
街の中心にあり、分かり易く質の高い授業
授業は創立50年以上のLSI語学教育の歴史を活
かし、短期間でも英語力を総合的に伸ばせるよう
に構成されています。レッスンは会話を中心に、実
際に生活をするために必要なスキル、読む、聞く、
書く、話すスキルを向上する授業が必須授業とな
り、集中コースでは、さらにディスカッションやディ
ベートなどで会話力を伸ばします。スタッフ、教師
は参加される学生を大切に考えており、困った事
があればいつでも相談に乗ってくれます。

通学0分の学生寮！ 広々としたキャン
パスで活気のある留学生活を。
シーズンによっては800名の学生を抱える活
気のある語学学校、シャフストン。広い庭に囲
まれた広々としたキャンパスが特長です。授業
時間数は週に25時間。午前中は必須技能、
午後は選択科目とまんべんなく英語力アップ
を目指せます。滞在が敷地内の学生寮である
ことも魅力。通学に便利なのはもちろん、学生
寮でまた交流の輪が広がるかもしれません。

■学生数：80～ 150人
■レベル数：6レベル（入門～上級）
■クラス人数：平均14名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない
■ アクティビティ：ダンス、バーベキューラン
チ、ローンパイン・コアラ保護区、ゴールド
コースト観光、ビデオ鑑賞、モートン島
キャンプ、市内観光、各種スポーツなど

■学生数：550～ 800人
■レベル数：6レベル（入門～上級）
■クラス人数：平均15名（最大18名）
■日本語スタッフ：常駐している
■ アクティビティ：ブリスベンシティツアー、
ホイール・オブ・ブリスベン、BBQ、ナイト
カヤック、各種スポーツ（サッカー、卓球、
ヨガなど）、バイロンベイ、ローンパイン、

■学生数：300～ 400人
■レベル数：6レベル（初級～上級）
■クラス人数：12名（最大18名）
■日本語スタッフ：常駐している

■成績証明書：可。
　（旅行申込時にお申出下さい。）
■ 集中コース選択授業例：集中コースでは2
レッスンをレベル、受講人数や時期により、
通常の会話力、表現力を養う【コミュニ
ケーションレッスン】以外に、【TOEFL・
IELTS試験対策レッスン】も選べます。

ホエールウォッチングなど。
■成績証明書：可。
　（旅行申込時にお申出下さい。）
■ 午後の選択レッスン：文法、スピーキング、
ライティング、ビジネス英語、ケンブリッジ
英検対策など。

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会 旅行センター

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載しているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料金には、運送機関の
課す付加運賃・料金を含みます。）●ホームステイまたは学生寮滞在費用（食事条件に明示し
た食事／ホームステイは原則個室）●語学研修費用（授業料）●教材費●到着時の出迎え
費用●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サーチャージ●ETAS代行取得手数料
●あんサポ24会費●SEQ2回受診パック

旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：2,090円）、旅客保
安サービス料（成田：520円）※航空券に切り込みの為、旅行代金と一緒にお支払いくださ
い。●現地での通学交通費●帰国時の空港までの交通費●現地アクティビティ代●個人的
諸費用（電話代、クリーニング代など）●自由行動中の一切の費用●超過手荷物料金●渡航
諸手続き費用（旅券印紙代など）

■添乗員：同行しませんが、研修期間はスクールスタッフがお世話いたします。 ■最少催行人員：1名　■募集人員：10名
■語学学校： LSIブリスベン校/レッスン数：月～金曜日、週25時間 

シャフストン インターナショナル カレッジ/レッスン数：月～金曜日、週25時間
■滞在方法/食事条件：
 LSIブリスベン校/ホームステイ（原則個室・平日2食、土日3食）
 ※ホームステイは、原則個室となっておりますが、繁忙期では場合によって、相部屋となることもありますので、あらかじめご了承ください。
 （注）土日では、朝食と昼食が一緒になった「ブランチ」となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

シャフストン インターナショナル カレッジ/学生寮（相部屋・食事なし（自炊可））
 ※ 学生寮の場合は、原則「相部屋・食事なし」となります。入寮時に返金可デポジット（保証金）、清掃費（約A$50）のため、ビザまたはマスターカードが必要です。
■利用予定航空会社：カンタス航空
★このコースは、帰国日の変更・延長は一切できません。
【札幌・名古屋・大阪・福岡発着の方へ】
 国内線は往復とも別手配です。満席などで予約できない場合はご利用いただけません。基本、羽田便での手配となります。羽田～成田

空港間は各自移動。交通機関はお客様ご自身での手配・ご負担となります。また航空会社のスケジュールの都合により日本帰国時、同日
の国内線乗継が出来ない為、翌日の国内線への乗継となります。その際の宿泊は含まれておりませんので、お客様ご自身での手配・ご負
担・ご移動となります。 ※羽田～成田間のリムジンバス代3,100円～（大人片道/2018年3月現在）
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各研修校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト
　（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）
●クラス（授業）
　・週5日（月〜金） 
　・週25時間
●土・日はフリータイム
　各自のプランにてお過ごしください。
  D ブリスベン泊／語学研修

22 29

滞在先から各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライトチェックイン。
朝：ブリスベン発 t
空路、帰国の途へ。（カンタス航空 直行便利用）

夕刻：成田着　着後、空港にて解散。

スクールリポート（学校詳細）はP35をご覧ください。

■添乗員：同行しませんが、研修期間はスクールスタッフがお世話いたします。 ■最少催行人員：1名
■語学学校：アクセス ランゲージ センター　■レッスン数：月～金曜日、週20時間
■滞在方法：ホームステイ（原則個室） 
※ホームステイは、原則個室となっておりますが、繁忙期では場合によって、相部屋となることもありますので、あらかじめご了承ください。
■食事条件： 平日2食、土日3食 （注）土日では、朝食と昼食が一緒になった「ブランチ」となる場合もありますので、あらかじめご了承

ください。
■利用予定航空会社：カンタス航空
★このコースは、出発1ヶ月前までにパスポートコピーの提出が必要です。
★このコースは、帰国日の変更・延長は一切できません。

【札幌・東京発着の方へ】
 国内線は往復とも別手配となります。満席等で予約できない場合はご利用いただけません。国内線が伊丹空港利用の場合、伊

丹～関空間は各自移動。交通機関はお客様ご自身での手配・ご負担となります。また、乗り継ぎによって前後泊となる場合も宿
泊代金はご自身の負担となります。 ※伊丹～関空間のリムジンバス代1,950円～（大人片道／ 2018年3月現在）

ブリスベンは、1年を通じて温暖で過ごしやすく、大都市でありながら落ち着いた雰囲気の街。
留学生にも優しい街で、じっくりと語学研修や観光を楽しむことができる人気の都市です。

ニューサウスウェールズ州の州都シドニーは、オーストラリアの商業・文化などの中心地の大都市。
英国調の街並みや緑豊かな公園と入り江が美しく、勉強にも観光にも事欠かないロケーションです。

アクティブ ブリスベン 
英語研修スペシャル 22・29日間

School Information School Information

Point Point Point1

授業（イメージ） （イメージ）

（イメージ） シャフストン 学生寮 （イメージ）

(Language Studies International) 
LSI Brisbane LSI ブリスベン校

シャフストン インターナショナル 
カレッジ ｛学生寮滞在｝

Shafston International College 

注） 札幌発着の国内線は、伊丹あるいは関空を利用しますが、日本
帰国時、関空での同日乗り継ぎが出来ないため翌日日曜日の国
内線利用となります。その際の関空または伊丹周辺での宿泊は
含まれませんので、お客様ご自身での手配・ご負担となります。

旅行代金（東京発着） お一人様あたり

燃油サーチャージ

成田・羽田発着（同料金）
研修校 22日間 （研修3週間） 29日間 （研修4週間） レッスン数 食事・その他

コースNo.165〜169 A  ブリスベン-1

A 353,000円 A 418,000円
月〜金曜日

週30レッスン（週25時間）
〈1レッスン50分〉

平日2食／土日3食（注）
LSI ブリスベン校

（集中コース）

コースNo.165〜169 B  ブリスベン-2

A 398,000円 A 473,000円
月〜金曜日
週25時間

学生寮
（相部屋／食事なし（自炊可））

シャフストン
インターナショナル カレッジ

（集中コース）
（注）土日では、朝食と昼食が一緒になった「ブランチ」となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

旅行代金（成田発着）

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます。

出発日 22日間帰国日
（研修3週間）

29日間帰国日
（研修4週間）

A   8月18日（土）   9月  8日（土）   9月15日（土）
札幌発着追加代金 10,000円
大阪・名古屋・福岡発着追加代金 0円

このコースはオーストラリアの
ETAS（電子入国許可）または

オーストラリアビザ（観光ビザ）が必要です。
※アクティブコースは大学生協が無料で代行取得します。

出発日 22日間帰国日
（研修3週間）

29日間帰国日
（研修4週間）

A   8月18日（土）   9月  8日（土）   9月15日（土）

札幌発着追加代金 10,000円

東京発着追加代金 0円

東京発着

区
分

22日間コース
（研修3週間）

29日間コース
（研修4週間）

A 388,000円 448,000円

成田発 カンタス航空 直行便で行く

◆ 安心の『エアラインチェックインアシストサービス』付き ◆
日本出発時の成田空港にて、係員がご利用の航空会社でのチェックインをお手伝いし、セキュリティゲートまでのアシストを提供します。当日は『出発案内書』に記載した
指定の窓口にご集合いただき、有料待合室にて『スチューデントEQ診断』を行い、全員でチェックインします。 ※『スチューデントEQ診断』については、P16をご覧ください。
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早期割引対象外！

語学研修をさらに有意義なものと
するためにご利用下さい。

語研たまごの英語トレーニングサポートパック
9,800円 （詳細はP50をご覧下さい）

オプション

2018年6月25日（月）
※定員（各期間 10名）になり次第受付終了となります。

受 付 締 切

札幌発着
166
コースNo.

名古屋発着
167
コースNo.

大阪発着 福岡発着
168 169
コースNo. コースNo.

成田発着
165
コースNo.

保険付き

★成田発着
（札幌・名古屋・
大阪・福岡追加）国際クラス ホームステイ 出発保証ドミトリー

シャフストンのみ

おすすめポイント
◆成田空港で出発前オリエンテーション実施＆	
チェックインのアシストサービス付！

◆大学生の為の成長支援ツール
	 スチューデントEQ受験	2回付（出発前・帰国後）

Check!

関空発着
051
コースNo.

保険付き

A B




