英語研修

第１回

９日間

ビギナークラスから国際色豊かなクラスメイトと学ぶ

プログラム参加費

２４２，０００円

旅 行 代 金

２３６，０００円

期

２０１９年７月２９日（月）
～８月 ６日（火）

間

＊出発前日が事前研修会です。

小学４年生～中学校３年生

対 象・定 員

＊出発日に１０歳以上

１５名（最少催行５名）

研 修 地

協

ドーセット州ボーンマス
Southbourne School of
English

力

利用航空会社

シンガポール航空

＊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。

現地情報
📌気候
📌気温
📌時差
📌通貨
📌概要
📌食事
📌通学

夏は雨が少なく、日照時間が長いです
最高気温２２℃ 最低気温１３℃(７・８月)
日本が８時間進んでいます
イギリスポンド
南部の避暑地として有名で、１２㎞続く
ゴールデンビーチは学校から徒歩５分
１日３食(平日の昼食は学校から用意されるお弁当）
引率リーダーが徒歩で一緒に登下校

特

色

📌ホストファミリーは原則１家庭１名または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）
📌ヨーロッパ・ロシア・中東・アジアの生徒が在籍
(日本人生徒の在籍数は約3％)
📌ロンドンから２時間ほどの避暑地に滞在
📌１コマ６０分の英語レッスンを１日３コマ受講
📌１クラス最大１２名の少人数制で７レベルに分かれます
📌ジャパンナイトでは日本文化を紹介
📌通年を通した交流開始から２６年目になります

プログラム（予定）
７/２８（日） 夕方 事前研修会
７/２９（月） 午前 成田空港発(シンガポール乗換)
７/３０（火） 朝
ロンドン空港着
午前 Southbourne見学
午後 英語研修
７/３１（水） 午前 Sports day
午後 英語研修
８/ １（木） 午前 Beach game
午後 英語研修
８/ ２（金） 午前 Christchurch見学
午後 英語研修
夕方 Japan night
８/ ３（土） 終日 Oxford見学
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 ロンドン空港発(シンガポール乗換)
８/ ６（火） 夕方 成田空港到着、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。

Southbourne School of English Managing Directorよりメッセージ
Konichiwa. My name is Paul and I am the Managing Director of Southbourne School of English. Welcome. We have been working
with KSKK for over 25 years and have welcomed many of students from all over Japan to our beautiful School. We are a family
owned 3rd generation language school that has been established for over 50 years. We welcome many nationalities each year with
only a few percent from Japan, which is a great for you as it means you will have to talk English with your new friends. Our school
is located near the UKs No 1 beach, just a short walk from the school and Southbourne shopping area. It’s a beautiful beach with
soft white sand and blue waters for you to be able to swim in during the summer months. The area of the school is very safe and
ALL our wonderful host families live within easy walking distance of the school. Lessons are held Monday to Friday in our modern
and well equipped school. You can enjoy break and lunches in our large cafeteria or enjoy the landscaped gardens of the school in
warmer climates. All our staff and teachers are well trained and enjoy meeting students from around the world. Travelling is the
best education you can have. We can’t wait to meet you and if there is anything that you need or would like to know, the office door
is always open for you. We look forward to seeing you soon. Paul Gallina Managing Director

