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大学生協 アクティブコース 

アクティブ英語研修に関するご相談に応じています。
お問い合わせは右記のQRコードからどうぞ。
（「○問い合わせ」にチェックをしてください）

（ご注意） 「レベル数」と「1クラスの人数」は、滞在される期間のスクールの「生徒総数」などにより、表記と異なる場合がありますので、あらかじめご了
承ください。また、「アクティビティ」は、あくまでも「例」としてですので、滞在中に表記されたもの全てに参加できるとは限りません。

質の高い授業、スタッフのきめ細やかな対応で好評の学校です。世界25ヶ国
以上から学生が参加し、国際色が大変豊か。南米やヨーロッパの学生も多く、
LSIサッカーチームを結成し、毎週のように練習・試合を行っています。レッスン
は“話す”“コミュニケーション”を中心としており、総合力を伸ばしながら、会話
力を養うことが出来、定評があります。開校以来28年、多くの学生が学びリ
ピーターも多い学校です。経験豊富なスタッフはとてもフレンドリーで、しっか
りサポートしてくれます。ホストファミリーもLSI直接契約ファミリーで、語学研
修が初めての方も安心して満足して頂ける学校です。LSIオークランド校は、
ニュージーランドの教育提供機関を認定する政府機関であるNZQAから最高
クラスであるカテゴリー１に認定された学校です。

LSI オークランド校

会話中心で授業の質が高く、年間25ヶ国以上から学生が参加する
インターナショナルな学校。TOEIC公式テストセンター。

手厚いケアで、
初めての語学研修に
おススメの学校

■学生数：130〜220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
■アクティビティ：乗馬、セイリング、サーフィン、テニス、スカッ

シュ等のスポーツ、バーベキューパーティー、ワイン・チーズ
パーティー、コンサート、観劇、美術館、博物館見学、ロトルア、
ワイトモ等への日帰り旅行など

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
■午後の選択レッスン：集中コースの場合、午後の2レッスンを

レベル、受講人数や時期により、通常の会話力、表現力を養う
【コミュニケーションレッスン】以外に、以下の中から選べます。
【ビジネス英語】【TOEIC・TOEFL・IELTS試験対策レッスン】
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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
在費用（各契約の食事／原則個室）●語学研修費用（授業料）●教材費●現地出入国税、航空保険料●到着時の出迎え費用●燃油サーチャージ ※
ホームステイは各校とも原則個室となっておりますが、繁忙期では場合によって、相部屋になることもありますので、あらかじめご了承ください。
●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、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：2,090円、関空：2,730円、福岡：970円）、旅客保安サービス料（成田：
520円、関空：310円）※航空券に切り込みの為、旅行代金と一緒にお支払いください。●現地での通学交通費●帰国時の空港までの交通費●現地
アクティビティ代●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●渡航諸手続費用（旅券印紙代など）

■添乗員： 同行しませんが、研修期間中はスクールスタッフがお世話します。
■最少催行人員：1名
■滞在方法：ホームステイ（原則個室）
■利用予定航空会社： 大韓航空、キャセイパシフィック航空、タイ国際航

空、カンタス航空、シンガポール航空、ニュージー
ランド航空、全日空

  注）航空会社の指定はお受けできません。
★�ニュージーランド航空・全日空利用コースご希望の場合は、追加代
金20,000円が必要です。（お申し込み時、学生証のコピーが必要と
なります。）
★このコースは、帰国日の変更・延長等は一切できません。
★ 復路、滞在先から空港までの送迎をオプション（別料金：日本出発前の事

前予約）を承っております。ご希望の方はコースお申込みの際にお申し
出下さい。

【大阪・福岡発着の方へ】
 国内線は往復とも別手配となります。満席などでご利用いただけない場合

はご利用いただけません。基本、羽田便での手配となります。その際の羽
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。状況により、国内線が成田空港利用となる場合があります。

 ※ 羽田〜成田間のリムジンバス代3,100円〜（大人片道/2017年10
月現在）
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南半球に位置し、北と南の2つの島からなる人気の国。
オークランドは、ニュージーランド最大の都市で、

周囲を海に囲まれ「帆の街」と言われる美しい港町。
温和な気候で、都会でありながら、

自然と共存している住みやすい街です。
ニュージーランドは、イギリスの影響を受けた

教育制度のレベルが高く、
学生の留学先として常に人気が高い国。

語学研修をさらに有意義なものとするためにご利用下さい。
語研たまごの英語トレーニングサポートパック 9,800円 （詳細はP50をご覧下さい）

オプション

【早期申込特典】　11/30（木）迄のお申込で、語研たまごをプレゼント！（早割10,000円とダブルでお得！）

研修校 16日間コース
（研修2週間）

23日間コース
（研修3週間）

30日間コース
（研修4週間）

レッスン数
食事 ・ その他

コースNo.170〜172 A  オークランド
A 382,000円
B 391,000円
C 376,000円

A 437,000円
B 446,000円
C 431,000円

A 494,000円
B 503,000円
C 488,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

平日2食／土日3食（注）

LSI オークランド校
（標準コース）

集中コース 15,000円追加 23,000円追加 30,000円追加 週30レッスン（週25時間）

ファームステイ 38,000円追加 38,000円追加 38,000円追加 週末（1回）2泊3日・全食付

旅 行 代 金 （ 東 京 発 着 ）

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます。

スクール・リポート

サンプルタイムテーブル（一例）
月 火 水 木 金

標
準
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09：00〜10：45
（5分休憩あり）

会話を中心に授業を行います。ペア
ワーク、グループワークを行いながら、
グラマー、語彙、発音、スピーキング、リ
スニング、リーディング、ライティングな
ど、英語の基礎力を養う総合的な授業

10：45〜11：10 休憩
11：10〜12：45
（5分休憩あり）

ランチ

13：45〜15：30

英語でのコミュニケーションスキ
ルレッスン。会話力、表現力を養う
為、ディスカッション、ディベートを
行う。レベル、時期によりレッスン
内容選択可(スクールデータ参照）

※上記コースで、集中コースをご希望の場合、旅行申込時にお申し出ください。
※ファームステイは「リクエスト受付」となり、研修開始後の1〜3週目の週末（入校日の週末を1週目と数えます。）に行われます。ファームステイご希望の

場合は、申込時に「何週目の週末が希望」かをお申し出ください。
（注）土日では、朝食と昼食が一緒になった「ブランチ」となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

日　程

1 1 1
夜：東京（成田または羽田）発 t
空路、オークランドへ。

（オーストラリア、またはアジアの都市乗継）
v 機中泊

2 2 2
14：00〜17：30：オークランド着
着後、出迎えを受け、ホームステイ先へ。

オークランド泊

3
▼
14
3
▼
21
3
▼
28

LSI オークランド校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト
 （研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）
●クラス（授業）
・週5日間（月〜金曜日）
・週16.7時間
●土・日はフリータイム
 各自のプランにてお過ごし下さい。

オークランド泊／語学研修

15 22 29

ホームステイ先から、各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライト・チェックイン。
08：30〜18：30：オークランド発 t
空路、帰国の途へ。

（オーストラリア、またはアジアの都市乗継）
v 機中泊

16 23 30 早朝：東京（成田または羽田）着
着後、空港にて解散。

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
※�上記のフライトパターンは、カンタス航空利用の場合の例です。
※�利用フライトにより、出発・到着時間が異なります。
※�利用フライトにより、復路、現地を朝出発し、日本には同日の夜到着となる
ため、旅行期間が15・22・29日間となる場合があります。

保険付き 国際クラス ホームステイ 出発保証

アクティブ　オークランド
英語研修
16・23・30日間

出発日 ▶ 16日間帰国日
（研修2週間）

23日間帰国日
（研修3週間）

30日間帰国日
（研修4週間）

A   1月13日（土）▶   1月28日（日）   2月  4日（日）   2月11日（日）

A   1月20日（土）▶   2月  4日（日）   2月11日（日）   2月18日（日）

A   1月27日（土）▶   2月11日（日）   2月18日（日）   2月25日（日）

B   2月  3日（土）▶   2月18日（日）   2月25日（日）   3月  4日（日）

B   2月10日（土）▶   2月25日（日）   3月  4日（日）   3月11日（日）

B   2月17日（土）▶   3月  4日（日）   3月11日（日）   3月18日（日）

B   2月24日（土）▶   3月11日（日）   3月18日（日）※3月25日（日）

C   3月  3日（土）▶   3月18日（日）※3月25日（日）※4月  1日（日）

C   3月10日（土）▶ ※3月25日（日）※4月  1日（日）   4月  8日（日）

C   3月17日（土）▶ ※4月  1日（日）   4月  8日（日）   4月15日（日）

※日本帰国日が3/25、4/1の場合 15,000円追加

大阪・福岡発着追加代金 10,000円

北島

南島

オークランド

マウントマヌガヌイ

ウェリントン

クライストチャーチ

クイーンズタウン

★東京（羽田または成田）
関空・福岡発着

（大阪・福岡追加）

東京発着
（羽田または成田）

170
コースNo.

関空発着
171
コースNo.

福岡発着
172
コースNo.

早期割引
キャンペーン

10,000割引
●11/30（木）までにお申し込みの方対象

円円

5,000 割引円円
●12/1（金）～12/25（月）
　にお申し込みの方（パンフレット記載）の旅行代金より

12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。

※早期割引期限日が店舗休業の場合は、その前日までとなります。


