
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。

フレンドリーでアットホームな校風。
集中コースでしっかり学ぼう！
学生数は300人強と、多すぎずアットホーム
さを残した学校規模。スタッフもフレンドリー
で距離が近く、放課後のアクティビティに一
緒に参加することもあります。日本語スタッフ
も常駐しているので、留学が初めてでも安心
です。コースは週20時間の集中コース。時間
割はP35のサンプルをご覧ください。

シドニー中心部の便利な  
ロケーション
シドニーのセントラル駅からは徒歩3分。通
学にも観光にも大変便利です。オペラハウス
まで歩いて行けるほか、ボンダイビーチへも
車で15分。現地でできた友人と遊びに行く
も良し、学校企画の豊富なアクティビティに
参加するも良し。英語だけでなく、オーストラ
リアの街並や文化を体感することができるで
しょう。

■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

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。

■ アクティビティ：シドニー水族館、チャイニーズガーデン、パブ、映
画、ハーバーブリッジ展望台、サーフィン、ブルーマウンテン観光
ツアーなど。
■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：会話、発音矯正、時事問題、ライティングスキ
ル、グラマーなど。

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）

スクールリポート（学校詳細）はP35をご覧ください。
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夕刻：関西空港集合　
有料待合室でSEQ診断
夜：関西空港発 t
空路、シドニーへ。

（カンタス航空 直行便利用）

 v 機中泊

朝：シドニー着
着後、出迎えを受け、
滞在先へ

  シドニー泊

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
●クラス（授業）
　・週5日間（月〜金曜日）
　・週20時間
●土日はフリータイム
　各自のプランでお過ごし下さい。
  シドニー泊／語学研修

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：シドニー発 t
空路、帰国の途へ。

（カンタス航空 直行便利用）

夜：関西空港着　
着後、空港にて解散。

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。）●ホームステイ滞在費用（食事条件に明示した食事／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（関空：2,730円）、旅客保
安サービス料（関空：310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
■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）

アクティブ シドニー 
英語研修スペシャル 22・29日間

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。

ショッピング、グルメ、アート…     
全てが体験できる最大の都市。
シドニーはその昔、最初の英国移民が住んだ歴史ある街。現在では500万人以上の人
口を誇るオーストラリア最大の都市でもあり、街に面するシドニー湾は世界三大美湾に
も数えられています。街中には今も歴史的建造物が多く残り、その歴史の長さを感じつ
つも近代的なアートやショッピングも楽しめる、飽きることのない街です。

（イメージ）シドニー（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
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（イメージ）（イメージ）

シャフストン 学生寮 （イメージ）

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 旅行代金に含みます。

 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

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）

旅行代金に含みます。

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。

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

ACCESS LANGUAGE CENTRE 
アクセス ランゲージ センター

関空発 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。

◆ 安心の『エアラインチェックインアシストサービス』付き ◆
日本出発時の関西空港にて、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。

33

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
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

おすすめポイント
◆関西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.

東京追加
052
コースNo.

札幌追加
053
コースNo.

保険付き 国際クラス ホームステイ 出発保証

★関空発着
（東京・札幌追加）




