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LSIバークレー校バークレーって一体
どんな場所？

バークレー英語研修 +
社会視察とボランティア

15日間

plus

札幌追加成田発着
922921
コースNo.コースNo.

名古屋追加
923
コースNo.

大阪追加 福岡追加
924 925
コースNo.コースNo. 最少催行人員：8名（定員20名）

アクティブ 
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私たち日本人のみならず世界中の人々が関わることなし
には過ごせない巨大な存在アメリカ合衆国。その国の経
済、工業の中心地であるサンフランシスコからベイブリッ
ジを渡った対岸に、ヒッピー文化発祥の地としても知られ
るバークレーがあります。近年ではコミュニティに根ざし
たローカルな食のグルメエリアとしても注目されていま
す。今回のコースでは、この街の特徴である多文化、多民
族社会に触れるため、映画の舞台を訪れたり「アート」や
「食」をテーマにした街歩き、多様なコミュニティでのボラ
ンティア体験などをします。語学を学ぶだけではなく、
フィールドワークを行い、教科書に出ていない現代のアメ
リカを肌で感じることでよりグローバルな視野が広がるこ
とでしょう。

学園都市バークレーの中心に、50年以上の経験と実績を
誇る国際語学教育のパイオニアLSIが運営する語学学校
があります。ゆったりとくつろげる学生ラウンジやオシャレ
なガラス張りの教室がある校内には、大学生や社会人、ア
メリカの大学を目指す高校生や母国で英語教師をされて
いる方まで、年齢や目的が様々な方が学んでいます。学
生を中心として様々な人が行き交うアカデミックな街に
「住んで学ぶ」ことが語学の習得だけではなく、自身の価
値観をきっと広げてくれるでしょう。

英語研修とテーマのある旅
（社会視察とボランティア）が

一度に楽しめるお得なコースです！

　

　経
験豊かな教師陣！

学び舎は
こんな場所！！

■学生数：80〜180人 
■レベル数：6レベル（入門〜上級） 
■クラス人数：平均8〜12名（最大15名） 
■日本語スタッフ：いない

SUMMER
2018

6月26日（火）以降に氏名変更・お客様都合によるコース（発着便、研修校、滞
在方法、授業時間等）の変更・ご出発日および帰国日の変更・国内線の利用
や変更等が生じた場合は適用外となります。

早期割引
キャンペーン10,000割引

●6/25（月）までにお申し込みの方
円円

（パンフレット記載の旅行代金より）

※早期割引期限日が店舗休業の場合は、その前日までとなります。

旅行企画•実施

482,000円

11,000円

旅行代金（成田発着・燃油サーチャージ込） ……
★国内空港施設使用料・旅客保安サービス料は別途必要です。

札幌・名古屋・大阪・福岡発着追加代金 ………
★このコースは、帰国日の変更・延長等は一切できません。

現地プログラム実施団体 JPRN
日 本 太 平 洋 資 料 ネ ット ワ ー ク（Japan Pacific Resource 
Network）。カリフォルニア州認定NPO｡サンフランシスコをベー
スに日米間の草の根交流とＮＰＯの人材育成を目指す｡人権･ まちづ
くり･ 環境･ 福祉など､様々な分野におけるNPO 視察研修･ 体験ツ
アーを実施しながら､市民レベルの交流と多文化共生社会の実現を
促進しています。

協力団体
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教会で
ゴスペル体験

映画"アルカトラズからの脱出"や"THE ROCK"
の舞台で有名なアルカトラズ島は､｢脱獄不可
能な｣連邦刑務所だったことは広く知られてい
ますが､実はその歴史はもっと古いのです｡あ
まり知られていない､ネイティブアメリカンの
歴史や運動についても学びます。

食事の有無→  …朝食　 …昼食　 …夕食　 …機内食　 …食事無し

日　程

1 8/26（日）

成田

サンフランシスコ
（送迎車）
バークレー

17:00～19:00 ロサンゼルス乗継で空路サンフランシスコへ
〈日付変更線通過〉 

16:00～18:00 サンフランシスコ着
着後、出迎えを受け、ホームステイ先へ バークレー泊  

2 8/27（月）
バークレー

（公共交通機関）

09:10～12:50  LSIバークレー校にて英語研修開始
オリエンテーションとクラス分けテスト

【午後】 ボランティアプログラムについてオリエンテーション（現地での安全対
策、NPOボランティアの心構え） バークレー泊  

3 8/28（火）
バークレー

（公共交通機関）

09:10～12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】UCバークレー大学キャンパスウォーキングツアー

学生運動発祥の地キャンパスや学生街を現地在住スタッフが案内します。 
バークレー泊  

4 8/29（水）

バークレー
（公共交通機関）
サンフランシスコ
（公共交通機関）
バークレー

09:10～12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】カストロ地区ウォーキングツアー

カストロ地区はゲイ文化の発祥の地。歴史的背景やセクシャルマイノ
リティについて学びます。 バークレー泊  

5 8/30（木）

バークレー
（公共交通機関）
サンフランシスコ
（公共交通機関）
バークレー

09:10～12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】 低所得者層への食事提供ボランティア
　　　貧困地区での無料食事提供ボランティアに参加し、先進国の経済格
　　　差について学びます。 バークレー泊  

6 8/31（金）

バークレー
（公共交通機関）
サンフランシスコ
（公共交通機関）
バークレー

09:10～12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】 アルカトラズ島（元連邦刑務所）観光 

バークレー泊  

7 9/1
（土）

バークレー
（公共交通機関）
サンフランシスコ
（公共交通機関）
バークレー

【終日】 週末ボランティア 
　　　活動内容の例）街路樹の植樹、または持ち帰り用ランチのサンドイッチ
　　　作りや子どものテーマパークでのボランティアなど。 
 バークレー泊  

8 9/2
（日）

バークレー
（公共交通機関）
サンフランシスコ
（公共交通機関）
バークレー

【午前】 教会でゴスペル体験。貧困コミュニティ地区の教会を訪問。多様な
人々と一緒に歌いましょう。

【午後】ボランティア活動プログラムのまとめ、修了証授与 
 バークレー泊  

9 9/3
（月）

バークレー
（公共交通機関）

【終日】フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。
※祝日（レーバーデー）のため休校となります。
 バークレー泊  

10 9/4（火）

バークレー
（公共交通機関）
サンフランシスコ
（公共交通機関）
バークレー

09:10～12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】 ミッション地区壁画ウォーキングツアー

多様な市民の声を描いた壁画公共アートを通して、アメリカの差別の
闘いの歴史、他民族コミュニティの発展と現在を学びます。

バークレー泊  

11 9/5（水）
バークレー

（公共交通機関）

09:10～12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】 フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。 

バークレー泊  

12 9/6（木）
バークレー

（公共交通機関）

09:10～12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】 フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。 

バークレー泊  

13 9/7（金）
バークレー

（公共交通機関）

09:10～12:50 LSIバークレー校にて英語研修
【午後】 フリータイム。各自のプランでお過ごし下さい。 

バークレー泊  

14 9/8（土）

バークレー
（送迎車）

サンフランシスコ

ホームステイ先を辞し送迎車で空港へ。
各自にて帰国のフライト・チェックイン
07:30～09:30 サンフランシスコ発。空路帰国の途へ（ロサンゼルス乗継）

〈日付変更線通過〉 
v 機中泊  

15 9/9（日） 成田 15:00～17:00 着後、入国審査、通関、解散 

旅行企画・実施 全国大学生活協同組合連合会 旅行センター

�※�プログラム中の交通費は空港送迎を除き含まれておりません。基本的には公共交通機関を利用します。午後のプログラムについて
の交通費の目安は「出発案内書」にてご案内いたします。
※�上記日程（訪問先の順番等）は訪問先や活動上の都合により変更になる場合があります。一部の訪問施設は、人数制限があるため
グループ別になる場合があります。 写真提供:JPRN�2014春

低所得やホームレスの人々への支援活動､子ど
もや青少年との日本文化交流等のボランティア
活動を通して､アメリカの多民族･多文化の実
情､差別･貧困問題､社会変革型のNPO活動に
ついて学びます。

アフリカから奴隷として連れてこられた
黒人たちがつくったアメリカ発祥の音楽
ゴスペル｡性別､人種､民族､宗教等の違
いを超えてダイナミックなメッセージを
送る教会のゴスペル札拝に参加します。

学生運動発祥の地UCバークレー大学
キャンパスを訪れ､全世界の若者を感化
した70年代学生運動､障害者自立生活
運動など､NPO誕生の背景となったムー
ブメントの歴史を学び､ＮＰＯの精神が根
付いたコミュニティを体感します。

ゲイの文化発症地
カストロ地区

「ザ・ロック」の舞台
アルカトラズ島観光

◀︎ショーン･ペン主演の映画｢ミルク｣の舞台と
なった､ゲイ文化発祥の地｡セクシャルマイノ
リティのコミュニティとして世界的にも有名な
カストロ地区の歴史的背景や､同性愛者達の
苦悩を由緒ある建物を巡りながら学びます。

サンフランシスコ、ミッショ
ン地区のカラフルな壁画

を鑑賞しながら､政治
的考えや文化的誇

りなど､ 多 文 化
コミュニティの
様々な声をス
トレートに感
じます。

壁画アート

UCバークレー大学
キャンパスツアー

ボランティア体験

■添乗員：添乗員は同行しません。スクールスタッフ及び現地日本語係員がお世話します。■語学学校：LSIバークレー校（月～金曜日：週20レッスン、
1レッスン：50分、週16.7時間）■滞在方法：ホームステイ（原則男女別2名1室）■食事：ホームステイ1日2食 ■利用予定航空会社：アメリカン航空

（エコノミークラス）■パスポート残存有効期間：帰国時まで有効（入国時90日以上が望ましい）
【札幌・名古屋・大阪・福岡発着の方へ】
国際線の発着は成田空港となり、国内線は別手配となります。満席等で予約できない場合はご利用いただけません。羽田～成田空港間は
各自移動、交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となります。乗り継ぎによって前後泊となる場合も宿泊費はご自身のご負担となります。
※羽田～成田間のリムジンバス代3,100円～（大人片道／ 2018年4月現在）※現地活動団体への支援金として、お一人様US$100が必
要です。現地係員が徴収いたします。現地通貨でお支払い下さい。※早期割引をご利用の方は、ISICカードコピーが必要です。このコー
スは、アメリカ合衆国のＥＳＴＡ（事前渡航認証）が必要です。※このコースは、出発1ヶ月前までにパスポート情報が必要です。
旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載しているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます）●ホームステ
イ滞在費（原則男女別2名1室／ 1日2食付）●語学研修費用（授業料）●教材費●空港～ホームステイ先の往復送迎費用●日程表に記載し
ている社会視察・ボランティア費用●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サーチャージ●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費用、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：2,090円）、旅客保安サービス料（成田：520円）※航空券に切
り込みのため、旅行代金と一緒にお支払い下さい。●現地での交通費（ホームステイ先～学校、社会視察・ボランティアプログラム中の移
動）●現地アクティビティ代●現地活動団体への支援金（お一人様US$100）●個人的諸費用（電話代、クリーニング代など）●自由行動中の
一切の費用●超過手荷物料金●渡航諸手続き費用（旅券印紙代など）●ＥＳＴＡ登録代金

契約解除の日 a:「特定日」に
旅行を開始する旅行

b:「特定日以外」に
旅行を開始する旅行

旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目に当たる日以降 31 日目にあたる日まで。 旅行代金の 10% 無 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目に当たる日以降 3 日目にあたる日まで。 旅行代金の 20%
旅行開始日の前々日以降旅行開始日まで。 旅行代金の 50%
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 旅行代金の 100%

1.募集型企画旅行契約
（1）�この旅行は、全国大学生活協同組合連合会旅行センター（東京都杉並区和田3-30-22、観光庁長官

登録旅行業第1642号、以下「当会」といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加される
お客様は当会と募集型企画旅行契約を締結することになります。

（2）�募集型企画旅行契約の内容・条件は、下記に記載されている条件のほか、別途お渡しする旅行条件書
（旅行取扱生協（以下、生協店舗といいます）でお受け取りください）�
・出発前にお渡しする最終旅行日程表および当会募集型企画旅行契約約款によります。

2.旅行のお申込みと契約の成立時期
（1）�お申込みは下記の３つの方法のいずれかでお受けします。
①生協店舗でのお申込み
②旅行相談会でのお申込み
③�電話でのお申込み（※生協店舗によっては、電話でのお申込みをお受けしていない場合もございます）
（2）�旅行契約の成立は当会が旅行契約の締結を承諾し、生協店舗が申込金（1万円以上）を受領した時点

とします。
3.旅行代金のお支払い
1.�旅行代金から申込金を差し引いた残額を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる
日より前までに、生協店舗が確認出来るようお支払いください。生協店舗にお申込みの方は、申込生協
店舗へお支払いください。相談会会場、電話によるお申込みの方は、別途のご案内の方法でお支払いく
ださい。
2.�クレジットカードによるお支払いも旅行開始日の31日前までにお申込み窓口にて所定の手続きを行っ
てください。
3.�トラベルローンご利用の場合は「ローン申込書」にて直ちに手続きをしてください。ローンのご利用は
旅行開始日の１か月前で締め切らせていただきます。
4.取消料
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができま
す。ただし、契約解除のお申し出は当会に営業時間内にお受けいたします。
a.「特定日」（4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7）に旅行を開始する旅行
b.「特定日」以外に旅行を開始する旅行

5.旅行条件・旅行代金の基準
当旅行条件要約は、2018年4月1日を基準としております。また、旅行代金は、2018年4月1日現在
有効なものとして公示されている運賃・料金・規則を基準にして算出しています。

旅行条件書（要約）お申込みの際は、「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取り下さい。

お問い合わせ・お申込先

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引に関する責任者です。この旅行契約に
関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

印刷インクには「大豆インク」を
使用することによ り、VOC（揮
発生有機化合 物）が少なく、鉛・
水銀カドミウムなどの重金属類は
使用していません

日程表の中のマーク（滞在形態や移動中）

早 朝 朝 午 前 午 後 夕 刻 夜 深 夜
4:00 6:00 8:00 12:00 16:00 18:00 23:00 4:00

航空機による移動 機中泊

コース表
見方

ホームステイ


