
英語研修 第１回 ９日間
日本人に身近なハワイでアメリカンイングリッシュを学ぶ

旅 行 代 金

期 間

対 象 ・定 員

研 修 地

協 力

プログラム参加費

利用航空会社

３９７，０００円

２０１９年７月２９日（月）
～８月 ６日（火）

＊出発前日が事前研修会です。

小学３年生～６年生
１５名（最少催行６名）

ハワイ州ホノルル

ハワイアン航空（直行便）

＊プログラム参加費・旅行代金の詳細は『事業概要』をご参照下さい。

プログラム（予定）

７/２８（日） 夕方 事前研修会
７/２９（月） 夜 成田空港発

午前 ホノルル空港着・語学学校で昼食
午後 ビーチバレー
夕方 ホストファミリーとマッチング

７/３０（火） 午前 英語研修
午後 ダイアモンドヘッドハイク

７/３１（水） 午前 英語研修
午後 ホノルル・ズー訪問

８/ １（木） 午前 英語研修
午後 ワイキキビーチ

８/ ２（金） 午前 英語研修
午後 修了式、日本文化紹介

８/ ３（土） 終日 サークルアイランドツアー
８/ ４（日） 終日 ホストファミリーと過ごす
８/ ５（月） 朝 ホストファミリーとお別れ

午前 英語研修
夕方 ホノルル空港発

８/ ６（火） 夜 成田空港着、通関後解散

＊天候によりスケジュールが変更になる可能性もあります。

特 色現地情報

📌気候 乾期で最も雨が少なく、過ごしやすい季
節です

📌気温 最高気温３１℃ 最低気温２４℃(7・8月)
📌時差 日本が１９時間進んでいます
📌通貨 USドル
📌概要 ６つの島から出来ているハワイ諸島で、

最も人気があるオアフ島に滞在します
📌食事 １日３食(平日のお昼は学校から用意されるお弁当)

📌通学 ホストファミリーが送迎

Global Village English Center Chief executive officerよりメッセージ

📌ホストファミリーは原則１家庭２名

（同性で国籍の異なる生徒とホームステイもあります）

📌アジア・ヨーロッパの生徒が在籍

（日本人生徒の在籍数は約３５％）

📌学校はアラモアナショッピングセンターやビーチへ徒歩圏内

📌１コマ５０分の英語レッスンを１日４コマ受講）

📌１クラス１０名前後の少人数制で８レベルに分かれます

📌語学学校に日本人スタッフが常駐

政府認定語学学校

Global village English 
Center

Aloha students and families of International Youth Association of Japan K.S.K.K.  We are very excited for your upcoming visit to Hawaii this 
summer! I want to welcome you to Global Village Hawaii, Honolulu's premier accredited English language school! Since our founding, Global Village 
Hawaii has been committed to providing English language students an unparalleled educational adventure where students become part of our 
island family while learning English in a warm, friendly and safe environment. Global Village Hawaii offers students from around the world an 
excellent academic experience with highly qualified, dedicated and enthusiastic teachers. You will be studying in our fantastic Cambridge Young 
Learners of English program and also participating in activities. It will be a wonderful opportunity to learn English as well as meeting other 
international students, learning about Hawaii and having fun! You will be staying in friendly host families.  This will give you a great opportunity to 
practice your English. You will also be able to learn about the people of Hawaii, how they live and what they eat.  

Lastly, our friendly staff are always available to answer your questions and help make your stay in Hawaii as pleasant as you dreamed it would 
be! We have several Japanese speakers on staff, so this will make it easy for you. Come learn English in an idyllic setting where you can enjoy our 
wonderful beaches, cultures, and the Aloha Spirit.  Global Village Hawaii will help you achieve your educational goals and you will have memories 
that last a lifetime.  Serious learning and serious fun!

Warmest regards, Adam R. Liss President & CEO

１１歳以下 ２０２，０００円
１２歳以上 ２０７，０００円
（帰国日年齢）


