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2019年 8月 17日（土）～9月 15日（日） 30日間  

   

The University of Auckland,   

English Language Academy（ELA）  

 

General English 4週間 

 

ホームステイ（寝室 1人部屋、平日朝夕 2食、週末 3食付） 

 

引率者・添乗員の同行はありません 

 

募集人数：20～25名 （最少催行人数 10名） 
※最少催行人数に満たない場合には、コースは催行されない場合があります。 

募集対象：京都大学に在籍する正規学部生・ 

正規修士課程学生 

 

約 55.2 万円 （各自） 
※上記費用 2019年 3月のレートをもとに算出されたものです。 
参加費には外貨建てのものが含まれますので、為替レートの変動 
により総額が変更になる可能性がありますのでご注意ください。 
※参加者数の変動により、費用が変わることがあります。 

  

日程 予定 
滞在

方法 

1 
8/17 

(土)  

関西国際空港集合後、出発前のご案内 

11:45（予定）関西国際空港からスワンナ

プーム国際空港(バンコク)へ 

向けて出発（TG623） 

15:35（予定）スワンナプーム国際空港

(バンコク)到着後、乗継 

18:45（予定）スワンナプーム国際空港

(バンコク)からオークランド空港へ向けて

出発（TG491） 

機
内
泊 

2 
8/18 

(日)  

10:45（予定）オークランド空港到着 

ホストファミリーと合流し、各滞在先へ 

移動 ホ
ー
ム
ス
テ
イ 

3 

｜ 

28 

8/19 

(月) 

|   

9/13 

(金)  

月～金：The University of Auckland,  

English Language Academy(ELA) 

にて研修 

土／日：終日自由行動 

29 
9/14 

(土)  

オークランド空港へ移動し、空港アシスタ

ントと合流 

13:10（予定）オークランド空港からスワン

ナプーム国際空港(バンコク)へ向けて 

出発（TG492） 

20:25（予定）スワンナプーム国際空港

(バンコク)到着後、乗継 

23:59（予定）スワンナプーム国際空港

(バンコク)から関西国際空港へ向けて 

出発（TG622） 

機
内
泊 

30 
9/15 

(日) 
07:30（予定）関西国際空港到着後、解散 － 

※利用予定航空会社：タイ国際航空（TG） 
※日程表は 2019 年 3 月時点のものです。現地事情および航空 
会社の都合により、変更になる場合がございます 

The University of Auckland 
English Language Academy(ELA) 

2019 年度 京都大学主催 

海外短期派遣プログラム 

ニュージーランド オークランド大学 
 

 

 

 

 

 

企画・担当 京都大学 国際戦略本部 E-mail : short-term.programs@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

研修手続き  一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会 

東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山 E-mail : group-k@cieej.or.jp 

旅行手配 （株）カウンシル・トラベル 観光庁長官登録旅行業第 1210 号 日本旅行業協会（JATA）正会員 
  

日 程 渡航期間 

研 修 校 

滞在方法＆食事条件 

研 修 コ ー ス 

募集人数 /対象学生 

研修費用 

研修費用 

大学から補助金が
支給されます。 
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【研修費用に含まれないもの】 

 海外旅行保険旅行変更費用担保特約 

 滞在先から研修校までの通学費 

 ご自宅から関西国際空港までの往復交通費･宿泊費 

 渡航手続きにかかる一切の費用 

（パスポート取得時の印紙代等） 

 個人的な小遣い、電話代など 

 超過手荷物料金 

（航空会社の規定による超過手荷物運搬料金） 

 研修日程以外に伴う費用 

 食事条件にない食費 

 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用 

【研修費用に含まれるもの】 

 往復航空運賃（エコノミークラス） 

 現地研修費 

 滞在費、食事条件に含まれる食費 

 燃油特別付加運賃 

 空港関連諸税 

 国際観光旅客税 

 現地空港送迎費用（往復） 

 帰国時現地空港アシスタント費用 

 海外旅行保険 

 CIEE Japan研修手続・サポート費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆現地情報  Auckland   

▼オークランド 

首都ウェリントンがある北島に位置するニュージーランド最大の都市。人口約150万人。

近代的な高層ビルとビクトリア調の古い町並みが美しい湾岸都市です。 

地域を取り囲む海、湾内に浮かぶ島々、ポリネシア文化、そして洗練された都会的 

センスが上手く溶け合い、暮らしやすい町として有名です。 

▼気候  ニュージーランドは南半球に位置するため、日本と気候

が逆になります。 

最も暖かい時期（夏季）は、12月～2月です。最も寒いのは7月ですが、夏と冬の気温差は10℃

前後で、日本ほど大きくはなりません。年間を通してほどよく雨が降り、日照時間がほとんどの地

域で長いのも特徴です。南北に長い国土をもつため、地域による気温差が大きくなり、また「1日

の間に四季がある」と言われるほど1日の中で気温差が激しく、季節を問わず朝・夕は冷え込み

ます。  

※8～9月の平均最高気温：14.8～16℃ 平均最低気温：7.9～9.4℃ 

◆研修校  The University of Auckland English Language Academy(ELA) 

▼オークランド大学 

1883年創立。学生数約 46,000名のニュージーランド最大規模の総合大学。留学生の受入

れを積極的に行っており、7,000名の留学生が学んでいます。 

ニュージーランド国内の大学で唯一、英タイムズ誌の「世界大学ランキング」にランクインし、 

教育・研究ともに国際的評価の高い大学です。キャンパスのあるオークランド市は、アメリカの 

コンサルティング会社が実施している「生活の質」ランキングにて毎年上位に入り、安全で生

活しやすい街として有名です。メインキャンパスおよび ELA は市内の中心に位置し、便利で

快適な留学生活を送ることができます。 

▼ELA (English Language Academy) 

オークランド大学付属の語学研修校。大学や大学院を目指す人向けの英語プログラ

ムとともに、専門英語や教師養成コースを提供しています。ELAの教師は皆、専門資

格を持っており、英語を母国語としない学生に対する教師として豊富な経験を有してい

ます。ELAのキャンパスは、オークランド大学キャンパス近くのモダンなビル内にあり、

教室、学生ラウンジ、セルフ・アクセス・センター*、コンピューター設備、生徒管理セン

ター等の設備が整っています。 

*セルフ・アクセス・センター： 学生用のラボで DVD、教材などが無料で使用可能 
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◆研修内容  

【授業】General English (integrated classes) 4週間 

日本の他大学や他国からの留学生と一緒に学ぶ 

• 授業時間数：週 20時間（Core Class2 時間＋Elective Class 2時間/日） 

レベルにより午前授業になるか、午後授業になるか異なります。 

Morning Session: 8:15 – 10:15am & 10:30 – 12:30pm 又は 

Afternoon Session: 1:00 – 3:00pm & 3:15 – 5:15pm 

• プレイスメントテストにより 5段階にクラス分けされ、レベルに応じた授業を受けら

れます。 

• Core Classでは「書く・読む・聞く・話す」の4技能を総合的に学習し、コミュニケー

ションスキルの向上を目指すGeneral Englishコースでペアワークやグループデ

ィスカッションなどの発話の機会が多く設けられています。 

•Elective Classは選択制のコースとなり、自分の学習目的に合わせたコースが 

選択できます。  

選択授業例 ※選択授業は時期により内容が異なりますので、下記は一例です。 

Business Englishコース / Communication Skills コース / IELTS対策コース 

【Social Activities】 ※別途費用が必要な場合があります。 

放課後や週末には研修校主催の豊富なアクティビティに申し込むことが可能！！ 

➢ BBQs 

➢ Football Games  

➢ Zoo Trips 

➢ Indoor Rock Climbing 

➢ Horse Riding 

➢ Māori Cultural Tour 

➢ Cathedral Cove  

➢ Hot Water Beach  

➢ Kiwi Spotting 

➢  

◆パスポートについて 

以下のご案内は日本国籍の方向けのものです。日本国籍以外の方は、申し込みの前に CIEE までご連絡ください。 

このコースへの参加にあたり、ニュージランド入国時 3 ヶ月＋滞在日数以上有効な旅券（パスポート）が必要となりま

す。まだパスポートをお持ちでない方、または有効期限がこの条件に満たない方は、早めに申請手続きをするように

お願いいたします。パスポートの残存期間の要件は予告なく変更される場合がございますので、出発時に残存有効

期限が 6か月未満の場合には、更新手続きをされる事をお勧めしております。 

 

◆参加申込み方法 ※詳細は別途資料を参照ください。 

申 込 締 切：2019年 5月 10日（金）12時 00分（正午） 

申込み場所：京都大学 国際教育交流課海外留学掛 （本部構内 / 教育推進・学生支援部棟１階） 

申込み方法：オンライン申請 / 提出書類を所定の提出場所に持参  

※詳細は別途資料を参照ください。 
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オークランド大学：現地での研修とサポートを提供 

  ◎手配団体・旅行会社について  CIEE Japan、カウンシル・トラベルとは  

一般社団法人 CIEE 国際教育交換協議会(CIEE Japan)は、本部をアメリカにおく、国際交流団体です。 このたびの短

期海外研修の「研修手続きの代行部分」を担当し、関連旅行会社 ㈱カウンシル・トラベルは航空券等の「旅行手配」を

お受けします。 

※業務の範囲：CIEE および㈱カウンシル・トラベルは、添乗員として研修に同行することはありません。予めご理解の上、

お申込みください。 

プログラム企画：京都大学   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎キャンセル料（取消料） 

お申し込み後にご参加をお取り消しされる場合には、以下のキャンセル料を申し受けます。 

CIEE Japan 

 ①取消手配料 ⇒キャンセルされた日によって料金が変わります 

②研修校取消料 ⇒各研修校で決められているキャンセル料です 

㈱カウンシル・トラベル 
 

③旅行費用取消料 ⇒往復航空運賃等に関するキャンセル料です 

  ①＋②＋③＝キャンセル料 

 

申込み取消し受付け日 ①取消手配料 ②研修校取消料 ③旅行費用取消料 

出発日の 31日前まで \37,800 ＠  0% 

出発日の 30日前から 22日前まで \48,600 ＠ 20% 

出発日の 21日前から 14日前まで \59,400 ＠ 20% 

出発日の 13日前から出発日 3日前まで \70,200 ＠ 20% 

出発日前日及び前々日 \70,200 ＠ 50% 

*＠＝研修校で規定されている取消料 
※ 申込み取消し受付け日とは、参加者から書面で変更依頼を当協議会が受取った日を指します。 
電子メールによる代用は受付けられません。当協議会の執務時間（9:30～17:30）外、土日祝日・年末年始休暇は 
翌営業日扱いとなります。 

※ ご出発当日・出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。 
※ 旅行費用とは、往復航空運賃、燃油特別付加運賃および帰国時チェックインアシスタント費用を指します。 

㈱カウンシル・トラベル：旅行手配会社                      
CIEE Japanのトラベルサービス部門。CIEE Japanの国際交流プログラムに参加する方々の旅行手配をサポート。 

→本プログラムの航空券・ビザ、および海外旅行保険手配を行います。 

 

一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会：研修手続き代行団体  http://www.cieej.or.jp/    
英語の試験 TOEFLの日本事務局、および高校生、大学生、小・中・高等学校の教員を対象に様々な国際交流プログラムを提供する 

非営利団体。→京都大学より委託を受け、本プログラムの申し込み手続きを実施します。 


