小学生・中学生 対象

ロサンゼルス
短期留学
８才 から 参
参加
加 できる
夏休み海外学習

10 日間

期 間：2017
2017年
年 7月2
22
2日（
（土）
〜7月 31日
（月）

プログラム概要
カリフォルニア州ロサンゼルス南部アーバインに設立された、
語学学校D'Angon Academyが主催するサマーキャンプに参
加します。このサマーキャンプにはアジアや中南米、地元のアメ
リカ人等、様々な国籍や人種の小中学生が参加しています。その
ため日本人だけではなく、様々な国籍・人種の友達を作ることが
できます。授業だけではなく、アクティビティも充実しているプロ
グラムとなっているので、楽しみながら英語を学ぶチャンスです！
D'Angon Academyはすべての授業やアクティビティをネイ
ティブの英語で行うイマージョン教育に力を入れており、自然で
効率的な英語の習得を目指しています。授業はアカデミー内の
キャンパスで行います。

出発までのスケジュール
4月

説明会（1〜2回）
・申込締切

5月〜6月

事前学習会（2〜4回）

7月

事前オリエンテーションaご出発

帰国後

企画：

同窓会

プログラムの特徴
特徴❶

初めてでも安心

添乗員が成田空港から同行し、プログラム中も添乗員や城南進学研究社のスタ
ッフ、現地スタッフがサポートします。ご出発前も「事前学習会」や「オリエンテー
ション」で渡航案内をするので、初めての方でも安心してご参加下さい。

特徴❷

楽しみながら英語を学べる

すべての授業やアクティビティをネイティブの英語で行う、イマ−ジョン教育を取
イマ−ジョン教育を取り
入れています。授業も理科や音楽、工作等、楽しみながら英語を学べるような授業
内容にしております。アクティビティには「ディズニーランド」や「チョコレート工場」
なども入れております。授業だけではなく、本場のエンターテイメントを楽しめます。

特徴❸

宿泊先を選択できる

ホテル宿泊もしくは、ホームステイか希望によって選択が可能となっております。
ホテル宿泊の場合は、同じホテルに添乗員や城南進学研究社のスタッフも宿泊する
ので、ご安心下さい。ホームステイでは授業だけでは学べない、現地での生活を
体験することができます。

特徴❹

多国籍の少人数クラス

1クラス7〜8名様程度の少人数制クラスとなっています。国籍、男女比、年齢、
1クラス7〜8名様程度の少人数制クラスとなっています
レベルによってクラスが分けられます。キャンプ参加者は約20%のアメリカ人、残り
の80％はアジアや南米等からの参加者で構成されています。日本人だけでなく、
様々な国籍の友達を作ることができます。

旅行企画・実施：

スケジュール

日付

プログラムスケジュール（一例）

成田空港集合

月・水・金
【イマージョン教育】サマーキャンプ
◎理科、音楽、芸術、工作の授業（8：30〜16：30）
「イマージョン教育」とは、理科、音楽、芸術、工作等といった授業を英語で教えることに
より、生徒に自然に英語を習得させる教育方法です。
「英語で教科を学ぶことは難しいのでは？」
と思われるかもしれませんが、教科学習の過
程で「授業を聞き」
（Listening）、
「英語を読み」
（Reading）、他人に「英語で意見を伝え
ること」
（Speaking・Writing）
が求められることにより、英語を「使わなければいけない」
という強い動機付けが生まれ、高い学習効果が生まれます。現地スタッフのサポートも
ありますので、英語初学者のお子様でも安心です。英会話経験者にとっては、日頃の学
習成果を活かす貴重な場となるでしょう。
火・木・土・日
【グローバル教育】
アクティビティ
英語力を身に付けることは大切ですが、
それ以上に重要なのはグローバル社会の中で主
体的に生きる
「力」
です。急速なグローバル化の進展の中で、
異文化理解や異文化コミュニ
ケーションが今後より重要となるでしょう。様々なアクティビティに参加し、
楽しみながら異
文化に触れることで、
自然とコミュニケーション能力を身に付けることができます。
◎ディズニーランド
ディズニー・マジックとカリフォルニアの自然やライフスタイルをテーマにした一大
リゾートで、
アトラクションは80以上！異国のディズニーランドを体験しましょう！
！
◎チョコレート工場見学
アメリカで社会科見学！規格外の異国のチョコレート工場でまさしく
「甘い」楽しい体験
が待っています。
その他、
ビーチアクティビティ、動物園や遊園地での遠足も予定しております。楽しい
アクティビティがたくさん！一生の思い出になるでしょう。

ロサンゼルス
（NH006/17:05）へ出発（直行便）
a 空路、
日付変更線
ロサンゼルス到着(11:25)
到着後、
キャンプ参加者と合流
オリエンテーション
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7/22 ★ホームステイ希望者★
（土）

ホストファミリーのお迎えで各ホームステイ先へ
ホームステイの場合は全日程、学校までホストが送迎します。

★ホテル宿泊者★
現地スタッフの送迎で宿泊ホテルへ移動
全日程現地スタッフが送迎します。

ロサンゼルス泊／機 機 夕

~
8

〜
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サマーキャンプ参加
月・水・金：授業
7/23
（日） 火・木・土・日：アクティビティ
7/29
（土）

★7/25はディズニーランド、7/27はチョコレート工場見学
を予定しています。

宿泊先について

ロサンゼルス泊／朝 昼 夕

◎ホテル宿泊の場合
ホームステイは不安だけど、
このプログラムに参加したい方にお勧めです。
4名1部屋で宿泊します。同宿泊者は日本人の場合もありますが、
サマーキャンプに参加
している他国籍の方になる可能性もあります。朝食はホテルが用意し、昼食と夕食は現
地スタッフが用意します。夕食時はホテルの部屋で現地スタッフが同席しています。同
じホテルに添乗員や城南進学研究社のスタッフも宿泊し、現地同性のスタッフが同室
に泊まるので、
ご安心下さい。アカデミーまでの送迎も、現地スタッフが送迎します。

学校集合後、専用バスにて空港へ移動
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7/30
（日）

a 空路、成田(NH005/13:10)へ向け出発
日付変更線

※4名単位以上での申込があった場合のみホテル宿泊の対応可能。

機中泊／朝 機 機
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◎ホームステイの場合
アメリカの生活を体験したい方にはお勧めです。このサマーキャンプに参加する方の
ほとんどがホームステイを選択しています。
1家庭2〜4名様でホームステイをします。ホームステイのグループは日本人同士の
場合もありますが、
サマーキャンプに参加している他国籍の方になる可能性もあります。
ホストファミリーによっては広い部屋を3〜4名様で利用の場合があります。ベッドは
原則1名様1台ですが、2名様で1台の場合もあります。朝食と夕食はホストファミリーが
用意し、昼食はアカデミーが用意します。全日程ホストファミリーが学校まで送迎します。

（16：25）、解散。
7/31 成田到着
（月）

＊学校の都合上、予告なくスケジュールを変更する場合があります。必ず、最終確認をしてください。

■旅行条件
○対象：8歳〜16歳
（出発時）
○利用航空会社：全日本空輸
（NH）
○宿泊先：ホームステイ
（2〜4名1家庭）
又はMARRIOTT RESIDENCE INN
（4名1部屋）
○食事：朝、昼、
夕○添乗員：成田空港より1名同行いたします○催行最少人数：10名様以上

■旅行代金

お一人様

576,000円

■上記に含まれるもの
○旅行条件に示した航空会社のエコノミークラスの往復航空運賃○空港〜学校までの送迎費○宿泊
先〜学校までの送迎費○サマーキャンプ参加費○アクティビティ参加費○宿泊費○旅行条件に記載
の食事費用○現地サポート費○添乗員経費
■上記に含まれないもの
上記の他は代金に含まれておりません。
その一部を例示します。
○日本国内の空港税：成田空港施設使用料
（大人2,050円、小人1,050円）
、旅客サービス料○燃油
サーチャージ○上記以外の食事費用○自由行動中の一切の個人的費用
（移動費、電話料金等）
○海
外旅行傷害保険費用○ESTA代行申請料
（6,000円）
○現地出入国税

乳幼児から社会人にわたり、学び、成長していく機会と場を提供する総合的な教育機関
として 、予 備 校 部 門 の「 城 南 予 備 校 」、個 別 指 導 部 門 の「 城 南コベッツ」、乳 幼 児 教 育
の「くぼたのうけん」、大学生の就職活動を支援する「城南就活塾」だけでなく、英語教育
の推進として幼児・児童英語教室「ズー・フォニックス・アカデミー」の運営や、TOEFLや
IELTS等の留学試験に関する正確な情報と対策を提供する「LINGO L.L.C」も子会社化
するなど、総合教育機関として更なる成長を目指しています。

詳しくは

http://www.johnan.co.jp/

旅行条件書（要旨）お申し込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。
1．
募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、
お客様は、当社と募集
型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする
旅行条件書（全文）、
ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）
によります。

2．
旅行のお申込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話
でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金をお支
払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立
いたします。

3．
取消料
お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、
いつでも旅行契約を解除できます。

旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算して

特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

40日前以降〜31日前以前

旅行代金の10％

30日前以降〜3日前以前

旅行代金の20％

2日前〜旅行開始日

旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100％

4．
お客様の確認事項
（1）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご
確認のうえ、
ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、
ビザをご用意ください。
（2）渡航先の「海外危険情報」
「海外感染症情報」
をご確認ください。
海外安全ホームページ
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ
http://www.forth.go.jp/

5．
その他
（1）
コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（2）
より安心してご旅行いただくために、
ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外旅行
傷害保険のご加入をお勧めします。

http://his-gogaku.com
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総合旅行業務取扱管理者 室井 哲

