ゆでた鶏とそのゆで汁で調理した米飯をお皿に盛り付けたシンガポールチキンライス。海南鶏飯（ハイナンチ
キンライス）とも呼ばれます。シンガポールだけでなく、台湾や香港、マレーシア、タイといった東南アジアの庶
民料理です。

Q.どんな施設ですか？

Q.食事はどんな感じですか？

朝食は寮、ランチは寮、又はパックランチが準備され
ます。夕食は寮、又は行き先により、お金やバウ
チャーが支給され、外食になる場合があります。寮に
は、売店や自販機、電子レンジやウォーターサー
バーもあります。

Q.どんな施設ですか？

滞在施設は学生寮（Nanyang Girls Boarding School、又
はRaffles Institute）を予定しており、宿泊部屋は1部屋

2～4名（男女別）で利用します。シャワーやトイレは同
室の方と共有ですので、綺麗に使うようにしましょう。
施設内には売店、自販機があります。

Q.英語に自信がないのですが大丈夫ですか？Q.

平日半日行われる英語クラスは、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。基本的に日本人
参加者同士のクラスとなります。学校の授業とは異な
りスピーキング、プレゼンテーションなどアウトプットの
機会が多いので、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、練習することです。

Q.貴重品の管理はどうしたら良いですか？

飛行機での移動中は参加者自身で管理をします。
寮到着後は、パスポート・余分なお金は、スーツ
ケースに入れて鍵をかけて部屋に置いておくよう
にしましょう。クラスルームに携帯電話などの貴重
品を置きっぱなしにしないように気を付けましょう。

Q.寮の緊急体制はどうなっていますか？

Q.洗濯はどうしたらよいですか？

コインランドリー（有料：洗濯、乾燥とも1回S＄2）が
利用できますが、短期間ですので、洋服は滞在日
数分準備しましょう。小物類を手洗いしたい方は、
洗剤、ハンガー等を持参し部屋干ししましょう。（お
部屋が水浸しにならないように気を付けましょう。）

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？

添乗員がみなさんの滞在する寮に一緒に滞在します。
連絡・相談がしやすく、寮に滞在するみなさんの健
康・生活管理を行います。緊急の場合には保護者の
方にすぐにご連絡が入るようになっています。
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＊写真はすべてイメージです。



2019年 夏休み チャレンジホームステイプログラムのシンガポー

ル寮滞在。参加者の帰国後アンケートの回答を抜粋してご紹介
します。

チャレンジホームステイ寮滞在 体験談

■ホームステイや寮滞在の参加は初めて … 86.2%
■シンガポール寮滞在に参加して良かったことは？

します。

他国の人と交流ができたり、英語を使っての生活を体験できた（高2・女子）

日本とはちがう文化にふれたり、海外の人と英語で会話することができた（中1・女子）

シンガポールのいろいろなところに行ってすごく歩いたし、すごく笑ったりして、たのしかった。フルーツなどの
食べものがおいしかった（小５・女子）

自分で様々なことを考えて行動することができた（高2・女子）

英語や海外により興味をもち、友達も増えた（中2・女子）

■英語のレッスンで楽しかったこと・努力したことは？

日本とはちがう文化にふれたり、海外の人と英語で会話することができた（中1・女子）

英語で話すのが楽しいと実感した（高3・女子）

ゲーム形式もあったから楽しかった。自分から進んで英語を使った（中2・男子）

先生がわかりやすい英語で話してくれて、みんなと交流もできた（高2・女子）

■これから参加するみんなへのアドバイスやメッセージ

先生がわかりやすい英語で話してくれて、みんなと交流もできた（高2・女子）

自分で考えることの大切さをしった。英語を話すのをがんばった（小6・女子）

わからない内容もあったけど、すごく楽しい授業だった。英語はあまり得意ではないけど、わかる単語をつな
げて、がんばれた（中１・女子）

■これから参加するみんなへのアドバイスやメッセージ

シンガポールで
楽しかった

観光スポット

★★★ BEST 3 ★★★

1. ユニバーサル・スタジオ・
シンガポール(USS)

わかる文法とか単語で伝える（中3・男子）

積極的に自分からコミュニケーションをとる（中2・男子）

寮で使うスリッパはとても大切だと思った。日焼け止め＆サングラ
ス！！日本のお菓子なども。コツ：笑顔で「パー」と元気に話しか
ければたいていの人は笑顔で答えてくれる！（中2・女子） シンガポール(USS)

2. シンガポール市内
3. チャイナタウン

ユニバーサル・スタジオ・シンガ
ポール(USS)が楽しかったとの回
答多数。マーライオンで有名なシ
ンガポール市内観光では、マリー
ナベイ・サンズやガーデンズ・バシンガポールは寒かったり暑かったりするから、上着を重ね着し

た方がいい。大切な物（貴重品）をなくしたりしないように工夫する

2日目には英語もだいぶ聞き取れるようになって、先生や他国生
の言っていることも単語ごとに聞き取れるようになりました。単語
を並べたり、少しジェスチャーを加えれば相手も理解してくれます。
服は3日分ぐらい持ってきて、洗たくしたり着回しした方がお土産も
気にせず買えます（高3・女子）
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ナベイ・サンズやガーデンズ・バ
イ・ザ・ベイも人気でした。他には、
シンガポール・サイエンス・セン
ターの鏡という回答も多数。

た方がいい。大切な物（貴重品）をなくしたりしないように工夫する
といい。（中1・男子）

たくさん学んでください（小6・女子）



シンガポール(1)

動物 歴史
スポー

ツ
バディ

シンガポール
Singapore

2020年7月19日（日）～ 7月24日（金祝） <6日間> ◎モニターツアー

ホーム
ステイ

寮 ホテル添乗員
同行

自然
テーマ
パーク

英語
レッスン

直行便 経由便

申込は

お得なモニターツアー！シンガポールでの英語研修をみんなに伝えよう！

シンガポール(1)

日本から一番近い英語圏のシンガポール！その教育水準の高さで人気の留学先です。アウトプット中心の英語
レッスンに、シンガポールへ行ったら絶対外せないマーライオンやマリーナベイサンズなどの見どころを見学し、
最後にはユニバーサルスタジオへ遠足へ出かけます。プログラムの体験を写真やレポートで日本へ発信しよう♪

シンガポール

申込は
こちら！

日本ではなかなか学習できないアウト
プット重視の英語レッスンです。特に人
前で自信を持って話すためのテクニック、
方法を学習します。最終日にはクラスの
みんなの前でプレゼンテーション（発表）
を行います。

パブリックスピーキング英語レッスン！

当コースにご参加いただいた方には、体験談（A4用紙2枚程度）のご

提出、プログラム中の写真の活用、帰国後のインタビュー、イベント
やオリエンテーション等でのゲストスピーカーにご協力をお願いいた
します。

モニターツアーの条件

対象 小学3年生～高校3年生 利用予定 シンガポール航空、

プログラム概要

マーライオンやマリーナベイ・サンズ、
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイなど今見るべ
きシンガポールのフォトジェニックなス
ポットを見学します。夜はゲームナイト
やムービーナイトなどのエンターテイメ
ントもお楽しみに！

ユニバーサルスタジオ遠足！

シンガポール市内見学！します。

※ご提出いただいた体験談、写真、動画等は、弊社Webサイト、
販促物等に使用いたします。

※モニターへの報酬、各種割引の適用はございません。

対象
年齢

小学3年生～高校3年生
＊出発時満9歳以上

利用予定
航空会社

シンガポール航空、
日本航空

ハリウッド映画やテーマパークが好きな
方必見！セントーサ島にあるユニバー
サルスタジオシンガポールで、大迫力
のライドやショーを体験できます。運が
良ければマスコットキャラクターと記念
撮影ができるかも？

ユニバーサルスタジオ遠足！

コースコード 集合・解散場所 金額 定員
最少

催行人員

TYBSBSM
（集合）成田空港
（解散）羽田空港

¥ 249,000 30 20

プログラム日程表(予定) お小遣いの目安： 20,000円 ～ 30,000円

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：寮滞在及び手続費用

• 食事費用：3食（寮滞在期間中）

• 手荷物運搬料金：航空会社規定の荷物制限内のみ

• 同行添乗員費用

月日 時間 交通機関 内容
食事

朝 昼 夕

1
7/19
(日)

午前
午前
午後
午後

航空機
専用バス

成田空港集合(8:10頃)
出国手続き後、空路シンガポールへ
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

寮

【プログラム開始】

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)

• 渡航手続手数料：5,500円

• 燃油サーチャージ：なし（シンガポール航空の場合）※2020年2月1日現在

• 国際観光旅客税：1,000円※2020年2月1日現在

• 空港税 ※2020年2月1日現在

現地空港税：3,960円、国内空港税：2,660円

• 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

• 同行添乗員費用

2
↓
5

7/20
(月)

|
7/23
(木祝)

・（午前）英語レッスン※3回予定

・（午後）シンガポール市内見学、
シンガポール国立大学見学、
サイエンスセンター見学

・（夜）クイズナイト
現地高校生/大学生との交流、
ムービーナイトなど

・（終日）ユニバーサルスタジオ遠足

寮○○

6
7/24

午前
午前

専用バス
航空機

退寮手続き後、空港へ
空路、羽田空港に向けて出発 ○

機
内

40

◆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
◆食事・・・ 機内=機内食、家庭/寮=滞在先、 パックランチ/○=手配あり、各自=食事手配なし（各自にて購入）
＊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。＊航空会社都合や天候、現地事情により一部変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。
＊現地にて他コースの方とご一緒になることがございますので予めご了承ください。

• 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

＊写真はすべてイメージです。
＊本誌記載の情報は2020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。

6
(金祝)

午前
午後

航空機 空路、羽田空港に向けて出発
到着後、入国手続き。解散(17:00頃)

○
機
内



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☑ 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、

研修期間中の運営・サポート体制

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
【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

日本国内 渡 航 先
企画監修

旅行運営

添乗員

現地運営機関

現地
コーディネーター

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。

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

ホストファミリー児童・生徒

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。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。

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。
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見える安心、現地写真サービスについて

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】

割引制度のご案内

コースが決まったら早めのお申込みがお得！

【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。

1.早割

●4月27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
→旅行代金より10,000円引き！

コースが決まったら早めのお申込みがお得！

この夏、ご兄弟姉妹でご参加する方はお得！

1.早割

2.兄弟姉妹割

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、

●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：●●＜TYBUBBA＞）を
オンライン申込フォームの相談内容欄にご入力
→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）、未来応援プログラム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。

この夏、ご兄弟姉妹でご参加する方はお得！2.兄弟姉妹割

●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にご入力
→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。

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、
未来応援プログラム、国内英語研修にご参加されたご本人様はお得！

【ご注意】
※

3.リピーター割

※モニターツアーは各種割引制度適用外となります。
※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承りかねます。
※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が対象です。

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。

4

【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。



お申込みからご出発までの流れ

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。

チャレンジホームステイ 旅行条件書 到着！

説明会に参加

資料の詳しい内容を確認したい場合は、

直接お申込み

説明会にご参加いただかなくても、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。

[ ] 

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。

ISAウェブサイトでお申込み

・各コース紹介ページの「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

[ お申込み方法 ] 

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。
オンライン申込みができない場合は、申込書を送付させていただきますので、ご連絡ください。

お申込み締切 5月21日(木)

お申込金のお振込み

オンライン申込みができない場合は、申込書を送付させていただきますので、ご連絡ください。

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。
※旅行代金が500,000円以上の場合、お申込金として100,000円お振込みいただきます。

※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。正式なお申込みとなります。

ご注意事項

・お申込みの際は、本書旅行条件書P.45（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。

・お申込金や残金のお振込み後、入金の確認が取れた場合は特にお客様へご連絡はいたしません。
入金の確認が取れない場合のみ、ご連絡させていただきますのでご了承ください。

・お取消しの際は、必ず本書裏表紙記載のe-mail、又はFAX、郵送等の文書にて下記項目をお知らせください。
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・お取消しの際は、必ず本書裏表紙記載のe-mail、又はFAX、郵送等の文書にて下記項目をお知らせください。

①参加者氏名、②申込コース、③取消理由、④返金先口座情報（申込金ご入金済みの場合） ※電話による取り消しは受け付けません。

・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。



6月4日(木) まで

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。

6月4日(木) まで

ご提出書類

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

ご提出書類

1

2

3

旅行代金のお振込み

ご出発 約1か月前

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。

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。

7月上旬以降

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
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ご出発！




