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あなたの輝く未来を応援!!あなたの輝く未来を応援!!

英語合宿英語合宿
１日フルに英語しゃべくり環境

実績のあるGateway Englishが運営

研修とショートトリップを同時に満喫

常に外国人チューターがフォロー

英語でミーティングを体験

食事の時間も欧米スタイルマナーを学ぶ

白を基調にしたシングルルーム

参加のための

英語レベルは不問!!

【旅行代金に含まれるもの】
行程表に記載された高速バス往復運賃・モノレール一日乗車券・JICA移動時のタクシー代、
宿泊代、食事代、英語研修費用（授業料）、入場料、消費税等諸税、空港施設使用料

【旅行代金に含まれないもの】
行程表に記載されていない飲食代、個人的諸費用（電話代、物品購入費、クリーニング代など）
最終日のショートトリップで受講生の判断でタクシーを利用する場合

ご自分で沖縄往復航空券の手配が必要です。

共通言語は「英語」!日本語は使えません。募集定員：18名（最少催行人員11名） ※定員となり次第受付終了

：198,000円
： 同行しませんが、スクールスタッフがお世話いたします。
： E-horizon コンドミニアム（1名1室）
： 朝食10回、昼食10回、夕食10回
： Gateway English 

旅 行 代 金
添 乗 員 
研修・宿泊 
食 事
運 営 

「海外勤務」を考えているあなたに！！
現在企業が求めるコミュニケーション、プレゼン、リーダーシップなどの

「グローバル人材力」を向上させたい方に最適です!

沖縄英語合宿チラシ（オモテ：共通版）



Denise Hewitt

ツアーのポイント レッスン内容

1
Point 全部で85時間!

朝から晩まで英語漬け。

海外の対人関係に近似した状況の下、国際社会で活躍するグローバル
人材となるためのスキルを習得します。英語で自己の意見や考えを積極
的かつ論理的に表現すること、また自国の文化と他国の文化の違いを認
識してグローバルコミュニケーション、プレゼン、リーダーシップを学びます。

グローバル人材を
目指すプログラムです!

ネイティブイングリッシュ講師1名 外国人チューター3名
ネイティブイングリッシュ講師によるレッスンを行います。英語の記事など
の生きた英語の教材に、読む・聞く・話す・書く、の4スキルをバランスよく学
びます。特にここでは文法や論理性や適切な表現に重点をおきます。

●アカデミックスキルレッスン〈5h×9日間=45h〉

外国人チューター3名が担当。アカデミックレッスンで学んだこ
とを実践するためのアクティブ型トレーニングです。日常生活
で想定される様々なアクションを、チューターとともに行動し、
英語的発想でコミュニケーションやプレゼンを積み重ねます。

●グローバルコミュニケーションスキルレッスン〈5h×8日間=40h〉

9：50～11：20 昼休憩11：30～12：30 13：10～14：108：10～9：40
1.5 h1.5 h 1.0 h 1.0 h

海外疑似
体験の

トレーニング！

2
Point 海外と異なる安心の治安環境の

沖縄で研修とショートトリップが
同時に体験できます。

同時にできる
研修&ショートトリップ

研修の運営は、グローバル企業の
社員研修を手がける、実績のある

「Gateway English」です。

運営は実績のあるGateway English
企業研修先どり!4

Point

食事中も!3
Point オリエンテーション以降は

英語のみ。海外留学に近い
環境に気持ちをリセット！

コミュニケーションは
24時間すべて英語

5
Point JICA沖縄国際センター海外研

修員と英語による歓談とその内
容をレポート発表します。

JICA研修員と
成果を確認できる！

6
Point 英語レベルは問いません

誰でも参加できる！
最終日異文化交流ランチ
トークの前に、世界民族衣
装展示室の見学。余興を
楽しみます。

欧米式のプレゼン方法を学び、即興プレゼ
ンを繰り返すことで論理的な話術を修得。

プレゼンテーション

個別に与えられる企画の運営マネジメントを
チューターとともに行い、実社会で求められる
コミュニケーション力やリーダーシップを体験。

プロジェクト運営 

自分の意見を伝達する力を養い、グロー
バルマインドな話し方を修得。

スピーキング

英文記事/TEDなどを教材に、英語的表現
や文法・語彙を修得し、ストーリー創作。

リスニング・リーディング・ライティング

レッスン・トレーニングの内容

カナディアン講師（予定）

18：30～20：30夕食14：10～17：10

2.0 h 0.5 h3.0 h

20：30～21：00

ミーティングタイム。日程中に1回
外国人チューターと企画の打合せ

Let’s speak 
Natural 
English!

現在、名古屋外国語大
学専任講師としてプロ
グラムリーダーを務める

刺激的な新人研修12日間日　程
9/3㈪ 9/4㈫ ▼  9/12㈬ 9/13㈭

【13：00〜14：00】
那覇空港集合。
路線バスと送迎バスで瀬底島研修施設へ。
到着後、オリエンテーション＆夕食。

【夕食後】
●グローバルコミュニケーション
　スキルレッスン

瀬底島泊  

【8：10〜20：30】
Gateway Englishによる英語研修
●アカデミックスキルレッスン

１日4レッスン計5時間×9日間＝計45時間。
●グローバルコミュニケーションスキルレッスン

１日2レッスン計5時間×8日間＝計40時間。
【9/8 15：30〜】ショートトリップ
外国人チューターと
沖縄美ら海水族館へ。

瀬底島泊／英語研修  

朝食後、チェックアウト。
路線バス、モノレール、タクシーを乗り継いで
JICA沖縄国際センターへ移動。JICA沖縄国際
センター到着後、昼食をとりながらJICA研修
員と英語で交流。昼食後、JICA研修員との歓談
内容のレポート発表。
終了後、3グループに分かれて、外国人チュー
ターと那覇市内ショートトリップ。

【17:00〜18:00】
那覇空港集合後、解散。　　　　　　  

※上記日程（訪問先の順番等）は訪問先や活動上の都合により変更になる場合があります。

オリエンテーション以降、施設内での
会話はすべて英語となります！!

私はこれまで英語への苦手意識が強く、思っていること
の半分も英語で伝えることが出来ませんでした。
実際の研修は、想像以上に毎日英語漬けで、プレゼン
テーションを繰り返す日々が続き、思うようにいかず悩
んだ日もありました。しかし、日に日に上達していく同期
や自分自身の成長を実感し、英語を話すことへの抵抗が
なくなりました。人事部から、実践的な英語力をアップさ
せることを目的とする研修とうかがっていたとおり、グ
ローバルビジネスで求められる能力（プレゼン、交渉、
リーダーシップなど）を日々のアクティビティの中から背
伸びすることなく学びました。
これからも一緒に学んだ同期とのかかわりを大切に、さ
らに成長できるよう頑張っていきたいと思います。

（IT関連企業 M.A.さん）

1.募集型企画旅行契約
（1） この旅行は生活協同組合連合会大学生活協同組合東京事業連合（東京都新宿区市谷田町3-24-1、以

下「当会」といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当会と募集型企画
旅行契約を締結することになります。

（2） 募集型企画旅行契約の内容・条件は、下記に記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書
（旅行取扱生協（以下、生協店舗といいます）でお受け取りください） 
・出発前にお渡しする最終旅行日程表および当会募集型企画旅行契約約款によります。

2.旅行のお申込みと契約の成立時期
（1） お申込みは下記の３つの方法のいずれかでお受けします。
①生協店舗でのお申込み
②旅行相談会でのお申込み
③ 電話でのお申込み（※生協店舗によっては、電話でのお申込みをお受けしていない場合もございます）

（2） 旅行契約の成立は当会が旅行契約の締結を承諾し、生協店舗が申込金（1万円以上）を受領した時点
とします。

3.旅行代金のお支払い
1. 旅行代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる

日より前までに、生協店舗が確認出来るようお支払いください。生協店舗にお申込みの方は、申込生協
店舗へお支払いください。相談会会場、電話によるお申込みの方は、別途のご案内の方法でお支払いく
ださい。

2. クレジットカードによるお支払いも旅行開始日の15日前までにお申込み窓口にて所定の手続きを行っ
てください。

3. トラベルローンご利用の場合は「ローン申込書」にて直ちに手続きをしてください。ローンのご利用は旅
行開始日の１か月前で締め切らせていただきます。
4.取消料
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
ただし、契約解除のお申し出は当会に営業時間内にお受けいたします。

5.旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件要約は、2018年4月1日を基準としております。また、旅行代金は、2018年4月1日現在有効
なものとして公示されている運賃・料金・規則を基準にして算出しています。

旅行条件書（要約）をお申込みの際は、「国内募集型企画旅行条件書」を別途お受け取り下さい。

取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって d e f
a b c

旅行
開始日前日

旅行
開始日当日
（fを除く）

旅行開始後
または
無連絡不参加

21日前まで
注（11日前まで）

20〜8日前
注（10〜8日前まで） 7〜2日前

取消料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%

注）「日帰り旅行（ツアー）」に限り、a、bの取消料は（　）内の期日とします

お問い合わせ・お申込先

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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

沖縄英語合宿チラシ（ウラ：東京事業連合版）

体験談

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

【旅行企画・実施】 東京都知事登録旅行業第2-2467号 （略称：大学生協東京事業連合）

生活協同組合連合会大学生活協同組合東京事業連合
〒162-0843 
東京都新宿区市谷田町3-24-1  ☎ 03-5261-9101

http://www.withnavi.org/
平日 10：00〜17：30
土曜 10：00〜17：30
※土曜営業は7〜8月のみとなります。

営業時間（日・祝日 休業）


