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国際交流・ホームステイ推進委員会 

現在、社会では“世界で、または世界を視野に入れて活躍できる人材”が求めら

れるようになっています。そのニーズに応えるものとして、本校ではオーストラリアで

のホームステイプログラムを実施しています。「世界一美しい街」とうたわれるオース

トラリアのパースで２週間過ごします。 

 ホームステイを通して異文化を肌で感じ、コミュニケーションをとることで人と人との

絆の大切さを実感できます。生徒たちが学年という枠を超えて参加することで、一人

の地球人として生きることを学び、成長を遂げ、また、日本人として誇りを持って帰

国してくるでしょう。 

 つきましては、保護者の皆様にも資料をご一読いただきたく存じます。ぜひ、柔軟

な心を持った年代であるご子息にこのプログラムを勧めて、「世界へ飛び出せ」と背

中を押していただければ幸いです。 

私たちは地球人として、世界の中で生きています。 

私たちに求められているのは、広い視野から日本を見つめ、世界へ発信でき

る資質です。１０代後半の高校時代に異文化体験を積むことは、これからの

人生を拓くための財産となります。ぜひとも、お子様にホームステイの機会を

与えてくださるようにお願いします。 

 期間中は教員が引率し、受入れ校は温かく生徒を迎えてくれますので、ご

安心ください。帰国したときには、一まわりも二まわりも人間的に大きく成長し

ています。その姿を目の当たりにすると、感極まってくるでしょう。オーストラリ

アは２番目のふるさとになってきます。次代を担う若者の国際的な視野を広

げるために、オーストラリア・ホームステイをお勧めください。 
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 2017 年  オーストラリア (パース) 語学研修プログラム 日程 

研修先： ベルモント シティ カレッジ  【生徒 15 名～20 名＋引率 2名】 

日付 午前 午後 宿泊 

7/24

（月） 

空路、シンガポール経由パースへ  

シンガポール航空 011 便  成田発(14：45)   シンガポール着(21：00) 
機内泊 

7/25

（火） 

シンガポール航空 225 便 シンガポール発(00：05)   パース着(05：15) 

到着後、市内見学（モンガー湖）予定 学校へ 

学校到着後、オリエンテーション 

ホストファミリーと対面  

ホームステイ 

（12 泊） 

7/26

（水） 
英語レッスン  授業参加 

7/27

（木） 
英語レッスン ベルモント博物館訪問 （ESL 教師とともに）

7/28

（金） 

フリーマントル散策（公共交通機関利用） *日本人のみ 

パースから南西に約１９㎞の場所に位置する、美しい港町を散策していただきます。 

主な見学地は西オーストラリア航海時代について学べる「難破船博物館」や１８３０年に刑務所と

して建てられた「ラウンドハウス」の見学。この建物は、西オーストラリア州で現在残っている最も古い

建物となっております。週末に開催される「フリーマントルマーケット」でのショッピングも可能です。

7/29

（土） 
終日、ホストファミリーとお過ごしください 

7/30

（日） 
終日、ホストファミリーとお過ごしください 

7/31

（月） 
英語レッスン  授業参加 

8/01

（火） 
英語レッスン  

アボリジニアート・ディジュリドゥ体験*日本人のみ 
アボリジニ特有のアートや楽器を体験することで、アボ

リジニの歴史や伝統を知る貴重な機会となります。 

8/02

（水） 
英語レッスン 授業参加 

8/03

（木） 

パース動物園訪問（公共交通機関利用） *日本人のみ 

動物に関わるクイズシートをこなしながら、単語力、文章力を強化しつつ、楽しく動物について 

学びます。公共交通機関を利用するのも社会勉強になり非常に良い体験となります。 

8/04

（金) 
英語レッスン 

授業参加 

さよならパーティー 

8/05

（土） 
終日、ホストファミリーとお過ごしください 

8/06

（日） 

午前:学校に集合 

学校出発  

空路、シンガポール経由日本へ  

 シンガポール航空 226 便 パース発(14:05)  シンガポール着(19:30)便 

機内泊 

8/07

（月） 

シンガポール航空 638 便  シンガポール発(23:55)  成田着(08:00) 

日本到着 

千葉経済大学附属高等学校 
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１．団体の名称、人員、旅行期間、旅行日程等

名 ・ 名 ・ 名 名

(月) ～ (月) 15 日間

　別紙日程表をご参照ください

（うち企画料金） （うち企画料金）

円（ 円） 円（ 円）

円 円

円 円

２．旅行代金のお支払い

（１）

円

円

振込口座 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約

円

No.

～ 円

３．旅行代金に含まれるもの
（１） ～ 円

（２） 円

（３） （２）

（４）

（５） （３）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０） ６．旅行条件の基準日
（１１）

４．旅行代金に含まれないもの

（１）

（２）

（３） 2015 0513
（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０）

（１１）

現地校通学にかかる交通費

お支払期限までに下記の金融機関にお振込み願います。

日本人コーディネーター費用

食事料金：別紙日程表に記された団体行動中の食事料金

観光料金：専用バス、ガイド料金など

利用交通機関の料金：別紙日程表に記された団体行動中の乗り物料金

団体行動中のチップ、税金並びにサービス料

語学研修費用・ホームステイ費用（１人１家庭）

引率教員費用（２名）

第３項に記載がないものは旅行代金に含まれません。

その主なものを例示します。

申 込 金 ： 25,000 2017年3月31日お支払日：

航空機受託手荷物料金：航空会社規定の通り

空港施設使用料・旅客保安料等（日本・海外空港税）

477,000

旅行代金の残高：

預金口座

三菱東京UFJ 銀行

25,000

ご旅行条件書【海外受注型企画旅行用】

板 倉 正
古 川 一 彦

合計

一般社団法人 日本旅行業協会正会員　ボンド保証会員

TEL：043-227-9401

団体名

申込人員

オーストラリア語学研修

その他 17生徒

千葉経済大学附属高等学校

15 先生 2

観光庁長官登録旅行業第1944号

〒260-0013　千葉県千葉市中央区中央3-3-8　オーク千葉中央ビル6階

板 倉 正支 店 長

近畿日本ツーリスト株式会社　千葉教育旅行支店

担 当 者
提 出 日

千葉経済大学附属高等学校 様
2017 年 1 月 20 日

総合旅行業務取扱管理者

2017年8月7日旅行期間

旅行日程

旅行代金

年　　月　　日お支払日：

その他費用

費用総合計

2017年7月24日

生徒

生徒

生徒

先生

先生

（後日ご案内いたします）

先生

※上記企画料金は、航空機等キャンセル料相当額にて設定しております

477,000

金融機関名： 千代田

口 座 名 ：

2568448

渡航手続取扱料金（ETAS) ※3240円

近畿日本ツーリスト株式会社〔キンキニッポンツーリスト（カ〕

航空運賃：別紙日程表に記された区間の航空運賃

（シンガポール航空エコノミークラス）

支店

燃油付加特別運賃　

学校旅行総合保険料（参加者保険／学校保険）

任意海外旅行保険料

口 座 番 号 ： 普通

旅程表以外に行動される場合の費用

傷害・疾病に関する医療費

添乗員費用

超過航空機預託手荷物料金（30kgを超える分について）

クリーニング代、電報、電話代、飲食代等個人的性格の諸費用

旅券印紙証紙代、及び予防接種等の費用

携帯電話費用

現在の運賃・料金を

基準としています。

５．旅行契約の解除又は人員の変更に伴う
　　一部人員に係る契約の解除

お客様が旅行契約の解除又は参加人員の変更に伴う

一部人員に係る契約の解除をするときは、以下の料金を

2017年6月24日

旅行出発日の31日前まで：

30日前から3日前まで： 旅行代金の20%

解

除

の

時

期

申し受けます。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所で
の取引の責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説
明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記総合旅行業務
取扱管理者にご質問ください。

2017年7月22日 2017年7月24日 238,500

別途ご案内する表によります。

お客様が当社所定の日までに旅行代金を支払わない場合は、

当該期日の翌日にお客様か契約を解除したものとみなします。

この場合、お客様は当社に対し前項の企画料金または取消料に

相当する違約料をお支払いうただくことになります。

旅行代金の100%

477,000
無連絡不参加及び旅行開始後の解除

企
画
料
金
･
取
消
料

まで

95,400

旅行代金の50%

25,000

企画書面記載の企画料金の額

2017年7月21日

2日前から当日まで：

貸切航空機及び、船舶を利用する場合は、上記の表によらず、

2017年6月23日

この旅行条件は、 2017年1月20日
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オーストラリア研修について

今回のオーストラリアの語学研修では、英語の上達はもちろん、

現地生徒との交流やホームステイ体験を通じた異文化交流を目的に

しております。

訪問校の教室で研修に参加すること、同年代の現地生徒との交流、

ホームステイ体験は学校の語学研修ならではのプログラムで、個人

旅行ではなかなか体験できません。ぜひ、この機会にご参加いただ

けますよう、お願い致します。

ポイント１：  ESL の先生から学ぶ英語研修 

ESL(English as a Second Language)の先生とは、母国語を英語としない生徒に英語を教える資格の
ある先生のことです。この資格を持つ先生から毎日英語レッスンを受け、生きた英語を学ぶことがで

きます。

ポイント２： 一般家庭でホームステイ体験 

ホームステイを通して、授業では学べない英語や文化・習慣の違いを肌で感じて頂きます。一般家庭

の中で家族の一員として、現地生活を体験することで日本とは違う言語や文化を理解し、国際感覚を

身につけることができます。

ポイント３： 現地校生徒との交流 

現地校にて研修を行うため、現地生徒との交流が増え、授業では学ぶことのできない生の英語に触れ

ることができます。英語レッスンや現地生徒が受けている授業への参加、スポーツ等を通じて、言葉

の壁を越えた交流を深めて頂きます。

ポイント４： オーストラリアの大自然や文化体験  

オーストラリアの自然は世界でも貴重なものとして認識されております。世界遺産に登録されている

自然遺産の約１割はオセアニア諸国にあるほどです。訪問先では、日本との違いや歴史・文化・環境

保護に対する理解や認識を深めることができます。

ポイント 5： 日本人又は日本語スタッフによるサポート 

グループ用に日本人のコーディネーターがサポートを行なっております。旅行社のスタッフと引率の 

先生の協力のもと、研修プログラムの進行、ホームステイ滞在中の相談や緊急時などにも対応させて 

頂いております。 

語学研修のポイント（特色）について 

千葉経済大学附属高等学校  

2017 年 オーストラリア語学研修 

ご案内書 
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学校名 Belmont City College （ベルモント シティー カレッジ） 

地域 パース / ベルモント地区 

住所 106 Fisher Street Belmont Western Australia 6104 

学校のタイプ 男女共学公立校      

生徒数 約  609 名 （男子 301名  女子 308 名） 

学年 Year8 －Year12   （13 歳～18歳） 制服 あり 

ロケーション 
パース市内から南東へ約６キロ。ベルモント市中心部、ショッピングモールに隣接し

ています。

学校の特色 

ベルモント市中心部にある同校は、近代的な施設を有し、多くの画期的なプログラ

ムを提供。各自の可能性と目標達成の為、生徒一人一人に対し、親身な個別の指

導とサポート。自信と独立心・知識・技術を習得し、積極的な学習者となるように安

全で愛情深い学習環境を提供。校内各所にあるコンピューターは、ネットワーク化し

ており、教室とその他の学習エリアがすべてインターネットで管理されています。主

要教科のみならず、テクノロジーや視覚芸術においても、８年生～１２年生まですべ

ての生徒達の才能を伸ばし、発揮するために万全のサポートを提供。また同校は、

西オーストラリア州で唯一同州教育庁認定のホスピタリティと観光プログラムカリキュ

ラムを指導。 

施設・設備 グラウンド、図書館、コンピュータールーム、キッチン、音楽室など 

日本語クラス あり（常勤で日本語指導教諭がおり日本語でのサポートが可能） 

科目 英語、数学、社会、美術、体育、科学、音楽、日本語・イタリア語等 

※研修可能人数：１５名～２０名

現地候補校紹介 オーストラリア /パース近郊 
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オーストラリアホームステイ体験記
オーストラリアへ夢を乗せて渡って行った先輩たちの体験記をご紹介します。 

体験レポート① 

２週間の滞在で、たくさんの事を学びました。そして、

本当に行って良かったと思いました。最初、ホームステイ

に行く前は英語ができないことをとても不安に思ってい

ました。しかし、いざ行ってみると、ホストファミリーと

の会話がわからないときにはファミリーが遅くしゃべっ

てくれたり、翻訳機能を使ってくれたりと、すごくサポー

トしてくれて、不安に思っていたことが嘘のように吹っ飛

びました。 

それからの日々はとても楽しかったです。学校に行くと

いつも一緒にいてくれるバディーと言葉が通じないことの方が多いけれども、動作や周りで起きた事に対して一

緒に笑いあえたりしました。家に帰るとホストファミリーが今日はどうだった、とか何をしたのか積極的に聞い

てくれました。 

私の家には小さい５才と７才の子供がいたので、その子達と一緒に遊んだりしてとても楽しかったです。後半

になるにつれ、だんだんと英語が聞きとれるようになり、日常的に辞書を使ったりしないで会話ができるように

なったりして、とても嬉しかったです。 

しかし、やはり来た当時は不安だらけで泣いたりしてしまいました。ホームシックというよりは慣れない生活

で、気持ちの面で追いつけなかったのです。しかし、ホストファミリーがとても配慮してくれたりして、だんだ

んと生活に対して慣れてゆき、とても余裕のある有意義な時間を過ごせました。オーストラリアの人は皆フレン

ドリーなようで、どこに行っても初対面ですごく話し込んだり楽しそうにしていました。日本人として、そこは

すごく尊敬しました。日本人は初対面に対して、そんなにフレンドリーにできないので、見習いたいと思いまし

た。 

他にも学校に行き、バディーの友達などと話すときに日本の文化にとても興味を示してくれる人がいて、他文

化を受け入れるという事に対してすごく寛容だなと、尊敬の念を抱きました。 

もし、オーストラリアに来ることを戸惑っている人がいたら、ぜひ来たほうがいいです！なぜかというと、た

くさんのことを学べるし、たくさんのことに感動できます。景色、自然、

目に見えるものだけでなく、すべてがとてもすばらしかったです。英語が

聞き取れない、しゃべれないっていう人も大丈夫です。私もしゃべれませ

んし、聞きとれません。しかし、現地のスタッフや、先生、なによりもホ

ストファミリーがすごく助けてくれました。こちらが英語をできないのを

わかってくれているので、不安に思うことなんてなにもないです。行った

らとても楽しく過ごせます。不安なんてすぐになくなります。 

ぜひ、迷っている人は行ってみて下さい！ 
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体験レポート② 

私は、ホームステイに行くかずっと悩んでいて、直前に申し

込みました。お金も高いし、夏休みに２週間行くとなるとすぐ

に決心することができませんでした。だけど、私は英語がとて

も好きで、生の英語に触れて少しでも英語を話せるようになれ

ばと思い、行くことを決心しました。 

そしてオーストラリアに着き、ホストファミリーとの対面の

時が来ました。「どんなファミリーだろう？」「恐かったらどう

しよう。」とか不安でいっぱいでした。笑顔で、自分の名前を

呼んでくれてとても安心しました。会ったらすぐ沢山英語で話

してくれました。でも native の人の英語を実際に聞くと、思

ったよりも聞き取るのが難しく、初めは緊張もあり、全然理解することができませんでした。それでもホストフ

ァミリーは何回も優しく言ってくれました。二日、三日と過ごしていくうちに、だんだん耳も慣れてきて、何と

言っているのかだんだん分かってきました。でも、自分の言いたいことや自分の気持ちを英語にするのは、とて

も難しかったです。もっと「感謝の気持ちを伝えたい」「もっと自分の事を話したい」って思っても上手く英語に

することができなくて、とても悔しい気持ちにもなりました。 

ホストファミリーには４人の子供が居ました。１２才、１１才、９才の男の子と５才の女の子が居ました。子

供たちはみんなかわいくて、遊ぼうって沢山来てくれました。子供たちとも毎日沢山遊んでいっぱい思い出がで

きました。ホストマザーは毎日美味しいご飯を作ってくれました。私は毎日の夕食が楽しみでした。ホストマザ

ーは沢山のパースの名所に連れて行ってくれました。パースは、きれいなところが沢山ありました。空気も澄ん

でいたし、空も本当にきれいでした。一番思い出に残っているのは海です。こんなにきれいな景色は生まれて初

めてというくらいきれいでした。一生忘れないと思いました。 

１０日目くらいに、私は熱を出してしまいました。とても熱が上がって私はホストファミリーに申し訳ない気

持ちでいっぱいでした。でも私が謝ったらホストマザーは逆に「全然いいのよ、心配しないで、あなたの母だと

思っているから」と言って頭をなでてくれました。感動して涙がでました。 

この２週間は本当にあっという間でした。言葉も違って、右も左も分

からない場所で過ごした２週間は、全てが新鮮で毎日新しく経験するこ

とが沢山ありました。日本とは大きく異なるオーストラリアの生活様式

を知ることができました。伝えたいことを上手く英語で伝える難しさ、

言葉の壁を越えて心が通じ合えることを学びました。生きた英語に触れ

合えた２週間は私にとって最高の時間でした。同時にもっと英語を話せ

るようになりたいと強く思いました。ホームステイで学んだ英語を活か

して英語の勉強を頑張って行きたいです。前よりももっと英語が好きに

なれました。この経験を進路選択に役立てたいです。 

そして素敵なホストファミリーに出会えたことが一番幸せです。また

いつでも戻ってきていいと言ってくれました。いつか絶対にまたパース

に会いに行きます。一生の思い出に残るホームステイになりました。 

ホームステイに参加して本当に良かったです。 
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観光のご案内

パース市内観光

キングスパーク
市内・市外が一望できる広大で美し
い公園。面積は406ヘクタール。その
うち3分の2は手付かずの自然のまま
保護されていて、残りの3分の1は植
物園、見晴台、噴水や池のある公園
として整備され、市民 親     
ます。春にはワイルドフラワーフェスティ
バルも開催されます。

ロンドンコート
パース市内アーケード内。1937年 
建てられたロンドンコートは、ロンドンの
ビックベンをまねた時計台で、内部に
はアンティークショップやお土産店など
があります。

モンガー湖
モンガー湖は、西       の州鳥、
ブラックスワンなどの水鳥の住みかと
なっている水湖(湧き水)です。現在で
 年間 通してブラックスワンをはじめ、
ユーラシアンクートやスワンプヘン、ペリ
     見        。

西       
美術館&博物館

   駅 隣接。美術館ではアボリジ
ナルアート、近代オーストラリアアートが
常設、他特別展示会が開催されるこ
ともあります。隣接 博物館  野生
動物、州の豊富な海洋と哺乳動物
の生態、植民地時代 歴史 見  
とが出来ます。

パース動物園
オーストラリアの可愛らしい動物達に
会  行      動物園 1番。
1899年       歴史  動物
園。より自然に近い形で動物達に触
れ合える環境が整っており、時間帯に
よっては動物達にフィーティングが出来
るのもこの動物園の特徴のひとつ。動
物     行      。

難破船博物館
17世紀 難破船    号 復元
船体をはじめ、漁業や海軍、レース用
ヨットなど数百にもおよぶ貴重な展示
物が並んでいます。西       航
海時代について学べるスポットです。

フリーマントル
     南西 約19Kmのスワン川がインド洋に注ぐ河
口に位置する、美しい港町です。ヨット港としても有名で、
世界的ヨットレースのアメリカズカップが、アメリカ以外で初
めて開催された地でもあります。また、週末のみ開催され
              見       。食料品  
骨董品まで幅広い品ぞろえの他に、大道芸人によるパ
フォーマンスはあっという間に大勢の観衆を集めてしまいま
す。

0
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パース
PERTH

西オーストラリア州の州都であり、日本から西オーストラリア州への唯一の直行便発着地であることか

ら、観光の拠点としてなじみ深い。街の歴史は、1829年にイギリスのスターリング船長率いるパーメリア

号がスワン川から入植して基礎を造ったことに始まる。かつて宇宙飛行士のジョン・グレン氏が言った「光

の都市」をはじめ、「世界一孤立した街」「世界一清潔な街」などさまざまな呼び名があるが、高層ビルが

林立する近代都市という反面、実際はキングス・パークやスワン川などの豊かな自然に囲まれた、とても

過ごしやすい街だ。無料巡回バスをはじめ公共交通機関が発達し、ショッピングエリアの道を歩行者専

用にするなど、住みやすい街が実現されている。結果として観光客にも行動しやすい街になったが、観

光地としてよりも、住んでみたい場所としての人気が高い。

◆空港

パース国際空港（PERTH INT'L AIRPORT：PER）から約13KM、タクシー約30～40分 約38オーストラリアドル、エアポートバス約30～40分 
20オーストラリアドル。

◆時差

日本との時差-1時間。オーストラリアの方が遅れている。サマータイムはない。

◆平均気温・降水量・服装

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

最高気温 28 29 28 25 22 19 18 18 19 21 24 27

最低気温 18 18 17 15 13 11 10 10 11 12 15 17

降水量 8 3 23 30 96 134 142 102 75 41 20 4

服装 A/B A/B A/B A/C B/C B/C B/C B/C B/C B/C A/C A/B

※ 気温は℃、降水量はmm
※ A：夏服・半袖　B：薄手のセーター、カーディガン等　C：冬服・薄手のコート等　D：厚手のコート、手袋等の防寒具 

◆通貨 更新日:2015.02.04

通貨単位・略号 補助通貨 対米ドルレート 円換算

オーストラリアドル AU DOLLAR／S AUD 100セント ＝ CENT／S 1.19 オーストラリアドル 101.56円

◆電圧・周波数 220～240V 50HZ

◆日本宛郵便物料金 ハガキ：AUD 1.70　　封書：50G迄　AUD 1.85　250G迄　AUD 4.65

◆市内電話料金 1通話：0.50AUD（通話時間は無制限）

◆飲み水 水道水は飲めるが、ミネラルウォーターの方が望ましい。

◆タクシー

流しはないので、市内のタクシー乗り場やホテルから乗車する。初乗り3.90AUD。週末、夜間、祝日は初乗り5.60AUD。

◆チップ

原則なし。特別なサービスを受けたら渡すのが望ましい。

◆営業時間

郵便局：月-金9-17,土10-12,銀行：月-木9：30-16,金9：30-17,デパート：9-18,一般商店：月-金10-17：30,土9-17（店・州により異なる）

※上記の情報は随時更新を行なっておりますが、実際とは異なる場合もございます。あくまでもご旅行・ご宿泊の参考としてご覧下さい。

1/1ページJATANAVI -都市情報カタログ -

2015/02/06http://www.jata-net.or.jp/WorldInfo/wci/CityA4.asp?c=PER 910
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