
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

2017年 8月 26日（土）～9月 30日（土） 5週間 

 

            

The University of Queensland,  

Institute of Continuing & TESOL Education 

 

 

General English 週 20時間のクラス＋5時間の自習 

 

 

ホームステイ 

（寝室 1人部屋 / 平日 2食付 / 週末・休日 3食付） 

※上記期間の参加者は、日本人が大変多い時期となり、 

滞在先にも 1家庭に日本人が 2名または日本人以外の 

留学生が複数名いる可能性があります。 

 

 

引率者・添乗員の同行はありません 

 

 

15名（原則として先着順） / 対象者：電気通信大学 学部生・大学院生（休学期間中の参加は不可） 

 

約 52.7 万円（お一人様） 

※上記費用は、2017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。参加費の支払いは、申込金 5月、残金 6月下旬～7月上旬を予定しています。  

 

 

  

 月日 予定 滞在 

1 8/26(土) 

成田空港集合後、出発のご案内 

20：50 成田空港からブリスベン空港へ 

向けて出発（QF062） 

機
中
泊 

2 8/27(日) 
06：55 （予定）ブリスベン空港到着 

到着後、滞在先へ移動 
ホ
ー
ム
ス
テ
イ 

3 

｜ 

35 

8/28(月) 

｜ 

9/29(金) 

The University of Queensland,  

Institute of Continuing & TESOL Education

にて研修 

36 9/30(土) 

ブリスベン空港へ移動 

10：55ブリスベン空港から成田空港へ 

向けて出発（QF061） 

19：10 成田空港到着後、解散 

－ 

※利用予定航空会社 QF（カンタス航空） 

※日程表は 2017年 3月のものです。現地事情及び 

航空会社の都合により、変更になる場合がございます。 

2017年度 電気通信大学主催 

夏期海外語学研修 

クイーンズランド大学 
 

 

 

 

 

 

 

企画・担当 電気通信大学 国際教育センター 

  

研修手続き  国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

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 

 東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山   

日 程 渡 航 期 間 

研 修 校 

研修コース 

滞在方法＆食事条件 

引率者・添乗員 

募集人数 / 対象学生 

研 修 費 用 

The University of Queensland / オーストラリア 

※2 単位取得可能 

※学園活動後援会から助成の可能性あり 



【研修費用に含まれないもの】  

 海外旅行保険料 

 ご自宅から成田空港までの往復交通費 

 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） 

 個人的な性質の諸費用 

（電話代、クリーニング代、追加飲食費用等） 

 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） 

 現地での交通費・通学費 

 研修日程以外に伴う費用 

 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用 

 帰国時の成田空港出迎えサービス 

 

【研修費用に含まれるもの】 

 往復航空運賃 （カンタス航空/エコノミークラス） 

 成田空港税（2,610円） 

 現地空港税類（2017年 3月時点 9,480円） 

 燃油特別付加運賃（航空券代に含む） 

 現地研修費用 

 現地空港送迎費（往復） 

 滞在費（1人部屋、平日朝・夕 2食、週末/休日 3食付） 

 CIEE研修手続き・サポート 

 ETAS 電子旅行許可システム（2,160円） 

※為替の変動により金額が変更されることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The University of Queensland, Institute of Continuing & TESOL Education (ICTE-UQ)   

クイーンズランド大学付属語学学校 

クイーンズランド大学は 1909 年にクイーンズランドで最初に創立された、オーストラリア

でも歴史ある大学のひとつです。また Group of Eight / Universitas21の会員校でもあり

ます。 学生数約 50,000 人です。 Institute of Continuing & TESOL Education 

(ICTE-UQ) クイーンズランド大学付属語学学校は 1981年より海外からの学生を対象と

した英語教育を行っている研修機関です。 少人数クラスで、経験豊かな教師陣は勉強

だけでなく、プライベートな問題にも対応します。 オーストラリア政府認定校（NEAS 認

定校）・English Australia会員校（ELICOS カレッジ協会） 

 

General English 週 20時間のクラス＋5時間の自習 

当研修はクイーンズランド大学付属語学学校にて実施されている「General English」

に参加するものです。このコースは、プレイスメントテストにより 7レベルに分けられ、 

20時間のクラスと 5時間の自習により、Speaking / Listening / Writing / Reading の 4技能を中心に学びます。 

レベル 4以上ではさまざまなOptions Classが受講できます。授業時間はクラスによって、午前または午後中心のクラス

となります。 

※学生の数やレベルによって受講できるクラスが異なります。なお、本研修は、日本の夏休み中に実施されるため、多く

の日本人学生が参加している場合があり、クラスによっては日本人がほとんどを占める可能性があります。 

国際編成クラスとはいえ期待しすぎないことが重要です。  

研 修 先 

プログラム内容 



 

寝室 1人部屋、平日 2食 / 週末・休日 3食付 

クイーンズランド大学選定のホームステイになります。食事は平日朝・夕 2食、週末・休日は 

3食付になっています。 

通学時間は、公共交通機関（交通費自己負担）を利用して、1時間程度になります。 

※ホストファミリーはオーストラリア在住の方に限定していますが、人種・民族、家族構成、 

家庭環境は様々です。それらを理由に、ホストファミリーを指定したり変更することは一切 

できませんので、予めご了承ください。 

※1家庭に日本人または日本人以外の留学生が複数名いる可能性があります。 

 

    クイーンズランド州＞ブリスベン 

オーストラリアクイーンズランド州は西オーストラリア州の次に大きい

州で、ゴールドコーストまで車で 1時間程度の場所に位置します。 

クイーンズランド州の面積は日本の 5倍と大変広大な州です。 

クイーンズランド大学のあるブリスベンは、クイーンズランド州の州都

で人口約 220万人。街の中心をブリスベン川が流れ公園や街路樹な

どの緑も多く川沿いには近代的なビルや 19 世紀の歴史的建造物が

混在する活気溢れる街です。沖縄と赤道をはさんで同じ緯度にある

温厚な気候で 1年を通して晴れの日が多く過ごしやすい気候です。 

【気候】 8～9月の平均最高/最低気温：23.3～25.8℃/10.5～13.7℃ 

 

 

●申込期間： 2017年 4月 22日（土）～5月 10日（水）17時まで ※原則として先着順 

※申込者全員に、5月 11日（木）までに受信確認の返信をしますので、届かない場合は申出てください。 

さらに、5月 15日（月）までに今後の手続き等についてメールで連絡します。 

 ※募集期間に人数が集まらない場合は 5/19（金）まで追加募集 

●申込方法： 申込書（国際教育センターHPからダウンロード）に入力し、学生課留学生係にメールで提出してください。 

●ファイル名： エクセルファイル名を「学籍番号_氏名_語学.xlsx」とし、メール本文にも必ず学籍番号と氏名を明記してく

ださい。メールの件名は、「2017 年度夏期語学留学申込（氏名）」とすること。また、エクセルファイルは、

PCのデスクトップ等のローカル環境に必ず一度保存した上で作業すること。 

※ローカル環境に保存しないで作業すると、記入内容が保存されないことがあります。 

●提 出 先： ryugakusei-k@office.uec.ac.jp 

出発までのスケジュール  

日時 行事 

4月 20日（木）16:30-17:30 募集説明会 （東 3-301）   

4月 21日（金）12:20-12:50 / 16:30-17:30 募集説明会 （東 3-301）   

4月 22日（土）～5月 10日（水） 募集期間（人数が集まらない場合は 5/19（金）まで追加募集） 

5月下旬（予定） 春休み海外語学研修報告会 

5月 25日（木） 第 1回オリエンテーション／書類ガイダンス（12：20-12：50） 

6月 9日（金） 申込金（5万円）締切 

6月下旬～7月上旬 参加費残金納入（CIEEより請求書を発行） 

7月（予定） 異文化理解セミナー 

7月 6日（木）16:30-18:00（予定） 第 2回オリエンテーション／危機管理&異文化コミュニケーション 

8月 3日（木）16:30-18:00（予定） 第 3回オリエンテーション／渡航前オリエンテーション  

10月（予定） 帰国報告会 

ホームステイについて 

エ リ ア 情 報 

申込方法について 

mailto:ryugakusei-k@office.uec.ac.jp


 

クイーンズランド大学：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、カウンシル・トラベルとは 

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部は、本部をアメリカにおく、非営利・非政府（NPO・NGO）の国際交流団体です。 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：電気通信大学   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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 

 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 

※ 上記①と②について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、往復航空運賃および燃油特別付加運賃を指します。 

㈱カウンシル・トラベル：旅行手配会社                      
CIEEのトラベルサービス部門。CIEE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。 

国際教育交換協議会（CIEE）：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。→電気通信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。 


