
改訂版 2020年度 オーストラリア短期海外留学のお知らせ 

先日アップさせていただきましたお知らせが『プラン追加』という言葉で混乱を招いてしまった方も 

いらっしゃり再度お知らせさせていただきます。大変申し訳ございませんでした。 

以下のプランは追加ではなく改訂ですのでこれらのプラン以外ございませんのでご承知ください。 

また改訂して経緯についてご説明させていただきます。 

 

【改訂した経緯について】 

まず親子参加のプランは見積もりがまだとれていなかったため細かいアクティビティ代金が多々含

まれていなかったり、飛行機代金がまだ未発表のものもあり色々なものが含まれておりませんでし

た。二人分のアクティビティが含まれていてあの金額があまりにも安すぎるのではないかという問

い合わせがあり発覚したので訂正させていただきます。 

発表当初はあくまでも目安であり、はじめに提示していた二人分のアクティビティが含まれており

ますと記載されておりましたがそれが間違えで、子ども一人分のアクティビティが含まれておりま

すと記載ミスがございました。大変申し訳ございませんでした。 

 

日程に関しては昨年のあちらの年間スケジュールを元に作成させて頂きましたが、今年は学期の始

まりが 1 週間ずれていたため当初予定していた日程では学校が始まっていないのでスケジュール全

体を変えなくてはなりませんでした。また、こちらが提示していたスケジュールとホストファミリ

ーや学校新学期のスケジュールが異なり、親御様が２５日に帰国してしまうとホストファミリーと

の生活は２６日からですのでホストファミリーとお会いしないで帰国しないといけなくなり、また

学校は２７日から開始となるため授業風景も是非保護者の皆様に見ていただきたいとうホストファ

ミリーや学校関係者のご要望があったため変更させていただきました。 

さらに私たちは子供たちが必要とした時にすぐに駆け付けてあげたいので、何度も空港までお迎え

にあがってしまうと大切なお子様を２4 時間体制で見守ることができないため途中参加や帰国の日

程も固定させていただきました。 

 
最後に中国や韓国、インドなどアジア圏の国の方々は幼少期より留学に行かせています。 

その結果、日本よりもより英語が話せる人口が多いのも事実です。 

数字だけをみるのではなく内容をみて留学を通して何が得られるかを考えて下さい。得れるものに対しては

決して高い金額ではないと思います。 

学校に通ったり、仲間と助け合い目標を達成したり、親のいない中、他人のお世話になり日ごろに感謝する

心を学ぶなど家族旅行では得れないものが得られ、感じ体験できるのが留学です。 

毎年あるプランではなく人数にも限りがあり参加人数にも制限があるプログラムなので今年皆様にはぜひ参

加していただけるようお待ちしております。 

尚、申込みは必ず 申込用紙・パスポートコピー・お支払いと３セットですべて一緒にお願い致

します。 

 

 

 

 



 

 

 

今現在のおおまかな予定 

 

 

 

 成田出発 

   ↓ 

 ケアンズ到着 

   ↓ 

ハートリースクロコダイルアドベンチャー訪問、ケアンズ市内探索 

   ↓ 

 熱気球から見るオーストラリアの日の出と草原の旅 

（土ボタル鑑賞やパロネラパーク観光は山火事の影響で開催されないため熱気球に変更いたしました） 

   ↓ 

世界遺産の原生林 キュランダ観光 アーミーダック・スカイレール乗車 

   ↓ 

グリーンアイランド 世界遺産グレートバリアリーフ観光 

   ↓ 

世界遺産エアーズロック宿泊・観光  日の出日の入り鑑賞 

   ↓ 

 ブルーマウンテンズ国立公園観光 

   ↓ 

シドニーオペラハウス 

   ↓ 

 雪山でスキー 

   ↓ 

ホストファミリーと合流し BBQ 

   ↓ 

学校通学及びホームステイ 

   ↓ 

 日本 成田空港に帰国 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
２年に一度 行っている短期海外留学は始めてから１０年間、オーストラリアのバンダーバーグで

行っており素晴らしい実績を残しておりましたが校長先生が変わったことから 2012 年の夏に
Canberra にホームステイ先を移し、Canberra Christian School を姉妹校としての短期留学と
なりましたが昨年より姉妹校を Sydney Adventist Auburn schoolにさせていただき今年も昨年同
様お世話になります。 
本当に素晴らしい学校環境とあたたかいホストファミリーそして教師の方々とのご縁を頂き、感

動や発見の連続、そして出会いと愛に満ちた実り多き留学となり御協力頂いた皆様には心より感謝
申し上げます。 

Sydney Adventist Auburn schoolの先生方は皆さま本当に温かく私たちを迎えて下さり現地の
生徒たちとの交流の場もたくさん作って下さり信頼できる素晴らしい教師陣でした。また、生徒た
ちもオーストラリアだけではなくたくさんの国から集まっているため多文化も学ぶことができグロ
ーバルの子供たちは異文化交流に胸を弾ませたくさんの価値観に触れ考え方が広がりました。 
そんな素晴らしい学校とまた縁あり通うことができる子とうれしく思います。 
 
留学は日頃学んでいる英会話を現地で活用し、日本だけではなく、世界中でお友達を作る良い機

会だと思いますし、海外生活を通し英語→日本語・日本語→英語と頭の言語変換スイッチが早くな
るだけではなく英語⇔英語というダイレクトに英語を理解し、会話する能力が更に開花し、生きた
英語を使えるようになる絶好の機会になります。 
また、何年も短期海外留学を経験していた生徒は小学生で準２級、中１で２級、高校生で準１級

を目指しておりますし、それぞれの中学・高校の試験及びグローバルのクラス替え試験では常に上
位に名を連ねており成果を確実に挙げているのも事実で御座います。 
参加者はたとえ約１ヶ月という短い期間でも親から離れて言語も習慣も違う中、最後まで諦めた

り、投げ出したりせずに気持ちを伝えようと努力し、海外で生活して成し遂げることによって大き
な喜びを感じ、自分に自信を持ち、精神的にも強くなり、内面的にも大きな成長を見せてくれます。 
そして、家族から離れることで当たり前のことにも感謝が自然と芽生え、困難に直面しても諦めず
に挑戦し、挫折をしてもまた立ち上がり最後までやり遂げるという姿勢が育まれました。そして、
それらの経験や努力、そして培った強さは帰国後、普段の生活の中でも子ども達の中で息づき、輝
いております。また、異国に【第二の家族】を作ることも目的としており自分の家族はもちろんの
こと海外にもかけがえのない親友・そして家族ができることがどれだけ心強くうれしいことか、一
人でも多くのグローバルの生徒にも体験していただきたいと願っております。 

 
保護者の皆様におかれましては様々な心配もあるとは思いますが、グローバルのスタッフが２４

時間体制で皆様の大切なお子様をお守りし、ホームステイ先への家庭訪問や学校との密な連絡およ
び訪問を通して子ども達とホストや学校とのパイプ役となって留学を大成功に導くための全面的な
サポートを致します。 
また、子ども達はそれぞれのホームステイ先に入る前の約２週間で私達のサポートと管理で時差

や気候の違いなどからくる体調不良などを徐々に整えて万全な状態としながらオーストラリア各地

の世界遺産や名所を皆で巡り、徐々に順応させて現地の生活に必要な言語、知識、マナーおよび習
慣を身に付けた上で約２週間のホストファミリーとの生活に臨みます。 

 
参加費用においてもコーディネートなど全てにおいて弊社が行う分、非常にお安く設定させて頂

いております。 実際に様々な会社に見積を依頼した結果、弊社のご料金とは格段に違いが出まし
た。他社との費用の違いなどの詳細は別紙をご参照下さい。 １つでも多くの経験を一人でも多く
の生徒に体験させてあげたいという園長先生の思いから全てのオプションも含めた料金設定になっ
ており、これだけのアクティビティー、世界遺産であるグレートバリアリーフ、土ボタル鑑賞、キ
ュランダで周るケアンズの旅、動物園、天空の城パロネラパーク、オペラハウス、ブルーマウンテ
ンズ国立公園を周るシドニーの旅、世界遺産エアーズロックの観光、オーストラリアスキー等すべ
てが別紙の参加費用に含まれております。 
１つでも多くの経験を長い期間で吸収してほしいと企画して下さった園長先生の思いも御座います
ので参加者の皆様にはできるだけ日数の多いオプションを全て含めた素晴らしい内容のＡプランで
一人でも多くの方が参加して下さる事を願っております。 
 
また、この企画は言語能力の向上だけでなく異文化の中で様々な環境に対応していかなければなら

ない為、自ら考え対応し乗り越えてゆく対応能力が身に付くと同時に言語や文化が違う中であって
もご両親から離れ、自分で自分の事をステイ先や学校でしていく中で精神的に大きく成長すること

は間違いがありませんし、挑戦し勝ち得た喜びから生きることへの自信へと繋がってゆくと確信し
ております。また、普段当たり前のように家族に見守られ、してもらってきた事も家族や友人から

離れて過ごすことでそれがどれだけ有り難いことか、離れてみて感謝の気持ちに改めて気付かされ



【当たり前のことへの感謝の気持ち】も育まれる事と思います。 今年度、子ども達を引率させて
頂く私共も幼児期・学童期から様々な経験をさせてあげたいという園長先生の想いから生まれたこ

の素晴らしい企画に一人でも多くの方の参加を心よりお待ち申し上げます。この留学は１年おきに
行っておりますので来年は行う予定は御座いませんし、参加人数など条件が整わない場合は再来年

の開催もお約束出来ないので、迷われている方は先延ばしにせず是非、今年にご参加下さいますよ
うお願い申し上げます。 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
2.  

 
 

 
●参加対象： グローバル生徒又はその家族 

 

 
●お子様が通学する学校 ： 
  
 
●引率者：   緑川 智子・ 西（山﨑） 美法 ・緑川博亮 
 
 

主な行き先 
 
① ケアンズ 

ハートリースクロコダイルアドベンチャーズ：コアラを抱っこしたり、カンガルーの餌付けなどオーストラオ

ーストラリアを代表する動物たちと触れ合うことができます。 
 

 
 
 
 
     
 

 
3.  
 

 
 
 
 



グリーンアイランド：世界遺産のグレートバリアリーフの珊瑚礁でできたグリーン島。透明感が素晴らしい海では
珊瑚礁やトロピカルフィッシュ、ウミガメやマンタも見られるかもしれません！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
キュランダ：世界最古の熱帯雨林、キュランダ。その世界遺産でもあるキュランダではキュランダ列車とスカイ

レールだけでなく、人気沸騰中の水陸両用車アーミーダックでの熱帯雨林探検します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シドニー 

 
シドニーマーケット：シドニーマーケットは、シドニーの胃袋を 30年間も支え続けてきたマーケットです。 
地元や周辺地域で採れた新鮮な野菜や果物をメインに手作りの工芸品などもあり、ローカルの買い物客と農家スタ
ッフが会話を楽しむ様子なども見られて、いつも活気があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

オペラハウス：文化遺産として世界遺産に登録された、オペラハウス。そのオペラハウス内を知識豊富なガイドさ
んが一緒に巡りながら歴史や建築家の功績や奇跡ともいえる設計と工学の秘密を紹介してくれます。 
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ブルーマウンテン：ブルーマウンテン国立公園は、ユネスコの世界遺産に指定された緑豊かな国立公園。 
そこから見えるスリーシスターズも美しく木漏れ日の中の遊歩道、見渡す限りのユーカリの樹海、深い峡谷も 
絶景です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エアーズロック：オーストラリアのほぼ中央の砂漠地帯に位置する「ウルル-カタ・ジュタ国立公園」の中にある、
周囲約 9キロ・地上からの高さが 348メートルの世界最大級の一枚岩。1987年に世界（自然）遺産へ・1994年
に世界（文化）遺産に登録された、複合世界遺産です。エアーズロックのサンライズは言葉にならない美しさで 
朝日が上がるときには空には天使の羽のような雲が見えます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



プランＡ お子様 ７月 17日～８月 12 日（27日間） 

お子様のみ参加プラン（全てのオプション付き） 
 

他社価格 \1,158,000（税別） → グローバル価格 \879,694（税別） 
        

含まれるもの  ・お子様 1名の国際線飛行機往復代金 
・ケアンズからエアーズロック国内線片道飛行機代 

・エアーズロックからシドニー国内線片道飛行機代 
・ホームステイ代  １６泊分 

・ケアンズホテル代 ３泊分 
・シドニーホテル代 ２泊分 

・雪山宿宿泊代１泊分 
・スキー場リフト代 １日分 

・雪山バスチャーター代 
・エアーズロック１泊宿泊代金と観光費用 

・現地コーディネーター代 
・送迎代とガソリン代 

・送迎車貸切レンタルバス代 
・送迎車貸切レンタルカー代 

・車運転手代 
・バス運転手代 

・現地空港往復送迎代 
・成田空港往復送迎代 

・学費 
・入学金 

・企画料 
・諸経費 

・通信費 
・動物園入園料 

・キュランダ観光費用 
・熱気球の遊覧紀行代 

・グリーン島への船代 
・グリーン島のアクティビティー代金 

・オペラハウス観光費用 
・ブルーマウンテンズ観光費用 

・出発前英会話レッスン料 
・留学前合宿代 

 
○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 

○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 

 
別途費用として必要な代金     ①外食代   ＄500 

②おこずかい ＄250 
（オーストラリアは水不足のため飲み物が高いため飲み物代金もこの中に含まれております。） 

 
② 個々ご家族で必要なお土産 

（お子様にお土産リストを必ず持参させて下さい） 
 

 
 



プラン B   お子様 ７月 17日～８月２日（16 日間） 

保護者の方  ７月 25日～8月 2日 (9日間） 

お子様と保護者参加プラン お二人様御料金  
他社価格\ 1,417,000（税別）⇒ グローバル価格\ 1,098,000（税別） 

 
※このプランは保護者の方の出発が７月２５日になりますが７月２０日以降団体飛行機代が高くな

ることと帰りの便が夏休み真最中で高くなるためアクティビティーを入れなくても高くなってしま
います。 

※７月２５日出発の方の成田空港への送迎はございません。 
※８月２日帰国の方の成田空港からの送迎はございません。 

※お子様の学校への入学金は何日間いても一律のため日割り計算ができないので途中で帰国しても
ご料金は変わりません。 

※授業料もタームごとの一括お支払いのため途中帰国のお子様もプラン A のお子様と同じ費用にな
ります。 

※シドニー空港往復送迎は含まれます。 
 

お子様に 
含まれるもの ・お子様 1名の国際線飛行機代 

・ケアンズからエアーズロック国内線片道飛行機代 
・エアーズロックからシドニー国内線片道飛行機代 

・ホームステイ代   7泊分 
・ケアンズホテル代 ３泊分 

・シドニーホテル代 ２泊分 
・雪山宿宿泊代１泊分 

・スキー場リフト代 １日分 
・雪山バスチャーター代  

・エアーズロック１泊宿泊代金と観光費用 
・現地コーディネーター代 

・送迎代とガソリン代 
・送迎車貸切レンタルバス代 

・送迎車貸切レンタルカー代 
・車運転手代 

・バス運転手代 
       ・現地空港往復送迎代 

・お子様の学費 
・入学金 

・企画料 
・諸経費 

・通信費 
・動物園入園料 

・キュランダ観光費用 
・熱気球の遊覧紀行代 

・グリーン島への船代 
・オペラハウス観光費用 

・ブルーマウンテンズ観光費用 
・出発前英会話レッスン料（お子様） 

・留学前合宿代（お子様） 
 

○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 



○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 

 

 
 

 
別途費用として必要な代金  

 
① 外食代外食代    ＄500 

② おこずかい       ＄250 
（オーストラリアは水不足のため飲み物が高いため飲み物代金もこの中に含まれております。） 

 
③個々ご家族で必要なお土産 

（お子様にお土産リストを必ず持参させて下さい） 
 

 
 

 
保護者様に 

含まれるもの ・大人 1名の国際線飛行機往復代金 
・ホームステイ代   7泊分 

・現地コーディネーター代 
・ガソリン代 

・送迎車貸切レンタルバス代 
・バス運転手代 

       ・現地空港往復送迎代 
・企画料 

・諸経費 
・通信費 

 
○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 

○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



プラン C   お子様 ７月 17 日～８月 12日（27日間） 

保護者の方 ７月 17日～8月 2 日  (16日間） 

 
他社価格\ 2,107,030（税別）⇒ グローバル価格\ 1,822,492（税別） 

 
※８月２日帰国の方の成田空港送迎はございません。 

 
お子様に 

含まれるもの ・お子様 1名の国際線飛行機往復代金 
・ケアンズからエアーズロック国内線片道飛行機代 

・エアーズロックからシドニー国内線片道飛行機代 
・ホームステイ代  １６泊分 

・ケアンズホテル代 ３泊分 
・シドニーホテル代 ２泊分 

・雪山宿宿泊代１泊分 
・スキー場リフト代 １日分 

・雪山バスチャーター代 
・エアーズロック１泊宿泊代金と観光費用 

・現地コーディネーター代 
・送迎代とガソリン代 

・送迎車貸切レンタルバス代 
・送迎車貸切レンタルカー代 

・車運転手代 
・バス運転手代 

・現地空港往復送迎代 
・成田空港往復送迎代 

・学費 
・入学金 

・企画料 
・諸経費 

・通信費 
・動物園入園料 

・キュランダ観光費用 
・熱気球の遊覧紀行代 

・グリーン島への船代 
・グリーン島のアクティビティー代金 

・オペラハウス観光費用 
・ブルーマウンテンズ観光費用 

・出発前英会話レッスン料 
・留学前合宿代 

 
○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 

○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 

 
 

 
 

 
別途費用として必要な代金     ①外食代   ＄500 



②おこずかい ＄250 
（オーストラリアは水不足のため飲み物が高いため飲み物代金もこの中に含まれております。） 

 
③個々ご家族で必要なお土産 

（お子様にお土産リストを必ず持参させて下さい） 
 

 
 

保護者様に 
含まれるもの  ・大人 1名の国際線飛行機往復代金 

・ケアンズからエアーズロック国内線片道飛行機代 
・エアーズロックからシドニー国内線片道飛行機代 

・ホームステイ代  ７泊分 
・ケアンズホテル代 ３泊分 

・シドニーホテル代 ２泊分 
・雪山宿宿泊代１泊分 

・スキー場リフト代 １日分 
・雪山バスチャーター代 

・エアーズロック１泊宿泊代金と観光費用 
・現地コーディネーター代 

・送迎代とガソリン代 
・送迎車貸切レンタルバス代 

・送迎車貸切レンタルカー代 
・車運転手代 

・バス運転手代 
・現地空港往復送迎代 

・成田空港往復送迎代 
・企画料 

・諸経費 
・通信費 

・動物園入園料 
・キュランダ観光費用 

・熱気球の遊覧紀行代 
・グリーン島への船代 

・グリーン島のアクティビティー代金 
・オペラハウス観光費用 

・ブルーマウンテンズ観光費用 
 

○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 

○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 
 

別途費用として必要な代金     ①外食代   ＄500 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



プラン D お子様 ７月 17日～８月 12 日（27日間） 

  保護者の方 ７月 17 日～８月 12 日（27 日間） 

（全てのオプション付き） 
他社価格 ￥2,296,023（税別） → グローバル価格 \1,889,388（税別） 

        
お子様に 

含まれるもの  ・お子様 1名の国際線飛行機往復代金 
・ケアンズからエアーズロック国内線片道飛行機代 

・エアーズロックからシドニー国内線片道飛行機代 
・ホームステイ代  １６泊分 

・ケアンズホテル代 ３泊分 
・シドニーホテル代 ２泊分 

・雪山宿宿泊代１泊分 
・スキー場リフト代 １日分 

・雪山バスチャーター代 
・エアーズロック１泊宿泊代金と観光費用 

・現地コーディネーター代 
・送迎代とガソリン代 

・送迎車貸切レンタルバス代 
・送迎車貸切レンタルカー代 

・車運転手代 
・バス運転手代 

・現地空港往復送迎代 
・成田空港往復送迎代 

・学費 
・入学金 

・企画料 
・諸経費 

・通信費 
・動物園入園料 

・キュランダ観光費用 
・熱気球の遊覧紀行代 

・グリーン島への船代 
・グリーン島のアクティビティー代金 

・オペラハウス観光費用 
・ブルーマウンテンズ観光費用 

・出発前英会話レッスン料 
・留学前合宿代 

 
○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 

○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 

 
別途費用として必要な代金 ①外食代   ＄500 

②おこずかい ＄250 
（オーストラリアは水不足のため飲み物が高いため飲み物代金もこの中に含まれております。） 

③個々ご家族で必要なお土産 
（お子様にお土産リストを必ず持参させて下さい） 

 
 



保護者様に 
含まれるもの ・大人 1名の国際線飛行機往復代金 

・ケアンズからエアーズロック国内線片道飛行機代 
・エアーズロックからシドニー国内線片道飛行機代 

・ホームステイ代  １６泊分 
・ケアンズホテル代 ３泊分 

・シドニーホテル代 ２泊分 
・雪山宿宿泊代１泊分 

・スキー場リフト代 １日分 
・雪山バスチャーター代 

・エアーズロック１泊宿泊代金と観光費用 
・現地コーディネーター代 

・送迎代とガソリン代 
・送迎車貸切レンタルバス代 

・送迎車貸切レンタルカー代 
・車運転手代 

・バス運転手代 
・現地空港往復送迎代 

・成田空港往復送迎代 
・企画料 

・諸経費 
・通信費 

・動物園入園料 
・キュランダ観光費用 

・熱気球の遊覧紀行代 
・グリーン島への船代 

・グリーン島のアクティビティー代金 
・オペラハウス観光費用 

・ブルーマウンテンズ観光費用 
 

○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 

○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 
 

別途費用として必要な代金     ①外食代   ＄500 
 

※飛行機は全てエコノミークラスの御料金です 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プラン E   お子様 ７月 17 日～８月 12日（27日間） 

保護者の方 ７月 25日～8月 2 日  (9日間） 

 
他社価格\ 1,327,360（税別）⇒ グローバル価格\ 1,178,200（税別） 

 
※７月２５日出発の方の成田空港への送迎はございません。 

※８月２日帰国の方の成田空港からの送迎はございません。 
 

 
お子様に 

含まれるもの ・お子様 1名の国際線飛行機往復代金 
・ケアンズからエアーズロック国内線片道飛行機代 

・エアーズロックからシドニー国内線片道飛行機代 
・ホームステイ代  １６泊分 

・ケアンズホテル代 ３泊分 
・シドニーホテル代 ２泊分 

・雪山宿宿泊代１泊分 
・スキー場リフト代 １日分 

・雪山バスチャーター代 
・エアーズロック１泊宿泊代金と観光費用 

・現地コーディネーター代 
・送迎代とガソリン代 

・送迎車貸切レンタルバス代 
・送迎車貸切レンタルカー代 

・車運転手代 
・バス運転手代 

・現地空港往復送迎代 
・成田空港往復送迎代 

・学費 
・入学金 

・企画料 
・諸経費 

・通信費 
・動物園入園料 

・キュランダ観光費用 
・熱気球の遊覧紀行代 

・グリーン島への船代 
・グリーン島のアクティビティー代金 

・オペラハウス観光費用 
・ブルーマウンテンズ観光費用 

・出発前英会話レッスン料 
・留学前合宿代 

 
○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 

○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 

 
 

 
別途費用として必要な代金     ①外食代   ＄500 



②おこずかい ＄250 
（オーストラリアは水不足のため飲み物が高いため飲み物代金もこの中に含まれております。） 

 
③個々ご家族で必要なお土産 

（お子様にお土産リストを必ず持参させて下さい） 
 

 
 

 
保護者様に 

含まれるもの  ・大人 1名の国際線飛行機往復代金 
・ホームステイ代  ７泊分 

・現地コーディネーター代 
・送迎代とガソリン代 

・送迎車貸切レンタルバス代 
・バス運転手代 

・現地空港往復送迎代 
・企画料 

・諸経費 
・通信費 

 
 

○書類代行料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 
○学校手配料はグローバルが行うため別途のお支払いは必要ありません 

○ホストファミリーサーチ代はグローバルと学校が行うため別途のお支払いは必要ありません 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【留学説明会】 

 

第１回目 ４月下旬 持ちものやお土産などについての説明・同意書記入 

     場所：Global 

第１回目 ６月下旬 ホストファミリーの紹介や最終確認 

     場所：Global 

【留学英会話レッスン】 

留学前に必要な入国やホストファミリーとの会話など必要な英会話レッスンを出発前に計 8 回行い

ます。詳細は後日改めてお知らせ致します。 

5月 木曜日 2回 １６：００～１７：００ 

6月 木曜日 4回 １６：００～１７：００ 

7月 木曜日 2回 １６：００～１７：００ 

 

【留学前疑似体験合宿】 

留学前に必要なホームステイ先でのマナー（食事やお風呂などのマナー等、礼儀）、学校で必要な英

語レッスン、オーストラリアで行う日本のおもちゃの遊び方プレゼン練習・・・などを合宿に行き

学びます。詳細は後日改めてお知らせ致します。  

 開催月：６月   開催場所：智子先生宅 

 

 

 

 



重要なお知らせ・・・・・ 

 

１、 団体で申し込みをしますので、全員のお席を同じ飛行機で取るのが大変難しいため出来るだ

け早く飛行機の申し込みをしたいと考えております。その為、お申し込みは２月 17日(月)

までにお願い致します。 

尚、申込みは必ず 申込用紙・パスポートコピー・お支払いと３セットですべて一緒
にお願い致します。 

 

２、 お申し込み時にオーストラリアのホストファミリーへお渡しするStudent information リ

スト及びホストへの英文の手紙用紙を配布いたしますので２月２４日（月）までにご提出く

ださい。 

Student informationにはご家族お一人お一人のお写真（ご祖父母含む）、飼っている方は

動物、おうちの外観写真も添付いたしますのでご用意お願い致します。 

３、 お支払いは 1括お支払い・2回分割・3回分割払いがお選びいただけます。 

第 1回目 お支払い期限 2 月 17日（月）まで 

第２回目 お支払い期限 ４月１３日（月）  

第３回目 お支払い期限 ６月１日（月） 

尚、お申し込みの期間でも、お申し込みの段階で安いお席が満席の際は、飛行機代金が若干

お高い席で席の確保をしなければいけないため、料金が若干高くなる事も有り得る事をご了

承下さい。 

  

 

Global Education Garden 

http://jp.f37.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?box=Sent&MsgId=1305_17370277_8219_625_133420_0_262056_198149_454055425&bodyPart=2&tnef=&YY=43434&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=20


2020 年オーストラリア短期海外留学申込書 

 

2020 年度 短期海外留学に（ 参加 ・ 不参加 ） します。 

参加される方のみ・・・・・・・・・ 

 

参加者氏名 :＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

参加者氏名 :＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

希望コース : プラン＿＿＿  

 

希望お支払い回数： （ 一括 ・ 2回払い ・3回払い ） 

●団体で全てのアクティビティーや飛行機のお席を押さえるにあたり、お申し込み後にキャンセルされると全ての

アクティビティーや飛行機のお席を一度キャンセルし、再度申し込まなければならない為、他の参加者に多大な迷

惑をかけてしまうのでキャンセルはお受けできません。 

●パスポートのコピーと保険証コピーを申し込み時、又は取得次第、早急に園にご提出下さい。 

パスポートは飛行機を予約する際に必ず必要なため未取得の方はできるかぎり早い申請と取得をお願申し 

上げます。 

以上の内容を全て理解した上で、2020 年度短期海外留学に参加します。 □（チェックをお願いします） 

尚、申込みは必ず 申込用紙・パスポートコピー・お支払いと３セットですべて一緒にお願い致します。 

 

保護者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿㊞ 

 

http://jp.f37.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?box=Sent&MsgId=1305_17370277_8219_625_133420_0_262056_198149_454055425&bodyPart=2&tnef=&YY=43434&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=20
http://jp.f37.mail.yahoo.co.jp/ym/ShowLetter?box=Sent&MsgId=1305_17370277_8219_625_133420_0_262056_198149_454055425&bodyPart=2&tnef=&YY=43434&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b&Idx=20

