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概要 

◇ 期間: 2018年2月3日(土)～4月1日(日)  ※出発日は土曜日･帰国日は日曜日の条件で日付選択 

◇ 研修地: オーストラリア･クイーンズランド州･ゴールドコースト （サーファーズ･パラダイス） 

◇ 研修先: 語学学校 Langports English Language College （通称: ラングポーツ）, Gold Coast Campus 

◇ コース: UFO English ※週25時間の一般的な英語コースです。 

◇ 対象: 満16歳以上 

 ラングポーツは、英語を学習するために南米、ヨーロッパ、中東、アジアなどの各国から学生や社会人が、年間を通し

て学んでいる語学学校です。授業は毎週月曜日スタートで、希望にあわせて1週間単位で受講可能です。初日の英語

力テストの結果により、一人一人の能力に合わせたクラスで、他国からの様々な学生と机を並べて英語を勉強します。 

 Use of English（一般英語）、Focus on language skills（技能別英語）、Options to specialise（選択制英語）の頭文字を

とった「UFO English（ユー・エフ・オー･イングリッシュ）」というラングポーツ独自の英語コースを展開しており、「話す･聴

く･読む･書く」の四技能それぞれのレベルでクラス分けを行うため、個人に合った英語学習ができます。午後は、興味

や目的に合わせた選択科目を受講することができます。英語力により選択できる科目は異なりますが、発音・語彙力・

TOEIC・ビジネス英語などバラエティに富んだ授業もあります。また、授業後や土日のアクティビティ･プログラムも充実

しており、希望すれば別途費用にてご参加いただけます。 
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ジェットスター航空12便にて、ゴールドコーストへ 

<所要時間: 約9時間 / 時差 ＋1時間> 

日曜日 ゴールドコースト 着  06：25 到着後、専用車にてホームステイ先へ 

ゴールドコースト 
月～金曜日  

   
月～金曜日は語学学校 ラングポーツへ通います。 

週末･祝日は、ホストファミリーと相談してお過ごし下さい。 

09：00 ～ 11：05 Use of English （一般英語） 

11：25 ～ 12：25 Focus on language skills （技能別英語） 

13：25 ～ 14：40 Op�ons to specialise （選択制英語） 

14：50 ～ 15：35 Language Workshops （ワークショップ） 

土曜日   終日 ホストファミリーと相談してお過ごし下さい。 
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ジェットスター航空11便にて、帰国の途へ 

到着 

手配内容 

当研修にお申し込みの場合、(株)アサヒトラベルインターナショナルが日本側窓口として次の内容を手配致します。 

語学学校: ラングポーツ 

○ 英語の授業 
 ・週25時間のUFO English 
 ・授業で使用する教材 

○ ホームステイ手配 
 ・平日は朝食･夕食の2食付 
 ・休日は朝食･昼食･夕食の3食付 
 ※通学にかかる交通費はご自身で 
   ご負担いただきます。 

○ 現地空港～滞在先の往復送迎車 

航空会社: ジェットスター航空 

○ エコノミークラス往復航空券 

○ ジェットスター航空利用 

○ 受託手荷物許容量は選択可 
 20/25/30kgの中からお選び下さい。 
 指定重量ごとに料金が異なります。 

○ 機内食（食事＋軽食） 

○ コンフォートパック 
 ブランケット、ネックピロー、 
 アイマスク、歯磨きセットなど 

アサヒトラベルインターナショナル 

○ 業者↔個人の手配旅行契約 

 ただし申込窓口は麗澤大学です。 

○ AIU海外留学保険加入手続き 
 アサヒトラベルはAIU損害保険株式

会社と代理店契約を結んでいます。 

○ ETAS（電子渡航認証）代行申請 
○ 現地への海外送金手続き等 

国籍によっては査証（ビザ）の取得が必要な場合が
ございます。個別に早めにお問い合わせ下さい。 

※ 大学を通してお申し込みをいただいた後、航空機を予約します。今後、航空会社によるスケジュール変更等が生じる場合もございます。 

2017年度春期 海外語学研修（オーストラリア･ラングポーツ） 



3. 費用 

 語学研修にかかる費用は、主に次の項目によって構成されます。詳しくは下記料金表を参考になさって下さい。 

4. 海外留学保険 

参加者には海外留学保険にご加入いただきます。海外ではたとえご自身が万全の注意を払っていても、事件や事故に
巻き込まれる可能性がないとは限りません。また、日頃まったく健康に問題の無い方でも、海外では日本と違う環境で
のストレスや疲労により、思いがけない病気が症状が出ることもあります。実際、海外留学保険に加入していなかった
ために、病気やケガ、盗難被害などにより多額の費用を負担することとなってしまった留学生や旅行者は決して少なく
ありません。病気やケガ、盗難被害だけでなく、「携行品（個人の持ち物）」に関わる保険事故も多数発生しています。 

(株)アサヒトラベルインターナショナルはAIU損害保険株式会社(※)と代理店契約を結んでおりますので、ご加入手続き
も他の手続きとあわせて行うことが可能です。保険事故発生時には日本側の窓口となり、現地語学学校やホストファミ
リーとの連絡、保険会社への事故報告･書類提出など、手続きをスムーズにお手伝いする環境も整っております。 
お申し込みをされた方には後日ご加入案内パンフレット･申込書一式をお送りします。旅行期間によって、加入が可能
いただける保険タイプや補償内容･金額等も異なりますので、ご希望にあわせてお選びいただきます。 
 

※ AIU損害保険と富士火災海上保険は、関係当局の認可等を前提として、2018年1月1日に合併による経営統合を行い、｢AIG損害保険｣になります。 

(株)アサヒトラベルインターナショナル 
担当: 櫻井麻里子･木村奈々 

Tel (03) 3526 3581 / Fax (03) 3526 3582 / sakurai@ati-jp.com 
営業時間 9:00～18:00 (土日祝日を除く) 

〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 13  神田プラザビル 7階 

3 週間 4 週間 5 週間 6 週間

(23 日間) (30 日間) (37 日間) (44 日間)

A$ 240 A$ 240 A$ 240 A$ 240

(24,480 円) (24,480 円) (24,480 円) (24,480 円)

A$ 1,170 A$ 1,560 A$ 1,925 A$ 2,310

(119,340 円) (159,120 円) (196,350 円) (235,620 円)

A$ 45 A$ 60 A$ 75 A$ 90

(4,590 円) (6,120 円) (7,650 円) (9,180 円)

A$ 250 A$ 250 A$ 250 A$ 250

(25,500 円) (25,500 円) (25,500 円) (25,500 円)

A$ 810 A$ 1,080 A$ 1,350 A$ 1,620

(82,620 円) (110,160 円) (137,700 円) (165,240 円)

A$ 230 A$ 230 A$ 230 A$ 230

(23,460 円) (23,460 円) (23,460 円) (23,460 円)

2月25 日(日 )帰国 3月4 日(日 )帰国 3月11 日( 日)帰国 3月1 8日 (日)帰国

124,400 円～ 124,400 円～ 124,400 円～ 124,400 円～

3月4日 (日 )帰国 3月11 日(日 )帰国 3月18 日( 日)帰国 3月2 5日 (日)帰国

124,400 円～ 124,400 円～ 124,400 円～ 129,400 円～

3月11 日(日 )帰国 3月18 日(日 )帰国 3月25 日( 日)帰国 4 月1 日(日 )帰国

124,400 円～ 124,400 円～ 129,400 円～ 129,400 円～

3月18 日(日 )帰国 3月25 日(日 )帰国 4 月1 日(日 )帰国

124,400 円～ 129,400 円～ 129,400 円～

3月25 日(日 )帰国 4月1 日(日 )帰国

129,400 円～ 129,400 円～

4月1日 (日 )帰国

129,400 円～

9,800 円 9,800 円 9,800 円 9,800 円

3,240 円 3,240 円 3,240 円 3,240 円

8,640 円 8,640 円 8,640 円 8,640 円

10,800 円 10,800 円 10,800 円 10,800 円

17,580 円 22,800 円 26,760 円 32,770 円

～ 29,040 円 ～ 37,830 円 ～ 35,050 円 ～ 41,320 円

454,450 円 528,520 円 598,780 円 673,130 円

～ 470,910 円 ～ 548,550 円 ～ 612,070 円 ～ 686,680 円

◇すべての費用のお支払い先は(株)アサヒトラベルインターナショナルとなり、その後、当社より各関係機関へ送金致します。

2月3日(土)
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留学費用 合計（概算）

AIU海外留学保険料（ご契約タイプをお選びいただきます）

2月10日(土)

◇2017年10月12日現在の為替レートに5円上乗せしたレートにて換算しております。

留学手続き費用

海外送金手数料

ETAS代行申請料（実費含む）

国内外空港施設使用料（発券日の為替ﾚｰﾄにより変動）

航

空
券

3月3日(土)

2月24日(土)

2月17日(土)

3月10日(土)

航空運賃（燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞを含む）

　航空券の規定

　◇出発日の4週間前までに発券（確定の上購入）し、

　　 発券後の予約内容変更はできません。

　◇発券後に予約のお取り消しをされる場合、

　　 航空運賃の60％＋5,400円の手数料が発生します。

　◇右記運賃の受託手荷物許容量は20kgです。

　　 受託手荷物許容量を増やしたい場合は、

　　 片道あたり次の追加料金がかかります（予約時）。

　　 ＋5kg…3,500円／＋10kg…4,000円

旅行期間 (日本出発日～日本帰国日)
出発日

項目／受講期間

空港送迎費用（ゴールドコースト空港～滞在先 往復の場合）

語
学

学

校 ホームステイ手配料

登録料

ホームステイ費用　※A$270（7泊分）×○週間

授業料（一般英語コース「UFO English」を受講した場合）

教材費



研修対象期間カレンダー（2018年2月･3月） 

「海外語学研修参加願」の記入に関する注意 

留学期間のご記入にあたっては、日付の間違いがないよう、研修対象期間カレンダーをご参照の上、

ご注意下さい。不明な点がありましたらご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

<例> 2018年 2月12日(月)～3月16日(金) 5週間の受講をご希望の場合･･･ 

1 7                    5                                 1 8          2        10 
2   12    3  16 1 8          3        18 

「入学願書(Enrolment Form)」の記入に関する注意 

入学願書は語学学校ラングポーツにそのまま提出するための指定フォームです。必ず記入例を参照

いただき、健康状態･アレルギーなどについて申告するべきことや、語学学校のホームステイ･コーディ

ネーターが後にホストファミリーを決めるにあたって参考にすることがある、いくつかの質問についても

必ずご回答下さい。ただし、ホストファミリー決定にあたり、次の事項については事前のリクエストや、

決定後、且つ出発前に変更を求めることはできませんのでご了承下さい。 

◇ 家族構成（子どもの有無･性別･年齢、両親の戸籍有無、親の年齢など） 

  ただし、女子学生の場合、シングルファザーの家庭は最初から除外してもらっています。 

◇ ペットまたは家畜の有無･種類（例: 「猫アレルギー」と申告したが、カメレオンを飼っているのは嫌だ。など） 

  ただし、事前に申告いただいたアレルギーの対象となる動物は除きます。 

◇ 他の留学生の有無･性別･国籍（事前情報がない場合はあります） 

  ただし、同国籍の学生は同じ家庭に滞在しないようお願いしています。 

◇ 語学学校までの所要時間･手段･交通費（徒歩15分、市バスで45分、トラムと市バスで40分、など） 

  ただし、持病で足が悪い、などの申告がある場合は可能な限り配慮させていただきます。 

 

当書面に記入のなかった件、つまり、事前申告のなかった症状や持病などが起因して、現地滞在中に

健康状態に支障をきたしたり、語学学校のスタッフやホストファミリーにご迷惑をおかけするようなこと

のないよう、書きもれにご注意下さい。 

※ 2017年度･･･2017年4月～2018年3月 




