
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務

取扱管理者にお訊ねください。

印刷インクには「大豆インク」を使用することにより、

VOC（揮発生有機化合物）が少なく、鉛・水銀カドミ

ウムなどの重金属類は使用していません

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター
インターネットホームページ

◆お問い合わせ・お申込先

京都府知事登録旅行業　第3-299号

立命館生活協同組合　APU CO-OP　プレイガイド

〒874-8577　大分県別府市十文字原 1-1

TEL: 0977-78-1170  FAX: 0977-78-1172

総合旅行業務取扱管理者　麻生　亨子

http://travel.univcoop.or.jp/http://travel.univcoop.or.jp/

APUおよびAPU生協が

共同で実施するプログラムです。

一定の要件を満たせば、

単位を取得できます。

単位や海外旅行保険等についてはAPU

アカデミックオフィスよりご案内します。

（プログラム参加は日本語基準

スタンダードトラックの

学部生のみが対象です）

http://travel.univcoop.or.jp/
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APUはキャンパス自体が国際的なので、わざわざ留学し

なくても十分異文化体験ができるのではないか、とみなさ

んは思われるかもしれません。しかし、私たちはキャンパス

の外でもいろいろな経験を積める機会を提供すべきだと

考えています。

この留学プログラム（EXPLORE）はその名前の通り、み

なさんに自主的に海外で学習・探求し、経験を積んでい

ただくものとして、APUと立命館生活協同組合APUCO-

OP（以下APU生協）と協力して、APU生の留学ニーズ

に応えるために企画・実施をしています。

本パンフレット掲載のプログラムの申込み、プログラム全般に関するお問い合わせはAPU生協窓口ま

でお願いします。単位の申請や危機管理サポートに係るお問い合わせはアカデミック・オフィス

（ Email  explore@apu.ac.jp）まで。

申込み後に所定の手続き、ガイダンス・事後授業への参

加等の要件を満たせば、言語教育科目の「特殊講義」と

して単位が付与されます。なお単位取得をしない場合も、

プログラムへの参加はできます。

※単位取得は日本語基準スタンダードトラックの学生のみ可能

です。詳細は「EXPLORE2019年度夏期募集要項」でご確

認ください。

本パンフレットのプログラムは、APUの留学プログラムとして

位置づけ、大学指定の海外旅行保険、危機管理システム

（J-TAS）に加入していただくため、APUが契約している海

外危機管理サポートデスクを24時間利用できます。海外滞

在中、病気、事故、トラブル等、日本語・英語で相談できます。

※海外旅行保険料、危機管理システム（J-TAS）の費用

は参加者負担です。

※APU生協窓口でプログラムをお申込み後、アカデミッ

ク・オフィス主催のガイダンスで海外旅行保険等につい

てご案内します。

本パンフレットのプログラムは、往復の航空料金が含ま

れていませんので各参加者にて予約・購入いただくこと

ができます。そのため、研修前や研修後に個人旅行を付

けることも可能です。申込受付期間も査証（ビザ）取得

や出願手続きに影響がない限りは比較的柔軟に対応

しています。また、ツアー形式ではないため1名から参加

が可能で、ツアーキャンセルになる心配がありません。

お問い合わせ

既成概念や価値観を一度壊して、成長する。

プログラムの特長

はじめに

単位取得が可能！単位取得が可能！

安心の危機管理体制で留学生活をサポート！安心の危機管理体制で留学生活をサポート！

１
PO
INT

3
PO
INT

自由度が高いプログラム！自由度が高いプログラム！2
PO
INT

学部生対象 個人旅行もできる

24時間いつでもサポート
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授業開始日 8/5

設定レベル数 5レベル

クラス平均人数 12〜 15名

主な国籍 日本、韓国、中国など

使用可能な施設 図書館、カフェテリアなど

チェックイン 学校初日の前日

チェックアウト 学校終了日の翌日

出迎え空港 ホノルル空港（HNL）

休校日 土日、祝祭日

申込締切日

（日本国籍の方）
6/28

共　通

⼊学⾦ 

3-week NICE：
US$50

宿泊手配費

US$：314.14

出迎え費

US$104.71

教材費

現地払い

＋

期間 授業料

＋

宿泊

コース名
3-week
NICE

ホームステイ

レッスン数 週17時間
個室/
1日2食

3週間 US$1,040 US$942.41

※プログラムレジストレーション費（3週間：US$25）が別途必要です。
※ホームステイ費用は概算です。
※レッスン数は変更になる可能性があります。
■取扱手続料及び費用の計算方法は、P5をご覧ください。
※取消の場合、当会取消手続料⾦の他に旅行サービス提供機関（研

修、滞在費、運送機関等）に支払う取消料、およびその他実費を申
し受けます。

University of Hawaii at Manoa, Outreach College, English Language Programs

San Diego State University - ALI

ハワイ大学 マノア校

サンディエゴ州立大学

アメリカ ハワイ州 マノア

アメリカ カリフォルニア州 サンディエゴ

学校情報

サンディエゴ州立大学は1897年に設立、カリフォルニア州の歴史ある大学で、3万人以上の多くの学生が学ん
でいます。1974年にスタートした英語研修（ALI）は設立当初より英語教育と国際交流プログラムを提供し、国
際交流・相互理解に貢献してきました。現在では世界70カ国以上の国々から留学生を受け入れ、多彩な経歴や
目的がある生徒のニーズに対応するプログラムを提供しています。コースは、●英語を使って世界中の人達とコ
ミュニケーションしたい人、●仕事で英語を使う人、●日常生活で役に立つ英語コミュニケーション能力をつけ
たい人、●アメリカの習慣、文化について知識を深めたい人、などに適したプログラムです。

授業

IECフルタイム（週23時間）では、月〜金曜日に授業があります。新入生はプレースメントテスト（英語力判定試
験）を受けます。読み書きが得意でも口頭コミュニケーションが不得意な学生は、リスニングとスピーキングの
クラスだけレベルを下げることがあります。ひとりひとりの得手不得手に応じてレベルを判定することにより、
効率的に英語力を伸ばしていくことを可能にしています。口頭コミュニケーションは、仕事・旅行・日常生活に
おいて英語を使うことに自信を持つために、流暢さ・聴解力・口頭文法・発音などをトレーニングします。講師
と TA （講師補佐）とのやりとりを通じて、学生の会話力を伸ばすと共に異文化理解を深めます。文法・ライ
ティング・リーディング・リスニングの各クラスは、実用的かつ基礎となる英語スキルの修得を目指します。発
音矯正クリニックではスタッフによる診断を受け、適切なコンピュータソフトやビデオ・オーディオ教材を使っ
て外国人特有のアクセントの修正を試みます。定期的にスタッフとチェックを行い、ひとりひとりにアドバイス
をします。

学校情報

キャンパスはマノア峡谷に近く、アウトドアと都会の両方を満喫できます。このプログラムは少人数制できめ細やかなサ
ポートがあるので、英語力が不安な方でも安心で、ハワイ大学学部生との交流やワークショップ、フィールドワークなど
が充実しています。ハワイ大学マノア校は、ハワイ大学システム（University of Hawaii System）を構成する大学の1つ
で、中核的な位置付けにあります。1907年の設立で100年以上の歴史があり、第44代アメリカ合衆国大統領バラク・オバ
マの父親であるバラク・オバマ・シニアがかつてハワイ大学に在籍していたことで有名です。

授業

開始日
8/19

設定レベル数 7レベル

クラス

平均人数
-

主な国籍 -

使用可能な

施設
図書館、学食、スポーツ施設など

チェックイン 学校初日の前日（日曜日）

チェックアウト 学校終了日の翌日（土曜日）

出迎え空港 サンディエゴ空港（SAN）

休校日 土日、9/2

申込締切日

（日本国籍の方）
学生ビザ要：出発予定日の90日前
ESTA要：出発予定日の45日前

＋

期間 授業料

＋

宿泊

コース名
Intensive English

（IEC）
ホームステイ

レッスン
数

週23時間
個室/
1日2食

4週間 US$1,560 US$900

※速達代（約US$100）が別途必要です
　（返金不可）。
※入学願書提出に必要なもの：Eメールアドレス、パスポートコピー、

大学専用フォーム、その他大学での書類が必要な場合あり。
■取扱手続料及び費用の計算方法は、P5をご覧ください。
※取消の場合、当会取消手続料⾦の他に旅行サービス提供機関
（研修、滞在費、運送機関等）に支払う取消料、およびその他実
費を申し受けます。

ビザ（日本国籍の方）

ESTA

共　通

⼊学⾦ 

-

宿泊手配費

US$200

出迎え費（シャトルサービス）

US$80

教材費

現地払い

ビザ
（日本国籍の方）

学生ビザ

キャンパス/イメージ

キャンパス/イメージ

キャンパス/イメージ

※1クラスの平均人数、主な国籍は2017年9月〜2018年8月までの実績です。 
※上記記載内容及び料金などは2019年3月1日現在、現地運営機関の情報に基づき作成しております。現地運営機関等の都合により、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。
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UNSW Institute of Languages

Auckland University of Technology,International House

ニューサウスウェールズ大学

オークランド工科大学

オーストラリア ニューサウスウェールズ州 シドニー郊外

ニュージーランド オークランド

学校情報

オーストラリア国内最大級の規模を誇る総合名門大学、ニューサウスウェールズ大学の付属英語
学校です。英語コースは一般英語やケンブリッジ対策コースのあるGeneral English、進学準備英
語 やIELTS対 策 コ ース のAcademic English、ビ ジ ネ ス 英 語 や 法 律 英 語 コ ース が あ る
Professional Englishの3つのProgramに分かれています。この他にも医療英語（OET試験対策）
やTESOL、アラビア語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、韓国語、ロシア語、ポル
トガル語、スペイン語などが学べるショートコースも提供しています。

シドニー郊外にあるキャンパスは落ち着いた雰囲気で、カフェやレストランなども豊富です。英語
コースの授業はシドニーの中心部から車で約20分の郊外に位置するケンジントンキャンパスで行
われます。キャンパスの周辺には、緑豊かなセンテニアルパークがあり、美しいクージービーチやボ
ンダイビーチ、乗馬スクール、ゴルフコースなどもあります。オリンピック規模のプールとスポーツジ
ムなどの大学施設を利用することができます。

授業

一般英語のプログラムでは、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの向上を図る
コースを開講しています。授業では文法、語彙、発音にも力を入れ、言語のコミュニカティブな用法
を強化します。学生は入学時にレベル分けテストを受験し、個々の学生に合った適切なレベルを決
定します。

授業開始日 8/5

設定レベル数 3レベル

クラス平均人数 15名

主な国籍
イタリア、スペイン、スロバキア、ドイツ、フランス、
ブラジル、ポルトガル、中国、台湾、日本など

使用可能な施設
WiFi、共有PCあり、ライブラリー、スポーツ施設、
生徒用ラウンジ、カフェテリア

チェックイン 学校初日の前日

チェックアウト 学校終了日の翌日

出迎え空港 シドニー空港（SYD）

休校日 土日

申込締切日

（日本国籍の方）
出発予定日の45日前

※8/19授業開始の場合は6週間以上のコースを選択できません。

＋

期間 授業料

＋

宿泊

コース名
Essential 

English (EE)
ホームステイ

レッスン数 週20時間
個室/
1日2食

5週間 AU$2,275 AU$1,525

■取扱手続料及び費用の計算方法は、P5をご覧くださ
い。

※取消の場合、当会取消手続料⾦の他に旅行サービ
ス提供機関（研修、滞在費、運送機関等）に支払う
取消料、およびその他実費を申し受けます。

共　通

⼊学⾦ 

AU$300

宿泊手配費

AU$250

出迎え費

AU$169

教材費

現地払い

ビザ（日本国籍の方）

ETAS

学校外観/イメージ

学校情報

2000年創立、ニュージーランドで第2の規模の大学で、以前は総合専門学校であったため、ホスピタリティー ･
ヘルスサイエンスなど実務的なコースが充実しています。大学全体の学生数約27,000人のうち他国からの留学
生は約10%です。大学の付属英語学校「AUT international houseはオークランド工科大学のキャンパスに隣
接し、モダンな建物の語学学校です。インターナショナルハウスはニュージーランドで唯一のインターナショナ
ルハウス世界機関（IHWO : International House World Organisation）に加盟し、教育水準を常に高く
保っており語学コースの生徒もAUTの学生証が発行され、大学の図書館やパソコンルームの使用が可能です。
一般英語ではコアクラスと選択授業の2つに分かれ、コアクラスでは、英語の4技能をバランスよく学び選択授
業では、各トピック、スキルに沿って英語を学びます。週末にはオプショナルツアー (ロトルア、コロマンデル海
岸、ファームステイ体験)にも参加可能。

授業

授業時間：月〜木曜日

　　　　  8:00a.m 〜 6:00p.m

　　　　  金曜日

　　　　  8:00a.m 〜 2:20p.m

授業開始日 8/5、8/19※ 

設定レベル数 8レベル

クラス平均人数 16名

主な国籍
中国、韓国、サウジアラビア、日本、タイ、
ベトナム、ロシア、ブラジル、台湾など

使用可能な施設
図書館、食堂、コンピュータールーム、
ジムなど

チェックイン 学校初日の前日

チェックアウト 学校終了日の翌日

出迎え空港 オークランド空港(AKL)

休校日 土日・祝祭日

申込締切日

（日本国籍の方）
出発予定日の75日前

共　通

⼊学⾦ 

NZ$220

宿泊手配費

NZ$270

出迎え費

NZ$90

教材費

-

＋

期間 授業料

＋

宿泊

コース名 General English ホームステイ

レッスン数 週23時間
個室/

平日2食・土日3食

4週間 NZ$1,780 NZ$1,188

6週間 NZ$2,670 NZ$1,782

※英語初心者（TOEIC 0〜250レベル）は参加できません。
■取扱手続料及び費用の計算方法は、P5をご覧ください。
※取消の場合、当会取消手続料⾦の他に旅行サービス提供

機関（研修、滞在費、運送機関等）に支払う取消料、および
その他実費を申し受けます。

選択授業例

・Speaking  ・Reading  ・Listening  ・Writing ・Business English  
・New Zealand Studies ・IELTS ・IELTS/Academic Skills

・IELTS Academic Writing

・TOEIC (Test of English for International Communication)

ビザ（日本国籍の方）

不要

オークランドの街並み/イメージ

※1クラスの平均人数、主な国籍は2017年9月〜2018年8月までの実績です。 
※上記記載内容及び料金などは2019年3月1日現在、現地運営機関の情報に基づき作成しております。現地運営機関等の都合により、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。
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※お申し込み後、1週間〜10日前後で現地からの受入可否をお知らせいたします。
※受入許可回答後は、取扱手続料金はご返金できません。（ただし、受入不可の場合は除く）

※1クラスの平均人数、主な国籍は2017年9月〜2018年8月までの実績です。
※上記記載内容及び料金などは2019年3月1日現在、現地運営機関の情報に基づき作成しております。現地運営機関等の都合により、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

授業開始日 8/12、8/19、8/26※

設定レベル数 7レベル

クラス平均人数 12名

主な国籍 スペイン、イタリア、韓国、日本、ブラジル、サウジアラビアなど

使用可能な施設 図書館、フィットネスジムなど

チェックイン 学校初日の前日

チェックアウト 学校終了日の翌日

出迎え空港 ダブリン空港（DUB）

休校日 土日・祝日

その他のコース ビジネス英語、アカデミック英語など

申込締切日（日本国籍の方） 6/28

Dublin City University, Language Services

ダブリンシティ大学

パンフレット上での計算方法

アイルランド ダブリン

内容 取扱手続料金 海外送金手数料 変更手続料金 取消手続料金 緊急手配手数料

取扱手続料金および
変更・取消手続料金

75,600 円 5,400 円 21,600 円
取扱手続料金と

同額
10,800 円

※申込締切日以降

※上記料金は1名1校につきかかります。
※上記各料金には消費税が含まれます。
※上記取扱料金には、2019年3月現在のものです。消費税の変更が生じた場合、取扱料金も変更になります。
※上記料金には、原則、電話料、通信費、送料等実費は含んでおりません。通信実費を別途申し受ける場合がございます。
※変更・取消手続料金は、手配着手後から申し受けます。

サンディエゴ州立大学 Intensive English  コース＋ホームステイ滞在で4週間通っ
た場合の費用を実際に計算してみましょう。

※換算レートは、大学生協換算レート（P8参照）を適用させていただきます。

特記事項
イ、学校開始日の前日から起算して14日前以降の変更は取消手続料金と同じ扱いとします。
ロ、「受入日の変更」「コースの変更」「空港送迎追加」などは変更扱いとします。
ハ、学校や宿泊形態が変わる場合には、変更ではなく取消扱いとなります。
※お客様は、契約を締結した日より起算して8日目までは、取消手続き料金を支払うことなく、旅行契約を解除することが出来ます。
※変更の場合、当会変更手続料金の他に旅行サービス提供期間（研修、宿泊、運送期間等）に支払う変更料、およびその他実費を申し受けます。
※取消の場合、当会取消手続料金の他に旅行サービス提供機関（研修、滞在費、運送機関等）に支払う取消料、およびその他実費を申し受けます。
※現地受入先機関以外での滞在先・送迎費用などご希望の場合は別途お渡しするご旅行条件書（海外手配旅行）に基づき、取扱料金を申し受けます。
■その他
※「日本発国際航空券」「ホテル」「鉄道」等の旅行手配に関する取扱料金及び、渡航手続き代行料金に関しては、旅行業務取扱料金表を販売店よりお受け取りください。
※その他旅行条件については、P8をご参照ください。

共通（基本的に入学金・宿泊手配費・出迎費・教材費などが必要です。）

授業料

滞在費

取扱手続料⾦

その他（時期や滞在方法により追加代金が必要な場合があります。）

A

B

C

D

E

＋ ＋ ＋ ＝
US$280

共通A

US$1,560

授業料B

US$900

滞在費C その他E
US$2,840小計

× ＋ ＝
81,000円

（75,600円） （5,400円）

取扱手続料⾦D ＋海外送⾦手数料

415,900円

合計 ※100円単位に
切り下げます。

117.95

換算レート
US$2,840小計

学校情報

活気に満ちたアイルランドの大学生活をDCUで満喫。25年以上の実績がある英語コースは、大学進学準備やビジネスキャリア、また
は新しい友達を作るのに必要な語学スキルを身につけるのに最適なコースです。エキスパートによる英語の授業は初級から上級まで
レベルにあったコースが用意されています。授業以外にも、博物館、美術館等への訪問企画や、日帰り旅行、スポーツ等の課外活動を
組み合わせたコースが提供されます。授業は全て英語で行われますので、学習に適した環境で英語力を伸ばしながら、異文化体験をし
て下さい。

授業

DCUは政府の公認を受けた国立大学の一部で、最も秀でた教育と学生サービスを自信を持って提供しています。当校のキャンパスは
住宅街に位置し、学生は安全で快適な環境ですばらしい海外生活を体験できます。また、多数の優れた施設（学生食堂、スポーツセン
ター、図書館、劇場、テニスコート、サッカーコートなど）を有し、学生が活気ある大学生活を送る機会を提供しています。

当語学学校は毎年世界35カ国以上の国や地域から学生を受け入れており、英語教育において高い評判を受けています。当校の目標
は最高の語学教育を提供することで、常に学生の学習経験向上の実現のサポートをします。

ダブリンの中心地から便利で近い場所に立地するDCUランゲージサービスは、国際的に知名度のある大学に併設された近代的な語
学学校で、他の語学学校にはない特色を持っています。数々の利点があり、それは一流の施設を利用することができるだけにとどまり
ません。大学の豊かな学習環境は、語学留学生が集中して勉強をするのに最適です。

「留学」プログラム 取扱料金表

共　通

⼊学⾦ 

€70

宿泊手配費

€70

出迎え費

€85

教材費

€35

＋

期間 授業料

＋

宿泊

コース名 General English ホームステイ

レッスン数 週21時間
個室/
1日2食

3週間 €735 €560

4週間 €980 €756

5週間 €1,198 €952

※出迎え費は概算です。詳細はお問い合わせください。
■取扱手続料及び費用の計算方法は、P5をご覧ください。
※取消の場合、当会取消手続料⾦の他に旅行サービス提

供機関（研修、滞在費、運送機関等）に支払う取消料、お
よびその他実費を申し受けます。

※8/19授業開始の場合は5週間以上のコースを選択できません。
※8/26授業開始の場合は4週間以上のコースを選択できません。

ビザ（日本国籍の方）

不要

学校外観/イメージ

学校外観/イメージ

US$100
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到着後に決定通知が成されるというケースもあること

をご了承ください。一般的にお申し込みが遅れます

と、必然的に受入家庭の決定が遅れることにもなりま

す。ご注意ください。

参加者の方々へ事前にご連絡させていただいている

滞在先家庭の紹介内容は、近年プライバシー保護の

ため厳しく制限されています。通常は滞在先家庭の方

の氏名・住所・電話番号のみであることがほとんどで

す。一部のコースでは、受入団体の方針により受入家

庭の情報は事前にはなく、滞在地区の責任者・担当

者の連絡先のみ明記されている場合もありますので、

事前にご了承ください。

すでに決定された滞在先が、先方のやむをえない

事情のため取り消しになることがあります。もちろん

別途特別の定めのない限り、次の方に限らせてい

ただきます。

●�原則として大学生（短大を含む）・大学院生であ

ること。

●�別紙のホームステイプログラムの趣旨をよく理解

し、その目的のための参加であること。

●�滞在する国の言葉で滞在先の家庭と意思の疎

通ができること。

●�ホームステイプログラムの趣旨を本人および親権者

（本人で独立の生計を営む方を除く）が承認する

こと。

ホームステイの性格上、滞在家庭によって生活環

境にばらつきが出てしまうのは避けられません。ま

た、各家庭の家族構成や人種、職業、生活習慣、

宗教、食べ物など各々異なりますが、それぞれが誇

りを持って生活しており、参加者の希望でこれらを

ホームステイプログラムの参加資格とご注意点

1.��夜間の1人歩きは避け、必ず複数で行動しましょう。

2.��個性豊かな諸外国の学生たちですが、それは奇抜な服装をするということで

はありません。派手な貴金属類や極端に素肌を露出したスタイルなどは避け

ましょう。また、女性はとくにハンドバッグなどのカバン類の盗難・ひったくりに

気をつけましょう。男性も後部ポケットに財布などを入れるのはやめましょう。

3.��外出時には、明るく人通りの多い道を使うようにしましょう。

4.��見知らぬ人物の車などには、誘われても乗らないようにしましょう。

5.��日常生活において必要な最低限のお金以外は持ち歩かないようにしましょう。

外出時の貴重品の携帯も避けましょう。

6.��駐車場では昼夜とも周囲の状況に注意を払いましょう。

7.��知らない人にはむやみやたらに自分の氏名・住所などを伝えないようにしましょう。

8.��滞在家庭内であっても貴重品は自己管理して下さい。壊れると困るものやお金

は、スーツケースなどの鍵がかかる場所に保管を。

9.��クレジットカード、キャッシュパスポート、パスポート、銀行口座などの番号は、

すべて控えておきましょう。

10.�もし何らかの被害に遭ってしまった場合には、即座に警察に通報・連絡しましょう。

安 全 で 楽 し い 海 外 語 学 留 学 を 過 ご す た め に
大学生協で紹介させていただいているプログラムは、より安全で、楽しい語学留学を送るために、どのコースも治安的に不安のある地域を

避けて実施されるよう調査を繰り返していますが、100％安全という場所はありません。ですから、参加者自身の正しい判断・確認・行動に

よって、より安全に生活できるようになるといえます。ここでは一例として、ごく一般的な治安に関する事項をいくつかご紹介させていただきます。

ホームステイプログラムについての注意事項

特定することはできないというのが受け入れの条

件になっています。また、学校に近いホームステイ先

などの希望はお受けできません。また、ホームステイ

先では、生徒との会話以外の場合（家族同士な

ど）、英語以外の言語が話される場合があります。

滞在中、参加者がホームステイプログラムの趣旨

を守らず、著しくプログラムの趣旨に反し、プログラ

ム運営に何らかの支障を来すと判断された場合、

参加費用を返金することなく滞在を打ち切り・お断

りさせていただくことがあります。

語学学校に通学し、語学研修を受けるコースにお

いては、各語学学校が定める規則（学則）を守っ

ていただきます。著しく規則に反する行為があった

場合、授業料および滞在費用などを返金することな

く以降の通学を打ち切らせていただくとともに、滞

在査証を取り消しさせていただくことがあります。

企画旅行会社または受入団体の故意または重過

失により、本誌にてご紹介させていただいている各

コース参加による目的が達せられなかった場合に

は、企画旅行会社または受入団体は賠償責任を

負うものとします。ただし、賠償金額は旅行代金のう

ち事故該当部分の費用を限度とさせていただきま

す。なおボランティア・ホームステイについては、そ

の主旨からホームステイ費用の払い戻しには応じ

られないことをご了承ください。また、逆に万一相

手側に何らかの損害を与えた場合には、賠償金を

請求されることもあります。

受入機関からの要請により、参加者の方にはアカデミッ

ク・オフィス指定の海外旅行保険ならびに危機管理シス

テム（J-TAS）の加入が義務付けられておりますので、ご出

発前にご加入の上、保険証券を現地にお持ちください。

ホームステイ先の受け入れについて

参加資格

受入団体による受入の解除

語学学校の規則

保険について

ご注意
と

お断り

参加者の急増から現地受入家庭の不足という事態

が生じるに伴い、参加者の皆様への「滞在先決定通

知」が大幅に遅れるという状況が起きています。受入

家庭（ホストファミリー）の確保と決定は、参加ご希望

の方々からのお申し込みがあった時点から、あらかじ

めリストアップされた現地受入家庭一軒ごとに調整を

始め、参加者と受入家庭それぞれを順に照らし合わ

せながら、時間をかけて決定されます。基本的に早く

お申し込みいただいた方から順次決定されていきま

すが、必ずしも先に申し込んだから先に決まるとも限

らないという状況があります。参加者全体の調整をし

ながらの決定のため、たとえ決定していても、全員が

決定するまで通知を控えさせていただく場合もありま

す。通常はご出発の7日前以降3日前までにご連絡さ

せていただくよう努力していますが、場合によっては

出発直前までご連絡できない場合や、ごくまれに現地

「ホームステイ」とは現地の一般家庭に家族の一員として滞在することです。ホストファミリーと生活を共にすることで、生きた

英語を学んだり、異なる習慣や文化を実際に体験することが出来ます。

語学研修コースでは、大部分がペイイング・ホームステイ（滞在費を受け取る代わりに部屋を貸し、規定数の食事を提供

するという契約）の形態をとっていますが、最寄り駅までの送迎や、週末の余暇を一緒に過ごすなどの約束事はありません。

もしあったとしても、それはホストファミリーの厚意によるものです。

お申し込み前に

必ずお読みください

それらは、何らかの事故や病気、不幸といったこと

が原因ですが、それが参加者の出発直前であった

り、滞在が始まった翌日などというケースもあります。

また、そのような事態が2度、3度と重なって起きてし

まうケースもないわけではありません。この場合、現

地受入団体は責任を持って速やかに受入家庭を

探しますが、参加者の方にはしばらくの期間学生寮

やホテルなどに滞在していただくことも起きるという

ことを、あらかじめご了承ください。

これらの変更に伴う交通費・宿泊費は企画旅行会

社が負担させていただきますが、その際にかかる飲

食費などの個人的費用はすべて参加者自身の負担

となります。

なお、参加者の希望による変更は原則としてできませ

ん。ただし、受入団体の判断により認められるケースも

ありますので、疑問や不明な点、当初受けていた説明

と著しく違う内容・条件であった場合には、遠慮なく

現地のAccommodation�Officerにご相談ください。

滞在先通知の内容について

滞在家庭の決定通知について

滞在先の変更について

企画旅行会社または受入団体の賠償責任
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ホームステイプログラムお申込みのみなさまへ

ホームステイプログラムの趣旨をご理解の上、ご参加いただくために

下記の同意書を記入の上、 お申込み店舗にご提出下さい。

同 意 書

以上のホームステイプログラムの趣旨に同意し、参加します。
年　　月　　日

キ リ ト リ

ホームステイプログラムの趣旨

ホームステイプログラムは「外国でその国の家族と

一緒に生活し、おたがいの文化・習慣・考え方の違

いを実際に体験し、相互の理解を深めること」を目

的としています。プログラム参加者は日本を代表す

る民間外交官の1人として、母国の文化を正しく伝

えるということも期待されています。

〈ホームステイでの心構え〉

語学留学コースでは、大部分がペイイングホームス

テイの形態をとっています（滞在費を受け取るかわ

りに部屋を貸し、規定数の食事を提供するという契

約をしています）。しかし、基本は国際交流の促進

という趣旨を第一に、家族の一員として接します。

〈ホストファミリーについて〉

●�ホストファミリーは、ホームステイ斡旋機関（主に

語学学校）によって公募されます。斡旋機関は応

募してきた家庭を訪問し、基準（環境・交通の便・

部屋の状態・食事条件等）をクリアしている家庭

であるか否かをチェックし、条件を満たす家庭の

みを登録します。そして皆さんのアプリケーション

に基づき、登録された家庭のなかから適している

と思われる家庭を選定しています。

●��ホストファミリーは人種や宗教に関係なく選定さ

れます。英語圏の国々の多くは世界中から移民の

人々を受け入れ、築き上げた多民族・多文化国

家ですので、各家庭により生活習慣、食べ物など

が異なるのはもちろんのこと、あらゆる職業、年

代、人種、宗教、家族構成の方々がいます。それぞ

れが誇りをもって生活しており、参加者の希望で

これらを特定することはできないことが受け入れ

の条件になっています。また学校に近いホームス

テイ先などのご希望もお受けできません。ホーム

ステイ先では、生徒との会話以外の場合（家族

同士など）、英語以外の言語が話される場合が

あります。

●��ペイイングホームステイでは、部屋と食事の提供

が決められていますが、ホストファミリーがどこか

に連れて行ってくれたり、学校までの送り迎えをし

てくれたりという約束事はありません。

ホームステイの生活

（1）家族の一員として……

ゲスト（宿泊客）ではなく、家族の一員として迎えら

れるのですから、「自分のことは自分でする」のが前

提であり、その家庭のルールを理解し、努力をする

必要があります。外国の家庭では、家族一人一人が

家事の役割を分担していることが多く、積極的に食

事の後片付けや皿洗い、掃除などの手伝いを心が

けて下さい。

（2）食事について

食事は日本と比較して全体的に質素です。通常、朝

と夕の2食が提供されます。朝食は家族それぞれの

時間帯に合わせて、冷蔵庫から各自で用意するの

が一般的です。夕食はファーストフードや冷凍食品

で簡単に済ませることもあります。食事時間に遅れそ

うな場合や夕食がいらないときは、必ず前もってホ

ストファミリーに伝えるようにして下さい。�

（3）基本的なマナーを守ろう

●�家庭内の飲酒や喫煙は好まれておらず、ホストファ

ミリーとのトラブルの大きな要素となっています。申

込時に「喫煙する」と申告していても、ほとんどの家

庭で、家の中では喫煙できないと思って下さい。

●�ホストファミリーに断りもなく友達を連れて来たり、

外泊したり、家の物を勝手に使用したりすることは

謹んで下さい。�

（4）コミュニケーションをとろう 

日本とは違い、「言わなくてもわかってもらえる」こと

はありません。外国は「言わなければ伝わらない」

文化なのです。英語の間違いは気にせずにどんど

ん会話に加わりましょう。国や言葉が違っていても

同じ人間同士のつきあいであることは変わりませ

ん。礼儀をわきまえ、相手の気持ちや考えを理解し

ようという気持ちで、家族とのコミュニケーションを

心がけて下さい。

（5）問題が生じたら……

滞在中には困ったことや誤解などが生じることがあり

ます。そんな時はまずホストファミリーと話し合ってみて

ください。お互いの善意を大切にしましょう。多くのこ

とが解決できるはずです。しかし、話し合った上で、当

初受けていた説明と著しく条件が異なると思われる

場合には、学校の宿泊担当者にご相談下さい。

参加上の注意事項

①�次の場合は、企画実施または手配旅行社・現地

受け入れ機関ならびに受け入れ家庭の指示・同

意にしたがい、かかる費用は自己で負担します。

●�プログラムの趣旨・団体行動・現地の規則等

に著しく反し、企画実施または手配旅行社等

に帰国を命じられたとき。

●�病気・ケガ・その他の事情により、プログラム参

加が困難であると企画実施または手配旅行社

等が判断し、必要な治療、または帰国を勧告さ

れたとき。

②�受け入れ機関からの要請により、参加者の方には

「海外旅行保険」の加入が義務付けられています。

コースNo. 開始日 年　月　日

コース名 照会番号

No.　　　　 ー

参加者氏名 （参加者が未成年の場合）

親権者氏名 父 　　　　　　　　　　　　　　  

 母 　　　　　　　　　 　　　　　 

親権者代表（署名） 　　　　　　　　　　　　　印  
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総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務

取扱管理者にお訊ねください。

印刷インクには「大豆インク」を使用することにより、

VOC（揮発生有機化合物）が少なく、鉛・水銀カドミ

ウムなどの重金属類は使用していません

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター
インターネットホームページ

◆お問い合わせ・お申込先

京都府知事登録旅行業　第3-299号

立命館生活協同組合　APU CO-OP　プレイガイド

〒874-8577　大分県別府市十文字原 1-1

TEL: 0977-78-1170  FAX: 0977-78-1172

総合旅行業務取扱管理者　麻生　亨子

URL  http://travel.univcoop.or.jp/

お申込みの際には必ずこの旅行条件を十分お読みください
このパンフレット掲載の留学プログラムへのお申込みは下記の条件によりお受けいたします。

手配を開始する関係上、原則としてお取消しの上、新たにお申込
みいただく形を取りますので下記の取消料が適用されます。
4.�取消しの方法
お申込みになった生協店舗にお申し出になり所定の用紙に記入
し提出してください。なお、契約解除のお申し出は生協店舗の営
業時間内にお受けします。
5.取消の場合、当会取消手続料金の他に旅行サービス提供機関
（研修、滞在費、運送機関等）に支払う取消料、およびその他実
費を申し受けます。
6.�取消料の対象となる滞在費は、原則相部屋の宿泊タイプで個室
を追加希望した場合の追加費用や、前泊後泊などの追加宿泊費
用も含んだものとなります。
7.�取消により、当会らから返金がある場合は、上記の取消料を差し
引いて返金を行います。現地通貨による金額は、お申し込み時に
適用したレートにより円換算の上、返金を行います。
8.�学校により取消規定が異なります。お申込み時にご案内いたします。

当会からの解約�

お客様に次に定める事由が生じた場合、当会は催告の上この条件
に基づく契約を解約することができるものとします。
①�定められた期日までに、必要な書類が送付されないとき
②�定められた期日までに、必要な費用の支払いがされないとき
③�お客様と長期にわたり連絡がつかなくなったとき
④�お客様が当会に届け出たお客様に関する情報に、虚偽あるいは
重大な遺漏があることが判明したとき
⑤�その他当会がやむを得ない事由があると認めたとき
⑥�現地到着後、現地行政・受入機関がお客様の研修続行が不適
当と認めた場合

前項に基づき、当会がこの条件に基づく各プログラムを解約したと
きは、既に生協店舗にお支払い済みの費用については一切返金
いたしません。また解約により発生した、申し込み先学校に対する
キャンセル料や損失は、お客様が負担するものとし、別途請求いた
します。

免責事項

当会は、次に例示するような当会の責によらない事由により、お客
様が、現地学校・受入機関のプログラムに参加出来なかった場合
および出発時期が変更になった場合には、責任を負いません。
（1）�お客様がパスポートまたはビザを取得できず、出国できなかっ

た場合または渡航先国に入国拒否された場合。
（2）�ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
（3）�天災、地変、戦乱、暴動、ストライキ等における不慮の災難、そ

の他不可抗力による場合。
（4）�その他各プログラムの個別約款「免責事項」に例示されている

事由に該当する場合。また、現地滞在における下記事項も当会
は責任を負いません。

（5）�現地における法令、公序良俗に反する行為のため生じた損害。
（6）�入校後、学校側の規則に反したことにより生じた、中途の退校

や滞在の取消し。
（7）�現地における天災、地変、戦乱、暴動、ストライキ等により生じ

た損失及び費用。
（8）�現地におけるお客様の自由行動中の事故・食中毒・疾病・盗難等。

なお上記（1）〜（8）項に伴う再手配の費用は、別途のお支払いとな
ります。

その他

●�研修開始後に研修期間の短縮・延長を希望なさる場合は、現地にて
研修機関の同意を得た上で行ってください。日本出発後、又は研修
期間開始後のプログラムの短縮または途中退校の場合、費用の払い
戻しは原則としてありません。返金のある場合は当会および生協店
舗の規定に従って、原則としてご帰国後に返金いたします。

1.お申込みは下記のいずれかの方法でお受けいたします。
　①�生協店舗でのお申込み　　
　②旅行説明会でのお申込み　　
　③�電話でのお申込み（※店舗によっては電話でのお申込みを

お受けしてない場合もございます）　
2.�入学手続き契約の成立は生協店舗が取扱手続料金を受領した
時点とします。
3.�ガイドブック「出発までに&旅先で…」を必ずお受け取りください。

授業料／滞在費の支払

1.�授業料／滞在費及び出迎えの費用等は受入日の31日前までに
生協店舗が確認出来るようにお支払いください。
2.�当会らは基本的には受入日の90日前までに授業料および滞在
費を請求することはありません。ただし、渡航先国家や学校の制
度によって受入日の90日前以前に費用の支払いなどが発生する
場合はその限りではありません。
3.�外貨建表示の授業料／滞在費は申込時に生協店舗にてご案内
する「大学生協換算レート」にて円建てに換算した金額を生協
店舗へお支払いください。

「大学生協換算レート」について�

組合員の皆様のお申し込み時に、適用させていただくレートですが、適
用時点から、海外への実際の支払時期は、通常、1〜 3カ月後になり
ます。その為、為替変動を考慮して、ＴＶや新聞等で発表されるレート
（通常「TTSレート」）に下記のような「為替リスクヘッジ」の加算設定を
適用させていただいております。これは、一般の海外旅行等での換算
レートで、「妥当」と認められる範囲です。
レート設定は週1回です（水曜日から翌週火曜日まで適用）。毎週水曜
日にレートを発表します。水曜日が休日の場合は直後の平日となります。

［換算レート例］

通貨種類 通貨記号 三菱
UFJTTS

適用
リスクヘッジ

換算
レート

アメリカドル US$ 111.95 6.00 117.95

欧州共通通過（ユーロ） € 126.09 12.50 138.59

�オーストラリアドル AU$ 79.96 12.00 91.96

ニュージーランドドル NZ$ 77.38 9.25 86.63

上記はあくまでも換算レートの例です。お申し込み時の換算レートは
それぞれ大学生協の店舗にてご確認ください。

授業料／滞在費

1.�パンフレット掲載の料金、コース、そして、各種データは2019年3
月1日現在を基準としております。
2.��費用に含まれるもの� � � �
特に指定のない限り授業料／滞在費に下記のものが含まれます。
　●修了証書
　●入学金
3.�費用に含まれないもの� � � 　　　　
特に指定のない限り授業料／滞在費に下記のものは含まれません。
●�日本・研修地間の運賃及びそれにかかわる一切の費用
●旅券・査証等渡航手続関係諸費用
●�海外旅行保険料　　
●�食事条件（宿泊・食事欄）に明示されていない食事代
●�クリーニング・電話代・インターネット使用料等個人的諸費用
●現地での通学等にかかる交通費　
●�寮、レジデンスなどのデポジット、リネン類のクリーニング費等
（デポジットは退出時に部屋の破損、鍵紛失等がなければ返金
されます）
●�研修期間以外の諸費用、教材費等�
●�その他、追加費用欄や備考欄に明記された追加費用(お申し込
み窓口での支払い及び現地での支払いの二通りがあります)

お申込後の変更

一旦お取消、再度お申込みとなります。

お申込後の取消し

お客様による取消し
1.�お客様は、以下に定める取消料を支払って研修を取消すことが
できます。
2.�取消料は、受入日またはコース開始日を基準として算定いたします。
3.�お申込み後の研修校の変更は、お申込みいただくと直ちに現地

申込条件

全国大学生活協同組合連合会（以下、「当会」といいます。）が、大
学生協組合員のために提案する留学プログラムの取扱に関して
は、手配旅行とさせていただいております。
従って企画旅行ではありません。「旅程管理責任、旅程保証責任、
特別補償責任」を負うものではありません。掲載の留学プログラム
へのお申込みは下記の条件によりお受けいたします。

参加条件

1.�ホームステイを含むコースではP7に記載の「ホームステイプログ
ラムお申込みのみなさまへ」のご案内文書もお申込みの条件に
なります。また、同意書（店舗でお渡しします）の提出も条件とさせ
ていただきます。
2.�20才未満の方は保護者の方の同意を参加の条件といたします。
3.�学校により特別の条件がつく場合がありますので、必ず取扱代理
店からお渡しする書面をご確認ください。
4.�渡航に必要な書類等（パスポート、各国ビザなど）はご自身の責
任で取揃えてください。すでにお持ちのかたも有効期限などにご
注意ください。また、外国籍の方が別途必要な書類も同様にご自
身でご用意ください。必要な書類等の取得または用意の不備に
より、ご出発いただけない場合も、取消し規定の取消料の対象と
なりますので、十分ご注意ください。
5.�海外旅行取扱生協（以下、生協店舗）の指定の期日までに、入学
手続代行料、授業料、滞在費等、費用の支払いをしてください。
6.�原則、各校の申込締切日までにお申し込みください。各校の申込
締切日を過ぎますとお受けできないコース又は別途料金（緊急手
配料など）の必要なコースがあります。
※�コースによっては各校の申込締切日以前に受付締切させてい
ただく場合もあります。

7.�日本出発前に必ず大学が指定する海外旅行保険および危機管
理システム（J-TAS）に加入・申込みをしてください。
当会は下記事由により、申し込みをお断りすることがあります。
①�お客様が未成年者である場合、または親権者（両親など）の
同意がないとき。
②�お客様が希望する学校・受入先の受入期限までに、入学・受
入手続きが完了できる見通しがないとき。
③�過去の既往症または現在の心身の健康状態がプログラム参
加に不適切であると当会が認めたとき。

④��各プログラム個別約款の「拒否事由」が認められる場合。
⑤�その他、当会が不適当と認めたとき。

個人情報の取扱について

1.�当会又は当会の受託営業所（以下、「当会ら」といいます。）は、
旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報につ
いて、お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお
申込いただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらの
サービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させてい
ただきます。その他、当会らは、①当会ら及び当会らの提携する企
業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご
意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サー
ビスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させ
ていただくことがあります。
2.�当会らは、当会らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住
所、電話番号または、メールアドレスなどのお客様への連絡にあ
たり必要となる最小限の範囲のものについて、当会と当会に加盟
する大学生協との間で共同して利用させていただきます。当会に
加盟する大学生協は、それぞれお客様が所属する生協の営業案
内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入
いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくこと
があります。なお、当会に加盟の大学生協名及び当会の個人情
報取扱管理者の氏名については、当会のホームページ（http://
travel.univcoop.or.jp/)をご参照ください。
3.�当会は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当会の
保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあり
ます。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航
空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付するこ
とによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データ
の提供の停止を希望される場合は、お申込店舗に出発前までに
お申し出ください。

お申込み・入学手続代行料の支払

　　　  海外の旅
「留学プログラム」参加条件

外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省検疫所ホームページ http://www.forth.go.jp/

お申込みのみなさまへ�
必ずお読みください

条件に関してのお問い合わせがございましたら、お申込み生
協店舗にお問い合わせください。

■渡航先（国または地域）によって外務省渡航情報など安全
関係の情報や衛生情報が出されている場合があります。


