
今年の夏休みはオースト
ラリアで異文化体験

SELCは質の高い英語教育とオーストラリアの
魅力が満載された楽しいプログラムを提供いたします

プログラムWEBサイト　www.selc.com.au/japanese/

万全のケアで安心なホームステイ

充実したアクティビティ

滞在先はプログラム参加者のために厳選されたホームステイです。ホストファミリーは海外からの
留学生の受入経験豊富な家庭ばかりです。英語が初心者という方も安心して滞在することができ
ます。ホームステイ先での生活を通して、オーストラリアの生活習慣を学習しましょう。

午後は街に飛び出してオーストラリアを体験。美術館や博物館を見学してオーストラリアの文化を
学習し、水族館やオペラハウスなどのシドニーの観光名所を訪れてオーストラリアを満喫します。
週末には動物園へ行き、コアラやカンガルー、キリンと一緒に写真を撮ったりすることも出来ます。
オーストラリアでの異文化体験はシドニー滞在の最高の思い出となることでしょう。

現地の高校にも
訪問

期間 :   月      日から   月      日 参加資格 :15歳 から18歳 まで
(4週間のスケジュールの中で催行いたします。)
(2、3週間のお申し込みも可能です。)

(英語力が初級の方でもご参加いただけます。)
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英語研修＆ホームステイ

安心のホームス
テイ

充実のアクティ
ビティ

オーストラリア夏休み短期留学

週間プログラム充実の



充実したスケジュール内容

合計4週間 : 7月28日(日)から8月24日(土)の日程で催行します。

7/28 (日) シドニー到着 ホームステイへ
午前 英語授業
午後 ボンダイジャンクション
午前 英語授業
午後 ボンダイビーチ

午前 英語授業
午後 セントメアリー教会
午前 英語授業
午後 オーストラリアン博物館
午前 英語授業
午後 シドニータワーと
　　 3Dシアター

午前 英語授業
午後 水族館と
　　 ダーリングハーバー

午前 英語授業
午後 自由行動

午前 英語授業
午後 自由行動

終日 ブルーマウンテンズ
終日 観光ファーム

ホストファミリーと過ごす
ホストファミリーと過ごす

ホストファミリーと過ごす

29 (月)

30 (火)

31 (水)

8/1 (木)
2 (金)

3 (土)
4 (日)

5 (月)

6 (火)

7 (水)

8 (木)
9 (金)

10 (土)
11 (日) ホストファミリーと過ごす

午前 英語授業
午後 ワトソンズベイ
午前 英語授業
午後 タロンガ動物園

午前 英語授業
午後 NSWアートギャラリー
午前 英語授業
午後 フィッシュマーケット

午前 英語授業
午後 チャイナタウンと
        パディーズマーケット

午前 英語授業
午後 ハーバーブリッジと
　　 オペラハウス

午前 英語授業
午後 自由行動

午前 英語授業
午後 修了式 ランチ

終日 自然環境学習 終日 高校と大学訪問

ホストファミリーと過ごす 日本へ帰国
ホストファミリーと過ごす

12 (月)

13 (火)

14 (水)

15 (木)
16 (金)

17 (土)
18 (日)

19 (月)

20 (火)

21 (水)

22 (木)
23 (金)

24 (土)

タロンガ動物園
シドニー湾を眺める高台に建つとても美しい動物園。コアラやカンガル
ーをはじめとするオーストラリア固有の動物達をはじめ、数々の動物を日
本では味わえない近さで見物できる。素晴らしい眺望もお見逃し無く。

観光ファーム
広い施設で牧場の動物達と触れ合い、ファームアクティビティも楽しめ
る。ブーメラン投げ、羊の毛刈り、アーチェリーやトラクターライドなど。
ランチ付。

オーストラリア美術館
MCAの愛称で知られる現代美術館は驚きのモダンアートギャラリーです。
1991年にシドニー大学出身の学生で芸術家の遺産寄贈により立てられ
ました。アボリジナルアートや、その他世界中の現代美術が目白押しです。

過去参加者の声

シドニー現地高校＆大学訪問
オーストラリアの高校と大学訪問が出来る貴重なチャンスです。
高校訪問では現地のオーストラリア人の生徒達と交流できる機会
があります。積極的にどんどん話しかけてください。大学訪問では
ゆったりとした雰囲気の中で学ぶ学生達に注目してください。

オペラハウス&ハーバーブリッジ
両建造物はシドニーのシンボルと言われるくらいの名所である。オ
ペラハウスは20世紀を代表する近代建築物であり、世界的に有名な
歌劇場やコンサートホール、劇場でもある。ハーバーブリッジは南岸
にあるシドニーの町と、北岸にある近郊の町を道路と路面電車を繋
ぐため1932年に完成したシングルアーチ橋である。

滞在スケジュール

アクティビティ

1週目 2週目 3週目 4週目

例1) 2週間のお申し込みの場合、シドニー到着が8/11（日）となります

ホストファミリーと空港で合流し週末を共に ホストファミリーと空港で合流し週末を共に

ホームステイ家族に見送られ日本へ帰国 ホームステイ家族に見送られ日本へ帰国

先に参加されている生徒様と共に上記日程通りにプログラムを満喫

2、3週間でもお申し込みいただけます

シドニー到着

プログラム開始

先に参加されている生徒様と共に上記日程通りにプログラムを満喫

プログラム開始

日本へ帰国

8/11(日)

12(月)

22(木)

24(土)

例2) 3週間のお申し込みの場合、シドニー到着が8/4（日）となります

シドニー到着

日本へ帰国

8/4(日)

5(月)

22(木)

修了式にて卒業証書を授与23(金) 修了式にて卒業証書を授与23(金)

24(土)

4週間以下のお申し込みの場合ご参加頂けないアクティビティもございます＊

止むを得ない事情により、アクティビティの内容に変更が生じる場合がございます＊

～ ～

日本人スタッフさんの
おかげで安心して
過ごせました！

シドニーの自然に
触れた夏休み！

沢山の思い出と
友達が出来ました！

ホームステイで異文化体験が出来ました！



ご到着からの流れ (シドニー到着後) ご帰国の流れ (シドニー空港まで)

セルク・スタディツアーの24時間緊急対応

その他のサポート体制も万全です

緊急事態発生

医療機関、警察等の必要各機関への連絡、
および各種手配（車、ホストファミリーへの連絡等）

セルク・スタディツアーズコーディネーターへ連絡

セルクへ連絡

ご家族または代理店へ連絡

1 シドニー空港にて
入国審査後、ゲートを出てすぐのところに、セルクの日本人
スタッフが学校のロゴを持ってお待ちしております。

3 オリエンテーション
セルク到着後、オリエンテーションを行います。プログラム
の確認、ホームステイや公共交通機関のご案内、緊急時の
対応方法、学校および学校周辺もご案内いたします。オリエ
ンテーション終了後はホストファミリーと合流し滞在先へ。

4 登校
ホストファミリーに学校への行き方を聞いて登校します。
基本的に公共の交通機関を利用します。

5 プログラム参加
授業は９時からスタート。
セルクの経験豊富で親切な教師が英語を楽しく教えます。

6 24時間緊急対応
体調不良や迷子になった時など、いざという時も安心の24時間対応。
ホストファミリーとも連携をとって対応します。

7 お子様の毎日の様子をレポート
ブログにて生徒様の毎日の様子をレポート。
離れていてもご家族の方がお子様の様子を確認できます。

8 日本語インターネット利用
セルク校内はインターネット完備。在学中はご自由にご利用いただけます。

2 空港からセルクへ
日本人スタッフと共にチャーターバスにてセルクへ向かいます。

1 ホストファミリーとお別れして、学校に集合

3

チャーターバスにてセルクスタッフと共に空港へ2

4

空港にてチェックイン

ご帰国。お疲れ様でした！5

空港の案内後、出国審査場入り口までお見送り

＊3

＊3

＊1

＊2

ご帰国人数が少ない場合は直接空港へホストファミリーがお送りすることもあり
ます。その場合はスタッフが空港ご出発ターミナルにて待機しております。

＊1ご到着人数が少ない場合は空港から直接ホームステイへお送りします。その際
基本的な情報のみご案内し、オリエンテーションはご入学初日に行います。

＊2緊急対応の流れは右図参照

修了式 バーベキュー

出発から帰国まで安心出来るサポート体制

英語の授業、課外授業、ホームステイをセルクスタッフ陣が全面的にサポートします。

空港ご到着からご帰国まで、セルクのスタディツアーはご参加の生徒様を一人一人しっかりとサポートします。

ツアーコーディネーター

羽藤 裕也（ハトウ ヒロヤ）

約25年と実績のあるサービスで定評のあるセルクツアーズのツア
ーコーディネーター。安心して生徒様に過ごしていただけるホーム
ステイファミリーの選定から、アクティビティのプラン作成などプロ
グラムの管理をおこないます。

安心して過ごせる留学環境を整え、生徒様をお
迎えします。

セルクの誇る優秀な教師陣が英語の授業を担当いたします。担当教師は日本
人高校生への英語教育の経験が豊富で英語初級者でも積極的に参加でき、
楽しめる授業を提供いたします。話す、聞く、読む、書く、文法、発音、語彙の全
ての能力を総合的に伸ばし、その中でも会話を中心としたゲーム、クイズなど
の練習を多く取り入れて英語を短期間で身に付けます。

実力派の教師陣があなたの留学生活を完全サポート

日本人カウンセラー

梅澤 知香（ウメザワ チカ）

きめ細かなサポート、楽しい授業、大自然、綺麗なビーチがある
絶好の立地、国際色豊かでいつも明るくアットホームな雰囲気
のある、ここSELCで思い切り留学生活を充実して頂けます。
スタッフ一同皆様にお会いできるのを楽しみにしています！

一人一人へ行き届いたきめ細やかなケアで、
学習面・生活面からしっかりサポート致します。



お問い合わせ先

プログラム料金に含まれるもの
学校費用（授業料、入学金）
アクティビティ費用（日程に明記のもの）
ホームステイ滞在費用
プログラムに必要な交通費用
GST (オーストラリア政府の定めるGoods & Services Tax)

4週間の申し込みで

3週間の申し込みで

2週間の申し込みで

プログラム料金に含まれないもの
日本とシドニー間航空運賃
参加期間中の個人費用
渡航手続費用（査証、出国税など）
海外旅行傷害保険
携帯電話レンタル費用（必要な場合）

プログラム契約の解除/払い戻しについて
契約解除の日 解約料金

２０１３年

プログラム料金の50％

プログラム料金の100％

プログラム料金の30％日本出発日の前日からさかのぼり
7日目にあたる日まで

解約料金はかかりません
ただし入学金の$220相当はご返却いたしかねます

日本出発日の前日からさかのぼり
28日目にあたる日まで

日本出発日の前日からさかのぼり
6日目にあたる日以降、
1日目にあたる日まで

日本出発日の当日、日本出発後
または無連絡不参加

4000豪ドル
3200豪ドル
2400豪ドル

参加資格 :15歳 から18歳まで

7月28日（日）から8月24日（土）まで

参加申込書に必要事項を記入のうえ、出発1ヶ月前
までにプログラム代金を全額をお支払いください。
詳しくは別紙入学申込書をご確認ください。

S E L Cとは

創立28年の実績を誇り、3万人以上の卒業生を輩出している信頼の高い語学学
校です。 ヨーロッパ・南アメリカ諸国の学生を中心とする国際色豊かな学校で、フ
レンドリーで熱心な教師陣による細やかな指導には定評があります。また、ベテ
ランの日本人スタッフが常駐しており学習・生活面のサポート体制も万全です。

セルク ボンダイ校PCルームクラスルーム学生ラウンジ

お申し込みと注意事項に関して

プログラム費用

免責事項

参加資格

開催日時

申込方法

当社は参加者が次の例示するような理由にて被られた損害、もしくは
催行日程の変更•中止におきましては責任を負いかねます。
例)天災地変、戦乱、暴動、運送期間の遅延•スケジュールの変更、宿泊
施設の事故•火災、日本または官公庁の命令による出入国規制、伝染
病による隔離、食中毒、盗難などの災害
当社の故意または過失に基づく損害補償責任が生ずるか否かに関わ
らず、当社約款特別保証規制により、参加者がプログラム参加中に偶
然且つ急な外来の事故により、その身体、生命に被られた一定の損害
につきましては、保証金及び見舞金の支払いをいたします。
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