
今しかできない体験をこの春休みに!

オーストラリア・ヌーサ

ホームステイ(個室・１日３食）

１週間 ２３４，０００円

２週間 ３０９，０００円

生活体験重視！
アウトドアが豊富！

ヌーサはブリスベンより車で約2時間のサンシャインコーストの一角

にあります。何百キロにも続く白い砂浜、野生のコアラが生息する国
立公園等、オーストラリア国内とヨーロッパでは『オーストラリアとい
えばヌーサ』といわれるほど、世界的にも知名度の高い地域です。
学校からビーチまでは徒歩約20分、マリンスポーツや英語で現地の
人に話かけ、チームワークで問題を解くゲーム等も開催しています。

○開催校：Lexis English ヌーサ校
○プログラム開催期間：3/21(月)～4/1(金)

○プログラム期間：1～2週間
○対象年齢：13～17歳
○滞在方法：ホームステイ(個室・1日3食)

○アクティビティ内容(一例)：ビーチゲーム、サーフィン、テニス、カヤック、
ハイキング、ショッピング 等

○開催校：Browns ブリスベン校
○プログラム開催期間：3/21(月)～4/2(土)

○プログラム期間：1～2週間
○対象年齢：10～17歳
○滞在方法：ホームステイ(個室・1日3食)

○アクティビティ内容(一例)：現地高校・大学訪問、動物園、
ムービーワールド、バーベキュー、アボリジニ文化体験 等

オーストラリア・ブリスベン
ブリスベンは都会でありながら、緑と川が街の中心にあり、自然が
豊かな常夏の都市です。学校はセントラル駅の目の前で、図書館
やショッピングセンター等も学校の近くにあります。Browns の教師
陣は皆フレンドリーで、英語を楽しみながら学ぶ事が出来ます。

現地の学校の様子を見学できる、現地学校訪問ツアーは特に人気
があります。

ホームステイ(個室・１日３食）

１週間 ２０６，０００円

２週間 ２９８，０００円

観光重視！
現地学校訪問も有！

●ホームステイ～学校間往復送迎付
●チェックイン/チェックアウト(日曜日イン/土曜日アウト)

●空港送迎往復付
●ゴールドコースト空港利用往復38,200円追加
●アナカンサービス利用の場合チェックインアシストサービス14,500円追加

●ホームステイ～学校間往復送迎無し。週5,200円で追加可能
●チェックイン/チェックアウト(日曜日イン/日曜日アウト)

●空港送迎往復付
●ゴールドコースト空港利用往復10,300円追加
●アナカンサービス利用の場合チェックインアシストサービス10,300円



お問合せ先：ＧＯ留学/アーク・スリー・インターナショナル
TEL   ：06-6347-7888

0120-701-509（携帯からもOK）
E-Mail：ryugaku@arc3.co.jp
※当社は、TSUTAYAを運営する(株)カルチュア
コンビニエンスクラブの関連会社です。

●研修費用（英語レッスン）
●研修期間中の滞在費用・食費（記載の分のみ）
●教材費・入学金・プログラムに含まれるアクティ
ビティー代

●到着時の空港⇔滞在先までの往復送迎費用
●ホームステイ～学校間往復送迎（記載がある場合のみ）
●アークスリー留学手続き手数料
●出発前オリエンテーション

左記旅行代金に含まれるもの以外はすべて含まれません。
その一部を以下に例示します。
●航空運賃・燃油サーチャージ・空港諸税等
●超過手荷物料金 ●お小遣い等個人的性質の諸費用
●渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・渡航手続代行料金）
●希望者のみが参加するオプショナルツアー料金
●海外旅行傷害保険
●記載以外の食事（昼食、外食した場合の外食費用など）
●滞在先から学校までの通学費用などの交通費
（一部含まれるプランも有）等

●研修希望校をお選び下さい。但し、学校がすでに定員に
達している等、現地の受入状況によってはご希望に添え
ない場合もありますので、お早目のお申込をお勧めし
ます。

●お手配後の変更、取消の際には手数料がかかります。
●授業料やその他諸費用は学校側によって予告なく変更さ
れる場合があります。

ＧＯ留学

●年齢によっては渡航時に空港スタッフによるアシストサービス
（アナカンサービス）が必要になる場合が有ります。
また、これは料金には含まれていません。

●週末や祝祭日は学校は休みとなり授業は行われません。
祝祭日で授業が行われなくても授業料の返金はありません。

●学校主催の個人で申込むオプショナルアクティビティに参加する場合
は現地で申込・支払を行って下さい。詳細は現地到着後、学校担当者
に確認して下さい。

ニュージーランド・オークランド

ホームステイ(個室・平日2食/週末3食)
英語＋アクティビティ (13-17歳)

ホームステイ(個室・平日2食/週末3食)
終日英語研修 (16-17歳※)

１週間 １７３，０００円 １６２，０００円
２週間 ２４９，０００円 ２２７，０００円
３週間 ３２５，０００円 ２９１，０００円
４週間 ４０１，０００円 ３５６，０００円

寮(１～３人部屋・１日３食)

１週間 ２３０，０００円
２週間 ４００，０００円
３週間 ５７０，０００円
４週間 ７４０，０００円

イギリス・ロンドン近郊

オークランドは、多くのヨットが浮かぶ情景から「帆の街」と呼ばれる
ニュージーランド最大の都市ながら、豊かな自然があり、温和な気
候と落ち着いた雰囲気が魅力です。開催校のドミニオンはニュー
ジーランドで最も歴史があり、40年以上の経験を持つ英語学校の一
つです。オークランド市内中心部にあり、放課後に街を散策するにも
便利なロケーションです。

○開催校：Dominion English Schools

○プログラム開催期間：3/14(月)～4/22(金)

○プログラム期間：1～4週間
○対象年齢：13～17歳
○滞在方法：ホームステイ(個室・平日2食/週末3食)

○アクティビティ内容一例（※英語+アクティビティーコースのみ）：
スカイタワー、アーチェリー、レインボーエンド(遊園地)、
ロッククライミング等

●ホームステイ～学校間往復送迎無し ※13歳以上も希望により受入可
●チェックイン/チェックアウト(土曜日イン/土曜日アウトもしくは日曜日イン/日曜日アウト)

●空港送迎往復付 ●アナカンサービス利用の場合チェックインアシストサービス
6,600円追加（15歳以下はアナカンサービス有無に関わらず必須）

●寮保証金£30現地払い、退室時部屋の破損等がなければ現地にて現金にて返金有
●チェックイン/チェックアウト(日曜日イン/土曜日アウト)

●空港送迎往復付

60エーカーの広大な敷地に、教室と寮の両方を兼ね備えたビクトリ
ア朝の建物が並ぶキャンパスで英語を学びます。プログラムの行わ
れるセント・オールバンズはロンドンから電車で約30分程北上した所
にあります。寮生活となるので、起床してから就寝するまでプログラ
ム参加者と共に生活でき、クラスで習った英語を観光やアクティビ
ティー、スポーツを通して使うという学習方法が魅力です。

〇開講校：Bell English・セント・オールバンズ校
〇プログラム開催期間：3/20(日)～4/16(土)

○プログラム期間：1～4週間
○対象年齢：11～17歳
○滞在方法：寮 (1～3人部屋・1日3食)

○アクティビティ内容(一例)：アーチェリー、イギリス文学、アート&デザイン、
写真＆動画製作、ジャーナリズム、ドラマ、ロンドン観光 等

フレンドリー&
アットホームな

学校！

質の高さに定評の
あるプログラム！



～今しかできない体験をこの夏休みに～

サンプルスケジュール（一例）
日程 午前 午後

7/26(日) ご到着、UCSD 寮チェックイン、キャンパスツアー、オリエンテーション

7/27(月)

英語レッスン

ラホヤ観光

7/28(火) サイエンス研修～海洋学に触れる～

7/29(水) コロナドハーバークルーズ・シーポートビレッジ

7/30(木) アグリカルチャー研修～農場訪問～

7/31(金) ビーチアクティビティ

8/1(土)
サンディエゴ市内観

メキシコ国境見学＆アウトレットモールショッピング

8/2(日) サンディエゴシーワールド観光

8/3(月)

英語レッスン

テクノロジー研修～自動車・航空博物館巡り～

8/4(火) キャリア研修～新聞社訪問～

8/5(水) ビーチにてさよならパーティー

8/6(木) ロサンゼルス市内観光～サンタモニカ・ハリウッド～

8/7(金) ディズニーランド観光

8/8(土) ご出発



アメリカ・ロサンゼルス近郊

アメリカでもトップレベルに入る大学カリフォルニア大
学サンディエゴ校(ＵＣＳＤ）で実施する中高生向けサ
マーキャンプ！現地学校で日本語を学んでいるアメリ
カ人高校生と一緒に、英語レッスンや観光ツアー、アク
ティビティが楽しめます。治安の良いサンディエゴで全
国から集う中高生と夏の思い出をつくりましょう。

開催校：SKYUS
プログラム開始日：7/27(月)
期間：2週間(プログラムは8/7(金)まで)
対象年齢:中学1年生～高校3年生
滞在方法:UCSD寮(2-3人部屋・1日3食)
アクティビティ内容(一例):
ディズニーランド、サンディエゴ観光、ビーチアクティビティ、シーワールド、
ロサンゼルス市内観光 等

カナダ・
バンクーバー/ トロント

ILACは、ランゲージトラベルマガジンやトップスクール
等数々の賞を受賞している有名な大規模校です。
13歳～17歳を対象とするジュニア英語コースは高い
評価を受け、年々人気を集めています。

開催校:International Language Academy of Canada(ILAC)
プログラム開始日: 7/20(月),7/27(月),8/3(月),8/10(月)

※8/3:祝日の為通常クラス休み、入学オリエンテーションのみ開催

期間：2～4週間（プログラムは8/21(金)まで）
対象年齢:13～17歳
滞在方法：バンクーバー/トロント：ホームステイ(個室・1日3食)
アクティビティ内容(一例):
バンクーバー：バスシティーツアー、プレイランド(遊園地)、カヌー、BBQナイト
トロント：ナイアガラの滝観光・ボートクルージング、バスシティーツアー、

CNタワー、Canada’s Wonderland(遊園地)、動物園 等

寮・2-3人部屋

2週間 490,000円
※上記はサンディエゴ空港往復利用の場合。ロサンゼルス空港往復利用の場合は12.500円追加
※サンディエゴ空港着、ロサンゼルス空港発も可(同料金)
※特定便で渡航の場合は学校スタッフが成田から同行。詳細はお問合せ下さい。
※シーワールド・ディズニーランド観光日の昼食代別途必要
※現地到着日/出発日：日曜日イン/土曜日アウト
※空港送迎(往復)付

ホームステイ・個室

2週間 313,000円

3週間 406,000円

4週間 498,000 円

※現地到着日/出発日：土曜日イン/土曜日アウト 又は 日曜日イン/日曜日アウト
※空港送迎(往復)付

お申込み締切日：6/16(火)

名門「カリフォルニア大学サンディエゴ校」で開催！
現地アメリカ人高校生が期間中毎日参加！
ディスニーランド・観光も付いた人気のプログラム！
※人気コースの為、お早めのお申込みをオススメ致します

カナダの有名大規模校！
2014年はバンクーバー校300名、トロント校750名、
計35カ国からのお申込みがあった人気プログラム！

現地公立高校で行われる人気プログラム！
現地高校生の学校生活も満喫できます。
英語で様々な科目を学んでみませんか？

ニュージーランド・
オークランド近郊

ホームステイ・個室

2週間 286,000円

3週間 355,000円

4週間 424,000円
※ホームステイ1延泊4,100円
※現地到着日/出発日：土曜日イン/土曜日アウト 又は 日曜日イン/日曜日アウト
※空港送迎(往復)付 ※5週間以上も可能。料金はお問合せ

KIWI バディープログラムはニュージーランドの美しい自
然に囲まれた共学公立高校で開催されます。英語力
向上に最適なだけでなく現地高校生との触れ合いや、
ニュージーランドの高校生活を短期間で満喫できます。
英語以外にも高校の科目を受講できるのも魅力のひと
つです。

開催校：KIWI English Academy
プログラム開始日：7/20(月)～9/14(月)までの毎週月曜日
期間：2～4週間（プログラムは9/25(金)まで）
対象年齢：13～18歳
滞在方法：ホームステイ(個室・1日3食)
アクティビティ内容（一例）：現地の高校で行うカリキュラムに準ずる



自然あふれるオーストラリアで夏休みの最高の思い出
をつくれるプログラム。英語を学ぶだけでなく、現地
アートスクールへ体験入学をしてアーティストから学ぶ
授業や、アボリジニ文化・伝統お菓子作り等、オースト
ラリアならではの体験型プログラムです。
開催校：Inforum Education Australia
プログラム開始日：7/27(月),8/3(月)
期間:1～2週間(プログラムは8/8(金)まで)
対象年齢:12～18歳（小学6年生～高校3年生※11歳でも小学6年生であれば可）
滞在方法:ホームステイ（1-2人部屋・1日3食)
アクティビティ内容(一例):
伝統お菓子作り、世界遺産の森でキャンプ、ブーメランペイント体験、サウスポー
トツアー、海辺の公園でスポーツ、ライフセーバーボランティア体験 等

※参加クラス：Teenager特別クラス。ご希望により高校生は一般英語クラス(大人クラス)に参加可能。
※ホームステイ先：小中学生は2人1家庭｡

高校生は日本人生徒1人1家庭(他の国籍の生徒が滞在している場合有)
※ホームステイ先部屋：小学生は1-2人部屋。中高生は個室。

オーストラリア・
ゴールドコースト

ホームステイ・1-2人部屋

1週間 225,000円

2週間 331,000円
※ホームステイ～学校間送迎(往復)付
※小学生：渡航時空港スタッフによるアシストサービス14,700円追加
※現地到着日/出発日：日曜日イン/日曜日アウト
※空港送迎(往復)付

オーストラリアの人気観光地、
ゴールドコーストで行われるプログラム！
チェーン校にないアットホームで細やかなケアが
人気の理由です！

イギリス・
ロンドン郊外

ロンドン郊外で行われる、
質の高さに定評のあるプログラム！
朝から晩まで世界から集まったお友達と
英語を学ぼう！

60エーカーの広大な敷地に、教室と寮の両方を兼ね備えたビ
クトリア朝の建物が並ぶキャンパスで英語を学びます。プログ
ラムの行われるセント・オールバンズはロンドンから電車で約
30分程北上した所にあります。寮生活となるので、起床してか
ら就寝するまでプログラム参加者と共に生活でき、クラスで
習った英語を観光やアクティビティー、スポーツを通して使うと
いう学習方法が魅力です。

開講校：Bell English・セントオールバンズ校
プログラム開始日：7/20(月)～ 8/17(月)までの毎週月曜日
プログラム期間：2～3週間(プログラムは8/28(金)まで)
対象年齢：7～17歳
滞在方法：寮 (1-3人部屋・1日3食)
アクティビティ内容(一例)：
スポーツ(サッカー、バレーボール、キックボクシング、フリスビー、ホッケー等)、
アート&クラフト、 パフォーミングアート、ロンドン観光、ウィンザー城観光 等

教師陣の質が良いと評判！
大規模校なのにアットホームな雰囲気も。
生活体験重視でアウトドアが豊富なプログラムです。

オーストラリア・
ヌーサ

ホームステイ・1-2人部屋

1週間 249,000円

2週間 328,000円

3週間 407,000円
※ホームステイ～学校間送迎(往復)付 ※4週間以上も可能。料金はお問合せ下さい。
※現地到着日/出発日：日曜日イン/土曜日アウト
※空港送迎(往復)付

ヌーサはブリスベンより車で約2時間のサンシャインコーストの
一角にあります。何百キロにも続く白い砂浜、野生のコアラが
生息する国立公園等、オーストラリア国内とヨーロッパでは
『オーストラリアといえばヌーサ』といわれるほど、世界的にも
知名度の高い地域です。学校からビーチまでは徒歩約20分、
マリンスポーツや、英語で現地の人に話かけてチームワークで
問題を解くゲーム等も開催しています。
開催校：Lexis English ヌーサ校
プログラム開始日：7/20(月)～ 8/24(月)までの毎週月曜日
期間:1～3週間(プログラムは8/28(金)まで)
対象年齢:13～17歳
滞在方法:ホームステイ(1-2人部屋・1日3食)
アクティビティ内容(一例):
ヌーサ観光、カヤッキング、サーフィン、テニス、ショッピング、ビーチバレー、
ディジュリドゥレッスン、ボクササイズ、コンダリラの滝訪問 等

寮・1-3人部屋

2週間 454,000円

3週間 652,000円
※寮保証金￡30現地払い、帰国時破損等がなければ現地にて返金有
※現地到着日/出発日：日曜日イン/土曜日アウト ※4週間以上も可能。料金はお問合せ下さい。
※空港送迎(往復)付



●研修費用（英語レッスン）
●研修期間中の滞在費用・食費（記載の分のみ）
●教材費・入学金・プログラムに含まれるアクティビティー代
●到着時の空港⇔滞在先までの往復送迎費用
●アークスリー留学手続き手数料
●出発前オリエンテーション

上記旅行代金に含まれるもの以外はすべて含まれません。その一部を以下に例示します。
●航空運賃・燃油サーチャージ・空港諸税等 ●超過手荷物料金 ●お小遣いなど個人的性質の諸費用
●渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・渡航手続代行料金）
●希望者のみが参加するオプショナルツアー料金 ●海外旅行傷害保険
●記載以外の食事（昼食、外食した場合の外食費用など）
●滞在先から学校までの通学費用などの交通費（一部含まれるプランも有） など

●研修希望校をお選びください。学校がすでに定員に達しているなど、現地の受入状況によってはご希望に
添えない場合もありますので、お早目のお申込をお勧めします。

●お手配後の変更、取消の際には手数料がかかります。
●授業料やその他諸費用は学校側によって予告なく変更される場合があります。
●年齢によっては渡航時に空港スタッフによるアシストサービス（アナカンサービス）が必要になる場合が有
ります。また、これは料金には含まれていません。

●学校主催の個人で申込むオプショナルアクティビティに参加する場合は現地で申込・支払を行って下さい。
詳細は学校担当者に確認して下さい。

●週末や祝祭日は学校は休みとなり授業は行われません。祝祭日で授業が行われなくても授業料の返金
はありません。

お問合せ先：ＧＯ留学/アーク・スリー・インターナショナル
TEL   ：06-6347-7888

0120-701-509（携帯からもOK）
E-Mail：ryugaku@arc3.co.jp
※当社は、TSUTAYAを運営する(株)カルチュア
コンビニエンスクラブの関連会社です。

ＧＯ留学

～過去参加者の体験談～ お名前：本庄沙綾さん 年齢：15歳 参加校：ILAC 期間：2週間

私はこの2週間の短期留学を通して、「楽しさは苦しみの中から生まれる」ということを学びました。いきなり重たい事を言いましたが、 や
っぱり外国で生活をすることは生易しいものではありませんでした。 私自身、はじめの3日ぐらいとても大変な思いをしました。
しかし！！！最終とっても楽しい貴重な経験ができました ！！！ 2週間だけの短期留学だったからこそ濃密なモノになったと思います。

私はこの2週間、カナダに留学している人たちとともにILACという学校に通っていました。クラスには日本人が二人いて他はほとんどがブ
ラジル人でした。初め私は、みなさん同い年だと思っていましたが、ほとんどの人がなんと高校を卒業していました。けれど、皆さんわたし
をとっても可愛がってくれ、先生も本当に楽しい方で、最高な学校でした。そして、入学したときはそっけなかったのに、2週間だけの学校を
卒業するときは、私を無理やりど真ん中の椅子に座らせたり、私のお気に入りの曲をかけてくれたり、思いっきりの笑顔を向けてくれたりと
最高な卒業でした！！！！その時、もっと長くここにいたいなと思っている自分にめっちゃびっくりしていました。

そして一番長く時を共にしたホストファミリー！！！！一番馴染むのに苦労しました。家族構成は、9才の男の子と7才の女の子と0才の男
の子。0才の男の子は本当に生まれたばっかりでかわいくてかわいくいて家族みんなうっとりしてました。0才の男の子はすぐ懐いてくれま
したが、もう2人はなかなか難しく時間がかかりました。
クリスマス、NEW YEARと、大イベントは、ホストファミリーのお母さんの両親の家で親戚一同集まって祝いました。二つのイベントとも料
理がとっても美味しくってたまりませんでした。お母さんのお父さんは何回か日本に来たことがあるらしく、日本の話をたくさんしました。そ
うしたら、みなさん話に興味持ってくれ、しばらく日本の話で持ちきりでここ最高な気分でした笑子供たちとは、スケートに行った際打ち解
けました。その日は元旦でカナダでの日本料理を食べる予定だったのですが、どこも休みで結局中華料理を食べたのですが、子供達と日
本のアニメについて話しながら食べる夜ご飯は本当に最高に美味しかったです ！！
ここまで楽しかったことを思い出すままに書いていきましたが、やっぱり楽しいことがあるその前には苦しみがつきものです。ですが、子供
たちの発音が綺麗すぎて全く聞き取れなかったり、笑いのツボが違ったり、クラスメイトが理解していることが、私には全く理解できなかっ
たり、いろいろあった暁には、子供達と楽しく話すことができたり、クラスメイト同士で教えあったり、ジョークをお互い笑い合ったりする未来
が必ず待っているのです。
私は、また、何年か後には、一年間の留学がしたいと思っています。
今回自分が学んだ「自分が動かなかったら未来は変わらない」ということを
いかして、次のステージへ望みたいと思います！！！！
ありがとうございました。
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