
【1】現地での集中英語講座で英語力を磨く！ 
平日の午前中は、レベル別クラスで世界の留学生とともに英語授業を受講
します。スピーキングを中心とし、ボキャブラリービルディングにも力を
入れた授業を通じて、英語によるコミュニケーション力を養います。 
 

■研 修 地 
  

アメリカ合衆国カリフォルニア州 
又はフロリダ州所在の各ELS 
※詳細はP.2をご参照下さい。 
 

■概算費用 
 

P.2記載の概算費用(航空券代別）
及びP.4記載の「ご案内とご注
意」欄をご参照ください。 
 

■人  数  1名より出発、定員各校5名まで  
 

■対  象  駒澤大学グローバル・メディア・
スタディーズ学部在籍の学生 
 

■滞在形態  ホームステイ（原則2名1家族） 
参加人数によっては、1名もしく
は3名1家族での滞在となる可能
性があります。 
 

■添 乗 員  同行いたしません。 
 
 

■食  事  平  日：朝食・夕食 
土日祝：朝兼昼食・夕食 
（自由行動中やアクティビティ参加
時は自己負担） 
 
 

■ビ  ザ  ESTA 
※パスポート残存有効期限 帰国時まで有効 
   のもの 機械読み取り式 
 
 

■プログラム 
 コード 

5TKZGZ 

海外留学の特徴 

【2】ホームスティを通して異文化経験！ 
アメリカの人々の日々の暮らしを体験し、価値観に間近に触れるチャンスで
す。ELS（語学学校）で学んだ英語スキルを最大限駆使して、積極的なコ
ミュニケーションを心がけます。人種や家族構成などは様々ですが、多様性
を受容するアメリカの文化を学ぶことができます。 

プログラム概要 

プログラムに関するお問合せ・お申込みはこちら 

0120-125-968 
受付時間：平日12：00～20：00／土曜日10：00～18：00 
（日・祝日、年末年始除く） 

（通話料無料） 企画旅行業者： 株式会社ベネッセコーポレーション 
〒163-0411東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング  
観光庁長官登録旅行業 第1932号  一般社団法人日本旅行業協会正会員 

日程 2016年2月28日（日）～ 3月27日（日）の4週間 

<<注意事項＞ 
・日程表の内容や実施日は、一部変更となる場合があります。 
・本プログラム参加者以外に、日本人を含むほかの留学生が同ファミリーに滞在していることもあります。 
・航空券なしのプランです。航空券は別途お申込みが必要です。弊社にて手配可能ですのでお問い合わせください。 
 別途代行手配料6,480円をご負担いただきます。「2015年度ベネッセの短期留学プログラム旅行条件書と申込書」 
 のP.11に記載してある「国際線の手配（航空券なしプログラムをお申込みの方向け）」を必ずご覧ください。 
・アメリカのESTA（電子渡航申請システム）での申請が必要です。代行サービス（有料）もございます。 
・期日直前のお申込み、あるいは期日に間に合わない場合は一度お電話にてご相談ください。 

 
 

グローバル・メディア・スタディーズ学部 

アメリカでアカデミック英語を集中的に学ぶ４週間！ 
アカデミック英語の基本となる、読む・聞く・書く・話すの4技能を日本とは異なる文化・生活様式の中でバランスよく学び、 
将来グローバルな環境で活躍するための重要なスキル習得を目指します。 

【３】滞在地域の特徴を満喫！ 
滞在する場所はそれぞれの特徴と趣があります。休日にはダウンタウンの探
索やちょっと足を伸ばして大都市を訪れてみましょう。そこで生活する人々
の活力を感じながら、アメリカ滞在を楽しみましょう。 

※写真はイメージです。 

・平日や週末の自由時間には、ELS主催のアクティビティー（一部有料）に任意でご参加戴くこともできます。 
・日程表の詳細は変わることがあります。 ご出発前に配布いたします「最終日程表」にて詳細のご連絡をいたします。 

1名より出発 
航空券なしプラン 

P.1 

午　前 午　後

2月28日 日

2月29日 月

3月1日 火

3月2日 水

3月3日 木

3月4日 金

3月5日 土

3月6日 日

3月7日 月

3月8日 火

3月9日 水

3月10日 木

3月11日 金

3月12日 土

3月13日 日

3月14日 月

3月15日 火

3月16日 水

3月17日 木

3月18日 金

3月19日 土

3月20日 日

3月21日 月

3月22日 火

3月23日 水

3月24日 木

3月25日 金

3月26日 土

3月27日 日

日　付

各自手配のフライトにて米国へ。　ELSスタッフが空港にてお出迎え、チェックイン

オリエンテーション、プレイスメントテスト

終日自由行動またはホストファミリーと過ごす

終日自由行動またはホストファミリーと過ごす

英語授業(50分x4コマ)
キャンパス内自由行動

（自習、ELSアクティビティ任意参加）

日本到着

終日自由行動またはホストファミリーと過ごす

終日自由行動またはホストファミリーと過ごす

アメリカ祝日の為休講

終日自由行動またはホストファミリーと過ごす

英語授業(50分x4コマ)
キャンパス内自由行動

（自習、ELSアクティビティ任意参加）

英語授業(50分x4コマ)
キャンパス内自由行動

（自習、ELSアクティビティ任意参加）

終日自由行動またはホストファミリーと過ごす

終日自由行動またはホストファミリーと過ごす

米国発　（各自手配のフライトにて日本へ）

英語授業(50分x4コマ)
キャンパス内自由行動

（自習、ELSアクティビティ任意参加）



 
 

※上記は2015年ホノルル校におけるセンターアクテビティ例です。 
   内容は予告なく変更することがあります。 

★サンフランシスコ 

★ロサンゼルス 

P.2 

ハワイ 

1 

ホノルル校 

ポートランド校 2 

3 サンフランシスコ・ダウンタウン校 

4 ラバーン校 

5 サンディエゴ校 

概算費用

（航空券代別）

1 ハワイ州：ELS ホノルル校　（ハワイ・パシフィック・ユニバーシティ）

州都ホノルルのあるオアフ島には数多くのビーチがあります。美しい砂浜が有

名ですが、冬にはビッグウェーブが来るビーチとしてサーファーにも人気で

す。　ダイアモンドヘッドには、美しく素晴らしい景色を満喫できる遊歩道も

あります。ハイキングで230メートルの高さまで行くとワイキキビーチや大西

洋の壮観な眺めを楽しめます。

2 オレゴン州：ELS ポートランド校　（コンコルディア・ユニバーシティ）

ポートランドは西海岸で4番目に大きな町で、「アメリカで最も安全な都市」

と「アメリカのベスト・ダウンタウン」としてフォーブス誌に紹介されまし

た。おいしい食べ物や活気あるカルチャーに溢れています。学生たちは、マウ

ントフッド、オレゴン海岸、シアトルなどで様々なアクティビティを楽しむこ

とができます。

3 カリフォルニア州：ELSサンフランシスコ・ダウンタウン校　（シティセンター）

サンフランシスコは、涼しい夏、霧、急勾配の坂などが有名で、ゴールデン

ゲートブリッジ、ケーブルカー、アルカトラズ島刑務所、チャイナタウンなど

が良く知られています。ミュア・ウッズ国定公園、スティンソンビーチ、モン

トレー港、有名なワイン生産地のナパバレーやソノマバレーへの日帰り旅行、

週末にはヨセミテ国立公園、グランド・キャニオンへの旅行を楽しむことがで

きます。

4 カリフォルニア州：ELS ラバーン校　（ユニバーシティ・オブ・ラバーン）

ラバーンはロサンゼルスから東へ55キロと近いものの、治安の良い小さな街

で、住人同士の結びつきが強い伝統と美徳を重んじる地域です。近くには世界

的に有名なサーフィンビーチやディズニーランド、ユニバーサル・スタジオ・

ハリウッドがあります。

5 カリフォルニア州：ELS サンディエゴ校　（シティセンター）

サンディエゴは南ロサンゼルスから約190キロにあり、メキシコ国境の近くで

す。年間を通して穏やかな気候で、自然の深海港と美しいビーチで知られてい

ます。ダウンタウンエリアの16ブロックにおよぶガスランプ・クォーターに

は、ビクトリア朝様式の建物がちりばめられています。

注意：

研　修　地

410,000円

428,000円

415,000円

415,000円

410,000円

・ホームステイ先から語学学校までは、公共交通機関を利用し、各自で通学となります。

・航空券は含まれません。

・費用に含まれるもの / 含まれないものの詳細はP.4の「ご案内とご注意」の欄 をご覧ください。


・写真はイメージです。



STEP 1 

「旅行申込書」

のご提出 

STEP 2 

ご契約内容の 

ご案内 

STEP 3 

出発前準備情報

のご提供 

STEP 4 

最終のご案内 

STEP 5 

ご出発 

◆別途配布する「2015年度ベネッセの短期留学プログラム旅行条件書と申込書」 
 P.25をご確認のうえ、書類作成、お振込みのお手続きをお願い致します。 
 プログラムコードは5TKZGZとなります。 
 また、「募集型企画旅行申込書」と「ELS Group Application Form」、 
 パスポートのコピーをベネッセ海外留学センターにご提出いただきます。 
 パスポートをお持ちでない方は各自で余裕をもってお手続きください。 
 申請から受取までは約2週間かかります。 

  申し込み締め切り日：2015年12月18日（金） 

 
 

◆弊社で手配を開始し、参加費用を含めたご旅行の詳細が記載されている契約書面を 
 ご案内します。  
◆本プログラムは航空券なしのプランです。航空券は別途お申込みが必要です。 
 弊社にて手配可能ですのでお問い合わせください。 
 別途代行手配料6,480円をご負担いただきます。「2015年度ベネッセの短期留学プロ 
 グラム旅行条件書と申込書」のP.11に記載してある「国際線の手配（航空券なしプロ 
 グラムをお申込みの方向け）」を必ずご覧ください。 

◆出発前の適切な時期に、役立つ情報をまとめた冊子を 
 お届けします。荷づくりや各種準備にお役立てください。 
 オリエンテーションの日時は別途参加者にご連絡します。 
◆気になることがあれば出発前に質問をしましょう。 

◆最終日程表（確定書面）、航空券（弊社へ 
 手配のお申込みをされた方のみ）、 
 ホストファミリー情報等を送付いたします。 
 
 *ホームステイ先の詳細は出発前3～4日前 
   にお届けとなります。 
 

◆各自目的地に向けて出発です。 
◆到着空港には、現地スタッフがお迎えにまいります。 

短期留学プログラムに参加を決めたら、 
以下の流れでお申し込み手続きを進めましょう。 
お手続きから出発までは、ベネッセ海外留学センターが 
アドバイスとサポートを行いますので、 
初めて海外に行く方でも安心してご参加いただけます。 

【ご準備を進めるにあたって】 
*お申込み時に有効なパスポートのコピーが必要です。プログラム参加を検討している方は、お早目のパスポート取得の申請
（有効期限が短い場合は更新のお手続き）をお願いいたします。 
*本プログラム費用には海外旅行保険が含まれていますので、別途加入いただく必要はありません。 

P.3 

※定員となり次第募集締め切りとさせて戴きます。 



ELS(語学学校)の入学金・授業料・教材費／滞在費用・手配料／現地
空港往復送迎費用／最終日程表に記載の食事／「ベネッセの留学生サ
ポートプログラム」会費（海外保険料） 

航空運賃（航空券、燃油サーチャージ、空港施設使用料・現地空港
税・空港保険料）／ELSのアクティビティ・エクスカーション（小
旅行）費用/超過手荷物料金/日本国内における自宅から発着空港ま
での交通費・宿泊費／前後泊がある場合の「ベネッセの留学サポー
トプログラム」追加会費／滞在先からELSまでの通学費/最終日程表
に記載のない食事、アクティビティ・エクスカーション（小旅行）
参加中や外出中の食事代及び公共交通費／ビザ申請に伴い必要な費
用・手続き代行料（ESTA申請料含む） 
 

（１）パスポート（旅券）およびビザ（査証）について  
     当社旅行に参加しようとするお客様は必ずお客様ご自身にて、渡航先により異なる残存有効期間をご確認の上、旅行期間中有効なパスポー 
   トをご用意ください。 
       ※当社は、パスポート（旅券）の手続代行サービスは行っておりません。  
       ※当社は、お客様がパスポートやビザの不備によってご旅行を中止せざるをえない事態が生じても、旅行代金の返金や補償には応じられ 
           ませんのであらかじめご了承ください。  
 
（２）保健衛生について 
         渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ（http://www.forth.go.jp/）」でご確認下さい。  
 
（３）海外危険情報について 
         渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。 
         外務省「外務省海外安全ホーム   ページ（http : //www.anzen.mofa.go.jp/）」または外務省海外安全相談センター：03-5501-8162 
     でもご確認ください。 
 
（４）渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について 
         旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがありま 
         す。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合 
         があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があ 
         ります。この場合にお客様が旅行を取りやめられる場合、当社は所定の取消料をいただきます。  
  

 
●募集型企画旅行契約 
  この旅行は、株式会社ベネッセコーポレーション（東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング 観光庁長官登録旅行業第1932号 以下 
 「当社」といいます）が企画および募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」 
  といいます）を締結することになります。 
 
●旅行の申し込み及び契約成立時期 
  旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。 
 
●申込金（お１人様） 
   ６万円以上旅行代金まで 
 
●旅行代金のお支払 
   旅行代金は、旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。 
 
●取消料  
   ★「ピーク時」：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7 
 

●旅行条件・旅行代金の基準 
   この旅行条件は2015年10月1日を基準としています。また旅行代金は2015年10 月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定 
 されている航空運賃（当社が手配する場合）・適用規則を基準としています。 

含まれる費用 

ご案内とご注意 

含まれない費用 

お客様が出発までに実施する事項 

ご旅行条件（抜粋） 

お申し込みの際は、「2015年度 ベネッセの短期留学プログラム旅行条件書と申込書」をお受け取りいただき、必ず内容をご確
認の上お申し込みください。ご不明な点があれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。 
 

旅行契約の取消日 旅行開始日がピーク時（★）の取消料 旅行開始日がピーク時（★）以外の取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

　　　　　　40日前以降～31日前以前
旅行代金の10％ 無料

30日前以前～3日前以前

2日前（前々日）～当日の旅行開始前

旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

P.4 


