2018年度 滝川高等学校

グローバル人材育成プログラム
@ Saint Mary’s College, USA
2018年8月1日（水） ~ 8月8日（水）【8日間】
滞在先：Saint Mary’s College of California(イメージ)

◇企画・監修：滝川高等学校
◇旅行企画・実施：株式会社アイエスエイ 関西支社
観光庁長官登録旅行業第256号
TEL: 050-5804-1754
FAX: 050-5515-1836
営業時間：月～金 9：30～17：30（祝日除く）
担当：小島 拓也

プログラム内容
研修目的

アメリカ・カリフォルニア州にある”Saint Mary’s College”にて、現地大学生や研究者との交流やディス
カッション、また日本の高校生用に特別に開発されたカリキュラムによるレッスンに参加します。これらを
通して、生徒一人一人が将来の進路や方向性に新しいアイデアを得て、グローバル社会の中で大きな夢や志
をもって、自信をもって前にすすむ力を身に付けます。

■Morning Session
午前中のモーニングセッションでは、「英語」を学ぶクラスではなく、高校生が進路を
考える前に自分と向き合う上で大事なキーワード「Positive Thinking」「Growth mindset」
「Success」などを、現地大学生がリード役になり小グループでのディスカッションやミニ
プロジェクトを通して考えます。英語クラスでは、レクチャー、ディスカッション、プレゼン
テーション、ロールプレイなどが中心の参画型クラスです。

■Evening Session

イメージ

参加生徒６～7人程度に対して1人の現地大学生・院生がついて、モーニングセッションやアク
ティビティの内容をフォローアップする時間を設けています。英語で発言を求められる内容は
ハードではありますが、自身の才能とパッションを原動力に学ぶ現地学生の立ち振る舞いは
身近なロールモデルとなり、彼らとの交流は刺激的な時間になるでしょう。

■スタンフォード大学、UCバークレー訪問＆その他アクティビティ
スタンフォード大学やUCバークレーなど有名大学に訪問し、大学の研究機関にも訪問予定
です。世界トップレベルの大学で高い目標にチャレンジしている人の世界観、人生観にふれ、
自身の学ぶ動機を見つめる機会とします。また、世界を変えてきたシリコンバレーの企業群
も車窓から見学します。

イメージ

研修地サンフランシスコについて
サンフランシスコ(San Francisco)は、面積130平方キロメートルの世界でも有数の大
都市です。貴婦人にたとえられるビクトリア様式の家々、由緒あるケーブルカー、ダイ
イメージ
ナミックな多様性、美しいウォーターフロント、そしてそびえ立つ深紅の橋で名を知ら
れる「湾岸の街」には、常に観光客が絶えない美しい都市です。
滞在予定のSaint Mary’s Collegeはサンフランシスコ中心から車で約30分ほどの距離に
位置しており、訪問予定地であるUCバークレー、スタンフォード大学、世界大企業が
集うシリコンバレーなどもすべて車で１時間圏内に位置する便利なキャンパスです。

サンフランシスコ（イメージ）

イメージ
スタンフォード大学（イメージ）

シリコンバレー（イメージ）

Saint Mary’s Collegeについて
サンフランシスコ郊外の山の中の住宅地にあるローマカトリック系のリベラルアーツカレッジです。
2017年US Regional Universities Westで9位にランクインする名門校です。アメリカでベストセラーの、“面倒見の良い大
学のリスト”「Colleges That Change Lives（下右 写真）」の40校に、このSaint Mary’s Collegeも選ばれました。
少人数制ディスカッション形式のクラスに定評があり、読解力、分析力、文章力、表現力、プレゼン能力が磨かれ、卒業生
は大学院進学や、就職の際に力を発揮することができます。55％の学生が教授同行の海外留学プログラムを履修しています。

イメージ

予定日程表
日数
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都市名
関西国際空港
関西国際空港発
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交通機関

発着時刻
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14:00
16:50

摘

要

食事

関西国際空港集合
空路、サンフランシスコへ向かいます
【日付変更線通過】
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（機内泊）
サンフランシスコ空港着
専用バス
St. Mary’s College着

10:55
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到着後、入国手続きを行います
寮へ移動します
寮滞在を開始
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内

寮

（寮）
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8/2
木

午前
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夕方

St. Mary’s College

モーニングセッション
キャンパスツアーと学生との交流
イブニングセッション
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8/3
金

午前
午後
夕方

St. Mary’s College

モーニングセッション
ワークショップもしくはゲストスピーカー（予定）
イブニングセッション
（寮）

4

8/4
土

午前
午後
夕方

St. Mary’s College

モーニングセッション
キャンパスにて学生とアクティビティー
ゲストスピーカー（予定）
(寮）

専用バス
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8/5
日

サンフランシスコ
郊外

午前
午後
夕方

6

8/6
月

午前
午後
夕方

St. Mary’s College

UCバークレーキャンパスツアー、大学内の研究施設訪問
スタンフォード大学キャンパスツアー
寮
シリコンバレー車窓見学
イブニングセッション
（寮）
モーニングセッション
最終プレゼンテーション
イブニングセッション＆クロージングセレモニー

寮
（寮）
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8/7
火

St. Mary’s College発
サンフランシスコ空港着
サンフランシスコ空港発

専用バス
UA035

午前
11:25

空港に向けて出発
出国手続きを行います
関西国際空港に向けて出発

機
内

○
（機内）
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8/8
水

関西国際空港着

15:00

到着後、入国手続きを経て、解散
お疲れ様でした！

機
内

☆現地受け入れ団体…GPI-US
☆ご利用予定航空会社…ユナイテッド航空（UA）、デルタ航空（DL）、 全日本空輸（NH）
☆時間帯の目安…早朝：04:00－06:00 午前：06:00－12:00 午後：12:00‐18:00 夜：18:00‐23:00 深夜：23:00－04:00
☆食事条件の表記…機内：機内食 寮：寮にて提供される食事 ○：手配あり 空欄：各自にて 、ー：提供なし
☆この日程表は2018月3月1日現在有効のものですので、以降のスケジュールに変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。
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現地運営団体 GPI-US について
次世代を担う子供達にこれからのグローバル社会で活躍する上で必要なスキルを身につけてもらいたい
という目的のもと、グローバル人材養成プログラム、リーダシップ研修、英語研修、ホームステイや寮
滞在プログラムなど、幅広いグローバル教育プログラムの企画・運営を行っております。
GPI-USの各地域のオフィスに北米と日本での生活体験を持ち、北米および日本の文化、教育事情に通
じている英語・日本語のバイリンガルのスタッフがおり、お客様にご安心いただけるきめ細やかなサー
ビスを提供できる体制を整えております。

ー

旅行概要
１ 研修日程
２ 研修地
３ 滞在先
４ 募集人員
５ 研修代金

2018年8月1日（水）～2018年8月8日（水）
アメリカ合衆国 サンフランシスコ郊外
Saint Mary’s College of California
寮滞在（原則1部屋１～3名）
20名程度 （最少催行人員15名）
右記をご参照ください

■旅行代金に含まれるもの■
・航空運賃 エコノミークラス
・国内外空港諸税
・海外交通費 （日程表に記載のある交通機関費用）
・研修プログラム費用
・滞在費用（寮滞在1部屋１～3名滞在）
・日程表に記載の食費
・出発前及び帰国後の研修費用（外国人講師のレッスン費用含む）
・引率教員1名に係る費用の一切

■参加取消料について■
・お客様のご都合で、旅行契約を解除する
場合は、右記の取消料をお支払いいただ
きます。お取り消しの場合は必ず書面に
てご連絡をお願いします。
当社が書面を受領した時点で、正式のお
取り消しとして取り扱います。

プログラム費用

参加者人数

15~19名

20名以上

研修代金 お1人様当たり

490,500円

459,500円

プログラム費用

220,000円

200,000円

旅行代金

270,500円

259,500円

研修代金
の内訳

■旅行代金に含まれないもの■
・燃油特別付加運賃 2018年3月1日現在 ユナイテッド航空の場合
21,000円 今後変動する可能性があります
・航空保険料
2018年3月1日現在 ユナイテッド航空の場合
0円 今後変動する可能性があります
・渡航手続き手数料 5,400円
・海外旅行保険料 弊社よりChubb損害保険をご紹介いたします
・ESTA(電子渡航認証）取得代行料:4,000円
・旅券印紙代 5年間11,000円
・超過手荷物運搬料金
・個人的費用 お小遣い・電話代・洗濯代など
・日程表に記載されていない食費
・自宅から集合地・解散地までの交通費
取消規定

●お申込み後～2018年5月26日（土）までに解除する場合
●2018年5月27日（日）以降に解除する場合

プログラム費用の内 ¥65,000
プログラム費用の100％

旅行代金取消規定 （受注型旅行約款に基づく）
●旅行開始日の前日からさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合
●旅行開始日の前々日以降に解除する場合
●旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

■免責事項■
・当社は参加者自身および身回り品に対してこうむられた損害・損失が天災、地変、戦乱、同盟罷業、海陸空における詐欺、流行病、隔離、税関、規則その
他やむを得ない事由による場合は責任を負いません。
・この旅行条件に記載のない事項に関しては（株）アイエスエイの旅行業約款の定めるところによります。
・参加人数が最少催行人員に満たない場合は、旅行条件が変更になる場合がございます。
・旅行条件、旅程、料金は2018年3月1日を基準としておりますので、航空運賃及び各種交通機関などの運賃改定ならびにその他事由により変更される場合
があります。
■その他■
・確定した主な航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定日程表は、2018年6月（予定）の最終渡航前説明会の際に交付します。なお、交付前であっ
ても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。
・この旅行には有効期間が帰国時まで残っている旅券が必要です。 （日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館にお問い合わせください）

今後のスケジュール
4月14日（土）
13:00～14:00

2年生対象 プログラム募集説明会（生徒・保護者対象）
プログラムの目的および概要をお伝えします。※1年生でも興味のある方は是非お越しください！

4月21日（土）
13:00～14:00

1年生対象 プログラム募集説明会（生徒・保護者対象）
プログラムの目的および概要をお伝えします。※2年生でも興味のある方は是非お越しください！

4月28日（土）

プログラム参加のお申込み
申込用紙に必要事項を記入の上、担任の先生にご提出ください。

5月12日（土）
13:00～14:00

渡航手続き説明会（生徒・保護者対象）
「ISAプログラム申込書」をご記入いただき、当日ご提出いただきます。
渡航手続きに必要な書類の書き方、海外旅行保険等についてご説明いたします。

正式申込
手続き

ご提出いただいた「ISAプログラム申込書」の情報をもとに後日、お申込金（５万円）の請求書をご自宅にお送りいたします。
尚、お申込金は旅行代金の一部になります。
※「ISAプログラム申込書」のご提出とお申込金の振込をもって、正式申込みといたします。

5月中旬～7月中旬

事前研修（生徒対象）
全4回実施予定（渡航手続き説明会、コミュニケーション研修、外国人講師による事前英語集中講座【50分×6コマ】等を予定）

旅行代金残金の
お支払い
7月下旬
（1時間半程度）
8月下旬～9月初旬
（1時間程度）

旅行代金からお申込金（5万円）を差し引いた残金の請求書をご自宅にお送りいたします。
所定の期日までに、金融機関よりお振込みください。
最終渡航前説明会（生徒・保護者対象）
旅程、現地での注意事項、持ち物等をご案内いたします。
帰国後オリエンテーション（生徒・保護者対象）
研修を振り返り、何を学び、何を感じたかなどを考え、今後どの様にこの機会を生かしていくか等を考えます。

（株）アイエスエイ 関西支社
観光庁長官登録旅行業第256号
〒531－0072
大阪市北区豊崎3-20-12
パールグレイビル2F
総合旅行業務取扱管理者：中松裕/森川大伍
担当：小島拓也

お問い合わせは・・・
TEL: 050-5804-1754
FAX: 050-5515-1836
営業時間：月～金（祝日除く）
9:00～17:30

※総合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
取り引きの責任者です。
このご旅行の契約に関し、担当者
からの説明にご不明な点がござい
ましたら、ご遠慮なく旅行業務取
扱管理者にご質問ください。

J-CROSS
認証番号120401
（一般社団法人 留学サービス審査機構）
一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）正会員
留学・語学研修等協議会正会員
旅行業公正取引協議会会員

