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この度は、ECCジュニア教室ツアーへのお問い合わせありがとうございます。

ECC海外留学センター（通称：LET’S）は、ECCの「外国語教授を通じて、近代的な

センスと国際的な感覚を持った社会に実際的に活躍でき得る有用な人材を育成しよう

とするものである。以て国際間の人々の交流と相互理解を促進し、世界の文化向上と

その恒久平和樹立に寄与したい」という建学の理念に基づき、1971年より海外研修旅

行を始め、各種の国際交流、留学プログラムを実施しています。特に、春休み・夏休

み・冬休みに実施をしている、小・中・高校生対象の「グループツアー 海外英語研

修」では、毎年多くのECCジュニア生にご参加いただいております。

その中で従来より多くのECCジュニア教室のホームティーチャーの皆様から、「講師

が生徒を引率するツアーを実施してみたい」というお問い合わせを多数いただいて

おりました。その声を受け、2005年春休みに初めてジュニア教室ツアーを催行して以

来、毎シーズン多くの方に教室ツアーにご参加いただき、大変ご満足を頂いておりま

す。

こちらの資料に教室ツアーの特徴、引率者の役割、またECCのサポート内容などをご

案内させていただいております。ご検討の上、ツアーを企画してみようと思われる場

合は、下記フリーコールまでお気軽にお問い合わせ下さい。

ECC海外留学センター
フリーコール 0120-144-012
受付時間：11：00〜19：00（日祝除く）
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■教室ツアーの特徴

学習意欲向上・継続学習の動機付けに効果
英語力の向上には継続学習が欠かせません。しかし、生徒の方々に継続学習
の大切さを理解させるのは大変です。また生徒の皆様の学習意欲を保持して
いくことも簡単ではありません。
しかし、実際に海外での生活を体験すると、2つの効果が期待できます。1つ
は自分の英語が通じる喜びが自信につながるという点。もう1つは自分の英
語が思うように通じない悔しさが次への意欲へつながるという点です。この2
つの点を体感することにより、生徒自身が「今度行くときまでにはこうなりた
い」と自分で目標を作ったり、「もっと英語を勉強しなきゃ」と自発的に意欲
を持ったりします。このような姿勢を持ってもらえれば、あとは先生の指導で
ますます学習効果が上がることでしょう。

帰国後の教室運営に効果
上述したような気持ちを持ってツアー参加者の方々が帰国してきます。そし
てその人々がクラス内で他の生徒へ与える影響はとても大きなものになりま
す。現地での様子や、新たに覚えた英語表現などをクラスメイトに発信して
いくので、周りの生徒の人達も「自分も行ってみたい」という気持ちを持つよ
うになります。あとは先生の指導でクラス全体の学習姿勢がさらに前向きな
ものになるでしょう。

新規生募集時に効果
「良い先生」、「良い教材」、「良いカリキュラム」と教室をアピールするポイ
ントはたくさんあります。そこに「身につけた英語力を実践できる機会」が追
加できたら、教室独自の付加価値として保護者の方へご案内できるようにな
ります。もちろんハロウィーンパーティーやクリスマスパーティーなどの様々
なイベントも外国人と触れあえる良い機会でしょう。それらのイベントに加
え、実際に海外で英語力を実践できる機会があり、しかも先生が引率してく
れるとなれば、保護者の方にアピールできる教室独自の特色となることは間
違いありません。

教室ツアー最大の特徴は、引率が先生ご本人であるという点です。この点は、子供を預ける保
護者にとって大きな安心点となります。普段から子供に接していて、よく子供のことを理解し
ている先生が一緒に渡航し、現地でサポートしてくれるとなれば、これ以上の安心感はないで
しょう。また参加する子供たちにとっても普段から教えてもらっている先生が引率であれば、
文化の違いなどによる問題で困った時などにも相談しやすいでしょう。加えて同じ教室の生徒
同士が参加者ですから、生徒同士の輪も作りやすく安心です。
そして先生にとっては、教室運営の観点から以下のメリットがあります。

教室ツアーの特徴
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■ツアー催行までの流れ

ツアータイプと催行までの流れ

実施の2ヶ月～1.5ヶ月前目安

◆申込みの人数によって催行/不催行を決定
◆最少催行人数以下で催行の場合（➡P4「最少催行人数：生徒5名～10名」をご参照下さい）

ステップ
④

募集終了

◆出発
ステップ

⑥

出発

実施の1ヶ月前目安

◆出発前の参加者オリエンテーションと引率業務事前打合せの実施
　（ECC海外留学センタースタッフが教室へ訪問）

ステップ
⑤

オリエン
テーショ

ン

・各先生のご希望に応じて、研修地・期
間・料金などが設定できるタイプ。
・単独での実施が可能ですが、現地の受入
の最低人数のお申込が必要となります。
・生徒旅行代金は先生と諸条件をご相談の
上決定します（P4参照）。

実施の4ヶ月前目安

◆希望渡航国・研修都市・出発日・滞在
期間など相談
◆生徒/保護者アンケートの実施

実施の3ヶ月前目安

◆航空機座席/現地受け入れ状況確認の
後、お見積もりの提出
※お見積もりには数週間お時間がかかることがあります。

◆航空機座席の確保
◆旅行代金の決定

ステップ２不要！！
すぐに募集を開始できます

ステップ
①

問い合わ
せ

ステップ
②

見積もり
～

コースの
設定

実施の4ヶ月～2ヶ月前目安

◆ご希望コースの説明（募集/残席状況
のご説明）
◆生徒/保護者アンケートの実施

ステップ
①

問い合わ
せ

実施の3ヶ月～2ヶ月前目安

◆プランの決定➡教室内で告知/お申込受付開始 （配布用チラシ等は海外留学センターでご用意します）
◆希望により説明会も実施可能（ECC海外留学センタースタッフが教室へ訪問）

ステップ
③

募集開始

＜オーダーメイド型ツアー＞
・ECC海外留学センターで予め設定している
タイプで、初めての先生にお勧めです。
・原則、他教室との合同での実施となります。
・期間や旅行代金は毎シーズン設定後、
Unisonで告知していていますので、お問
い合せ後すぐに募集を開始できます。

＜レディメイド型ツアー＞
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■ツアー実施条件と旅行代金

教室ツアー実施条件

教室運営に支障がないこと
ツアーは通常、夏休み・冬休み・春休みに実施することになります。先生
の立場では、夏季はSIC（夏季集中コース）、冬季は継続アプローチ、春
期は新規生徒募集という大切な業務の時期にあたりますので、教室運営
に支障がないようにしていただくことが教室ツアーを実施する最大の条
件となります。
募集を始める前に必ず所属のジュニアセンターにツアーの実施許可を得
るようにしてください。
また、募集を始めるにあたって、ご引率業務などの取り決め事項を書面に
てご案内いたします。

引率としてのご参加
ECCのスタッフではなく、参加される生徒さんを日頃から指導している
先生がツアーをご引率いただくことは、生徒さんや保護者の皆様にとっ
ては大きな安心感につながります。
先生には滞在中の生徒ケア、旅程管理、海外留学センターへの滞在中の
報告業務などの引率業務をしていただくことになりますので先生の英語
レッスンの受講は認められません。
引率が初めてという先生も海外留学センターのスタッフが引率業務につ
いて詳しくご説明をしますのでご安心下さい。

最少催行人数：生徒5名～10名
最少催行人数は受入機関によって異なりますので、希望者が少なくても
あきらめずにご相談下さい。
募集開始後に設定した最少催行人数を下回った場合は、以下のいずれか
の対応が必要となります。

1. 講師が費用の一部を負担
2. 参加者の旅行代金を値上げ
3. 講師が一部を負担し、参加者の旅行代金も値上げ
4. 不催行

講師の費用負担の目安は5万円〜25万円くらいです。

合同実施
現地受入機関によっては、英語クラスの設置やアクティビティー手配上
の理由でグループとして受け入れる最少催行人数を10名としていること
がありますが、単独教室で10名を集めることは簡単ではありません。
そのためレディメイド型では、基本1教室5名の生徒を集めていただき、
複数の教室と合計で最少催行人数の10名を集めていただくようにしてい
ます。合同実施はツアーの引率業務を協力しあえるなどのメリットもあり
ます。ただし、レディメイド型の場合1教室で10名集めても合同での実施
となります。

単独で充分な人数を集められる場合やお知り合いの先生を誘っての場合は
オーダーメイド型も可能です。お問い合せの際スタッフにご相談ください。

旅行代金
＜生徒＞
生徒旅行代金は出発時期、研修地、プログラム内容、為替相場により異な
ります（国別の大まかな目安は下記「国別費用の目安」をご参考下さい）。
レディメイド型の旅行代金は、海外留学センターで最少催行人数を基に
設定しています。
オーダーメイド型では参加見込み人数や諸条件を先生とご相談の上、決
定いたします。参加見込み人数が多く、最少催行人数を多めに設定すれ
ば、一人あたりの費用は低く設定できますが、最少催行人数を下回った
時のことも考慮する必要がありますので、先生とじっくりご相談の上、費
用設定にはある程度のお時間をいただいています。学校の行事やクラブ
活動など、忙しい生徒も多いので「日程が合わない・・・」という理由で断
られないように設定するのがポイントです。

＜先生＞
原則、講師旅行代金は引率経費として生徒旅行代金に按分されるよう設
定していますので最少催行人数を集めた場合は講師旅行代金は不要と
なります。ただし、旅行代金に含まれない費用（燃油サーチャージ、空港
税、必要な場合のビザ申請代行料、国際線発着空港への国内交通費や必
要な場合の国内宿泊費用、海外旅行保険料）はご負担いただきます。

アメリカ
⃝ ロサンゼルス/ユタ　8日間〜 13日間
　6シーズン平均：￥413,000
　（360,000円〜 460,000円）
⃝ ハワイ　6日間〜 8日間
　3シーズン平均：￥347,000
　（316,000円〜 378,000円）

オーストラリア
⃝ケアンズ　7日間〜 10日間
　6シーズン平均：￥337,000
　（294,000円〜 381,000円）
⃝ゴールドコースト 7日間〜 9日間
　6シーズン平均：￥363,000
　（311,000円〜 399,000円）

イギリス
⃝ イギリス　9日間
　6シーズン平均：￥403,000
　（354,000円〜 462,000円）

カナダ
⃝ バンクーバー　9日間〜 10日間
　3シーズン平均：￥383,000
　（325,000円〜 476,000円）
⃝トロント　8日間〜 15日間
　2シーズン平均：￥418,000
　（339,000円〜 498,000円）

燃油サーチャージ別途要　
目安：0円（2016年9月現在）
原油価格に応じて変動の可能性がございます。

国別費用の目安
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■代表的な渡航先

代表的な渡航先

ケアンズ
2つの世界遺産を有する、人気のリゾート地。コア
ラを抱っこしての記念撮影やカンガルーとも触れ
合えます。日本との時差が1時間で1年中温かい気
候も魅力です。
現地受入機関
・Kaplan International Colleges
・Cairns College of English
・Sun Pacific College

ゴールドコースト
サーファーズパラダイスで有名なビーチリゾー
ト。3つのテーマパークがあり、エンターテイメ
ントも充実。ケアンズ同様コアラを抱っこして
の記念撮影やカンガルーとも触れ合えます。
現地受入機関
・Australian International  
　College of Language
・Imagine Education Australia

バンクーバー
世界一住みやすい待ちに選ばれたこともある場
所。自然と都会が上手く調和した街。

現地受入機関
・Red Leaf

ロサンゼルス
ディズニーランド終日観光やビバリーヒルズ、
ハリウッド観光を楽しめ、テレビや映画で見た
風景が満載の街。ディズニーランド観光もつい
た定番コースです。

現地受入機関
・A-spec

ボーンマス
ロンドンから車で南西に約2時間、イギリスの南
海岸にある、美しい砂浜が広がるリゾート地。

現地受入機関
・Anglo-Continental

ロトルア
温泉で有名なニュージーランド内陸部の街。大
分県別府市と姉妹都市。マオリ文化の伝統も残
る観光地。

現地受入機関
・Rotorua English Language 
　Academy

★
★

★

パース
オーストラリア西部にあるオーストラリア第4の
都市。街は大変美しく、「世界で一番美しい都
市」と言われたこともある。

現地受入機関
・SHOJI AUSTRALIA

★
★

★

★

ユタ州セントジョージ
ラスベガスから北に約200kmに位置するユタ州南部の町セ
ントジョージ。治安が良く、国立公園が点在する美しい自然に
囲まれた地域。映画「明日に向かって撃て！」や「ハイスクー
ル・ミュージカル2」の舞台になったことでも有名です。ロサ
ンゼルスに立ち寄り、ディズニーランド観光も楽しめます。
現地受入機関
・ZIP（Zion International Programs）

★

トロント
カナダ東海岸にあるトロントはニューヨーク、
ロサンゼルス、シカゴに次ぐ北米第4の都市。ナ
イアガラの滝観も楽しめます。

現地受入機関
・Milestone Education
・English School of Canada

★

5名での
実施OK!

レッスンは
インターナショナルクラス

（春/夏のみ）
フレンドリーなスタッフ
　ファームステイOK!

現地校
授業体験あり！
（冬/春のみ）

現地校
授業体験あり！
（春のみ）

現地校
授業体験あり！
（春のみ）

現地校
授業体験あり！
（春/夏のみ）

現地校
授業体験あり！
（春/夏のみ）

レッスンは
インターナショナル

クラス

5名での
実施OK!

（2016年9月現在）	※受入機関により変更の可能生がございます。
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■プログラム内容

プログラム内容
■ 英語レッスン
英語レッスンは現地ネイティブ講師によるAll	Englishの授業です。レッ
スンはきっと生徒の皆様への良い刺激になることでしょう。レッスン形
態にはクローズドクラスとインターナショナルクラスの２つのタイプがあ
ります。クローズドクラスは参加者だけでクラスを構成し、滞在地の語学
学校、コミュニティーセンター等で、現地講師が英会話レッスンを行いま
す。参加者全員が同じクラスなので緊張感なくのびのびとレッスンが受
けられるでしょう。インターナショナルクラスは同時期に渡航先に来て
いる他国の留学生もいるレベル別クラスです（時期やレベルによっては
日本人ばかりの場合あり）。他国の留学生との国際交流も魅力です。レッ
スンの形態は受入機関によって異なりますので、レッスン形態を重視さ
れる場合は渡航先が限定されます。また参加希望者の年齢構成によって
は希望通りにならない場合があります。

■ アクティビティ・観光
アクティビティは午前中のレッスンで学んだことを実践に移す場として、
また教室の中や本だけでは学べないことを体験する機会として、平日
の午後に用意され、動物園、植物園、博物館、現地小/中/高校訪問、ス
ポーツ、ピクニック、ショッピングなどを行います。買い物をする際に店員
さんと言葉をかわすことも、とても良い英語の勉強になります。
観光は週末に予定され、遊園地などのテーマパークや有名観光地への１
日観光となります。現地受入機関のスタッフも参加してくれる場合が多
く、アクティビティ中も英語を使う場面が持てます。アクティビティ内容
は滞在地周辺でできることや、観光スポットが異なりますので、国により
様々です。オーダーメイド型教室ツアーの場合は先生のご希望のアクティ
ビティや観光を組み合わせることが可能です（受入機関によっては制限
あり）。

■ ホームステイ
ホームステイでは現地の日常生活を実体験します。日本とは違う生活様式
を通して柔軟性を養い、日本との違いを認識することで視野を広げます。
また親元を離れて異国で暮らすことにより自主性や自立心を育てます。
また日常生活を通して英語を使ったり、聞いたりするチャンスが多いの
で、英語が定着しやすいことも魅力です。
基本的には小中学生は2〜3人で１つの家庭に滞在し、高校生以上は１人
で滞在します。また子供だけでなく、保護者の方も参加される場合は、
なるべく同居できる家庭を手配いたします（ご希望があれば寮滞在も手
配可能です）。原則、先生にもホームステイをして頂きます。生徒の皆
様と同じ体験をすることで共感も生まれ、共通の話題が持てるでしょう
（どうしてもホームステイをしたくない場合はホテル手配を承ります）。
なお、ケアンズの一部のコースでは引率者の滞在先は現地語学学校のス
タッフ寮となります。
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■引率者の役割

引率者の役割

■ 引率者の業務
●プログラム中の参加者ケア（体調面/精神面）

●ECCへの連絡・報告

●写真撮影・伝言板作成とその送信

●現地プログラムのスムーズな進行サポート
（現地担当者や他のジュニア教室の引率講師との協力）

●プログラム中のトラブル対処
（怪我・病気・盗難・ホストチェンジなど）

私達がお手伝いします。
大切な生徒の皆様を預かり、海外へ連れて行くことは先生にとって大変不安が大きいこ
とと思います。「何かあったらどうしよう？」という声もよく聞きます。ECCではご出発前
の引率者研修だけでなく、滞在中も先生をしっかりサポート致します。基本的なことは現
地受入機関スタッフがサポート致しますが、緊急時にはECCが旅行会社や保険会社と共
に関係機関との対応にあたります。先生がひとりで全ての対応にあたる必要はございませ
んので、どうぞご安心下さい。海外での様々な体験は生徒の皆様にとって、大変有意義な
ものになります。	また生徒の方々が日頃の成果を発揮する場面を目の当たりにできるこ
とは先生にとっても有意義なものになります。このツアーが少しでも先生の教室発展のために役に立つよう、全力でお手伝いさせて頂く
所存です。ECCのことをよく理解しているECC海外留学センターなら安心感が違います。

教室ツアーでは、先生ご自身が引率者として参加いただくことになります。出発前には、ECC海外留学セン
ターの「引率者マニュアル」に基づき、事前打ち合わせ・注意点の確認等、担当者との間でしっかりと行いま
すのでご安心ください。ここでは簡単に引率者の役割をお伝えいたします。

■ 引率者に求められるもの
現地担当者・ホストファミ
リーとのコミュニケーショ
ンに必要

安全を最優先しての規律
性と、のびのびと楽しんで
もらうための柔軟性

トラブルの対応

基礎英会話力

生徒ケア力

緊急時の対応力
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■ECC 7つの安心サポート

ECC  7つの安心サポート
ツアー催行までには様々な手続きが必要です。ECC海外留学センターでは、ツアーの企画・募集、出発前・滞在中・帰
国後まで7つの安心サポートを用意しております。安心してお任せ下さい。

1 手配の代行
●留学先での滞在先（寮、ホームステイ等）の手配を代行します。

●留学先の学校等への授業料、滞在費などの支払い手続きを代
行します。

●日本国内の出発空港から留学先校の最寄り空港までの航空券
を手配します。

●出国手続きに関してアドバイスを行います。渡航先や期間によ
りビザ申請や電子渡航認証が必要な場合、規定の料金で申請
手続きに関するサポートを提供します。

●海外旅行保険加入の手続きを行います。保険料は別途料金と
なります。

●出発後も必要に応じて参加者や先生、またご家族へのサポー
ト・アドバイスを行います。

2 参加者募集用物品の提供
ツアーの募集に必要なポスターやチラシはECC海外留学セン
ターで作成し、お渡し致します。
ツアーに参加する生徒が何名いるのか全く予測がつかない場合
は、アンケートを実施するのが効果的です。参加対象となる生徒
の皆様全員にアンケートを配布し、「参加してみたい、または興
味がある」と記入する方々が何名くらいいるのかを把握すること
で、最少催行人員の設定がしやすくなります。また生徒の方々の
お友達にも配布するように働きかければ、教室の良い宣伝にもな
ります。それらのチラシを作るのにも時間と手間がかかりますの
で、ECC海外留学センターでは、先生に代わってチラシの作成も
行います。先生ができる限り、レッスンや生徒指導に時間を割け
るようにお手伝い致します。

こんな時に役に立ちました！（サポート1＆2）
募集チラシ作成や色々な手配は全てやってくれたので、参加者のためにホームステイ先での会話集や単語帳などを作る時間が取
れ、英語の指導の方にしっかり時間を割くことができました。

講師談

1 手配の代行
2 参加者募集用物品の提供
3 出発前オリエンテーション実施
4 引率者研修実施
5 現地携帯電話や海外で使用する

WiFi ルーターの無料レンタル

6 空港でのお見送り・お出迎え
サポート

7 保護者の皆様への報告
（ツアー伝言板）

ホームティー
チャー引率 

ケアンズ
 フェリー

乗り場に
て

●春休み

●夏休み

●冬休み

ホームティー
チャーWEB

システムUnis
onで

最新のツアー
ラインアップ

をご紹介

ECCジュニア
教室ツアー
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■ECC 7つの安心サポート

3 出発前オリエンテーション実施
海外での生活体験は生徒の皆様にとってとても有意義な経験に
なります。日本とは異なる習慣・文化・価値観を持つ人々との交流
を通して視野を広げ、柔軟性を養うことにつながるでしょう。
また親元を離れ、海外で過ごすことにより自主性や自立心を育
てることにもなるでしょう。
しかし、有意義な体験になるかどうかは参加者の心構え次第で
す。どういう点が日本と違うのか、ホームステイ先で意識するこ
とは何か、などを理解してから出発しないと現地で戸惑うことが
増え、せっかくの機会を活かせません。ですから、ECC海外留学
センターでは出発前には、服装や持ち物だけの説明でなく、ホー
ムステイの心得、日本との違いなど、予め理解しておくべき異文
化についてじっくりお話させて頂きます。また単にお話するだけ
でなく、海外で役立つ大切な情報や英会話表現などが書かれた
ハンドブックを差し上げますので、出発前までにしっかり異文化
理解をして頂けます。40年の実績ならではのサポートです。
先生の教室までECC海外留学センタースタッフが伺いますので、
参加者や保護者の皆様が遠方まで足を運ぶ必要はありません。

4 引率者事前打合せ
先生にとっても生徒の方々を連れて海外へ行くことには不安が
あることでしょう。ECC海外留学センターではそんな先生のため
に引率者研修を実施しています。
引率者マニュアルに基づき、引率者としての業務、また注意すべ
きことを、過去の事例を交えながら細かくお話させて頂きます。

5 現地携帯電話や海外で使用する
WiFiルーターの無料レンタル

緊急時の連絡用として、
渡航国で使われている
現地携帯電話やツアー
伝言板の作成や海外留
学センターとの連絡業
務の際に必要なWiF i
ルーターを無料でお貸し致します。携帯電話については、出発時
に参加者全員に番号を伝えますので、参加者の方も安心です。通
話料もECC海外留学センターが負担を致します。

6 空港でのお見送り・お出迎え
サポート

空港では、飛行機の遅延や欠航の場合に備えて準備をする必要
があります。ですから出発時の空港では、ECC海外留学センター
スタッフと旅行社スタッフでサポートを行い、出入国のお手伝い
やチェックインのお手伝いをさせて頂きます。
また現地空港でも現地受入機関スタッフと旅行社スタッフが出
国のサポートを行います（一部受入機関を除く）。
帰国時の空港でもECC海外留学センタースタッフが到着ロビー
で待機しておりますので、お出迎えの保護者の皆様のサポートが
必要な場合には対応ができます。
不測の事態に備え、万全のサポート体制です。

こんな時に役に立ちました！（サポート6）
出発時に参加者の１人が渋滞に巻き込まれて、遅れることになってしまいました。
サポートするスタッフが2名いましたので、１名が遅れる方のケアをし、もう１名がチェックインのサポートを行い、遅れた方も後で無
事に合流できました。旅行って何があるかわかりませんね。	 講師談
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■ECC 7つの安心サポート

7 保護者の皆様への報告
教室運営をされている先生方にとって保護者の皆様との信頼関係の構築は大切
な要素でしょう。日々のレッスンや行事を通して信頼関係を築いていることと思
います。
しかし教室ツアーの場合は子供たちが海外へ行くわけですから、保護者の方に
とっては不安でいっぱいのはずです。また期間中、子供がいない事でとても寂し
い想いをされることでしょう。その気持ちを少しでも和らげるためにECC海外
留学センターでは、ホームページに「ツアー伝言板」をご用意しております。
渡航期間中、3回〜4回程、現地での色々な出来事を先生からの報告としてブロ
グ形式でホームページへ掲載します。また子供たちの写真も掲載し、保護者の皆
様に見てもらいます。保護者の方々はホームページにアクセスするだけで、現地の
出来事や自分の子供の様子を確認することができるのでとても安心されます。
万が一、病気や怪我が発生した場合は、ECC海外留学センターより保護者の方
へ連絡をとり、状況をお伝えし、必要な対応を取ります。
ECCのバックアップがあるというイメージは保護者の方々の大きな安心感とな
ることでしょう。

ECC海外留学センター  グループツアー伝言板ECC海外留学センター  グループツアー伝言板

※ホームページのデザインは異なる場合があります
　のでご了承ください。

www.lets.ecc.jp
にアクセス

1

「グループツアー伝言板」
からご覧になりたい
コースをクリック

2

ECC海外留学センターホームページの「グループツアー伝言板」にツアー期間中に２～３回、同行している引率スタッフ
からの報告を掲載します。

写真を撮影して送信するのは先生の仕事になりますが、写真の送信に必要なカー
ドリーダーや WiFi ルーターなども無料で貸し出しております。パソコンの操作
が苦手な先生にも引率者研修時に使い方等のアドバイスをさせて頂いておりま
す。尚、現地からのメール送信や伝言板の作成にはパソコンが必要となりますの
で、日本からパソコンをお持ちいただくことをおすすめしています。

ツアー伝言板はジュニア通信などで告知をすれば
教室の宣伝・新規の方へのアピールとしても活用
できます。

保護者の声
子供の成長のためとは理解しつつも私達、親にとっても子供がいない10日間はとても不安で寂しいものでした。でも伝言板で
子供の楽しそうな笑顔を見たらとても安心する事ができました。更新されるのが待ちきれずに毎日同じ写真をクリックしてました
（笑）。
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　出発前は、少し恥ずかしがっているように見えた生徒さんた

ちですが、ホームステイ中には、「うまくコミュニケーション

がとれるように、もっと勉強したい。」と積極性が出てきました。

帰国後は、怖がらずに「何でもTRY!」しています。この秋に、	

オーストラリアの中学生のホストファミリーをする生徒さんも

2名います！

　次は生徒さん達とどこに行こうかなと考えています。

■過去のツアー実例と体験談

過去のツアー実例と体験談

日　　程 2015年3月26日〜2015年4月3日
時　　期 春休み
現地機関  AUSTRALIAN INTERNATIONAL 

COLLEGE OF LANGUAGE
参加人数 10名
年齢構成 小5=1名　中1=5名　高1=2名

高2=2名

　今回10名の参加者で、オーストラリア・ゴールドコースト

にて9日間のホームステイツアーを実施しました。

　初めての実施だったので分からない事ばかりでしたが、細か

い質問にも丁寧に答えていただき、留学センターのサポートに

は本当に感謝しています。教室説明会にも来ていただき、保護

者の方々や生徒さんの質問にもすぐに対応してもらえたので、

安心してホームステイに参加できました。

　現地語学学校ではクラス分けのテストを受け、レベル別にネ

イティブ講師の英語レッスンを受けました。現地校訪問ではペ

アの生徒さんの教室へ連れていってもらい授業を受けました。

現地の生徒さん達が沢山話しかけてくれ、日本語クラスに入っ

た子もいました。お礼にみんなで書いた寄せ書きとアナと雪の

女王を英語&日本語で歌のプレゼントをし、とても喜んでくれ

ました。

　語学研修、現地校訪問、ホームステイ、テーマパークや、コ

アラやカンガルーとのふれあい、美しいゴールドコースト、そ

してホストファミリーとの出会い。いろいろな体験を通して、

生徒さんたちは大きく成長しました。

　生徒さんから「短すぎる！」、「楽しくて帰りたくない！」、	

「また教室ツアーに参加したい！」という感想を聞くと、引率

者が教室の先生（私）で、安心してくれたのだと嬉しく思いま

した。

鶴町教室　オーストラリア・ゴールドコーストツアー  9日間
スケジュール

日次 月日 午前 午後 宿泊 食事

1 3/26 ㈬ 午後：関空集合　夜：関空発 機内

2 3/27 ㈭
早朝：ゴールドコースト着
オリエンテーションと
テスト、英語レッスン

周辺地散策 ホスト宅 　昼夕

3 3/28 ㈮ 英語レッスン サーファーズ
パラダイス観光 ホスト宅 朝昼夕

4 3/29 ㈯ 終日：ドリームワールド観光 ホスト宅 朝昼夕

5 3/30 ㈰ 終日：ホストファミリーと過ごす ホスト宅 朝昼夕

6 3/31 ㈪ 英語レッスン 現地校訪問 ホスト宅 朝昼夕

7 4/1 ㈫ 英語レッスン
修了式＆さよならパーティ 乗馬体験 ホスト宅 朝昼夕

8 4/2 ㈬ 朝：ゴールドコースト発　夜：関空着 朝　　

※上記スケジュールは、現地の事情や天候等のやむを得ない事情により
　変更になる場合がありますので予めご了承下さい。

体験談 大阪府　鶴町教室/杉本 孝子先生
（2015年春休み　オーストラリア・ゴールドコースト）
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■過去のツアー実例と体験談

軽に声を掛けてくださるので、参加者には良い刺激となりました。

　授業はクローズドクラスで行われましたが、半日観光や実地体

験、またスウェーデンからの留学生や校長先生のご子息と交流す

る機会などもあり、とても充実した内容のものでした。また、ジュ

ニアプログラムも扱っている学校だったので、年齢やレベル差を

考慮しながらの楽しい授業に、子どもたちは大満足で充実した時

間を過ごす事ができました。緊張しながらも英語で話す楽しさを

肌で感じ取っていたようです。

　滞在中は朝から晩まで英語漬けの日々なので、出発する前は倦

怠感や無力感を覚えるのではないかと心配していましたが、ある

のはいつも子どもたちの満面の笑みでした。帰国当日、参加者全

員から「先生、帰りたくないよ！」と言われた時は、教室ツアーを

実施して本当に良かったと思いましたし、渡航先が急遽北米から

イギリスに変更になっても、子どもたちはしっかりと順応できる！

そう思った瞬間、子どもたちの逞しさをひしひしと感じました。

　今回は、LET’Sと現地校スタッフのきめ細かなサポートのお蔭

で、たくさんの貴重な経験をすることができました。海外へ子ど

もたちを連れていくので、常に

不安はあるのですが、それ以

上に得るものが多いので、来

年以降も積極的に教室ツアー

を企画していきたいと考えて

おります。

日　　程 2015年3月24日〜2015年4月1日
時　　期 春休み
現地機関 Loxdale English Centre
参加人数 6名
年齢構成 小3=1名、中1＝1名、中1＝1名

中2＝2名、中3＝1名

　春休みを利用して、イギリス9日間の教室ツアーを実施しました。

参加者は、小学3年生から中学3年生までと年齢や語学レベルに

幅があったり、無口な生徒もいたり、さらに参加申し込みを受け付

けた後に、受入対象年齢制限の事情で渡航先がアメリカからイ

ギリスに変更になったりと（普段子どもたちが教室で耳にしてい

るのはアメリカ英語なので、初めてのイギリス英語に戸惑いを見

せるのではないかと新たな不安も生じたり,,,）、教室ツアーを実施

して良いものか非常に迷いました。

　特に気がかりだったのは、大切な子どもたちを預かることへの

責任の重さです。上記の不安材料だけでなく、参加者の滞在中の

体調管理や現地でのトラブル、その他諸々心配する内に私自身が

引率者となり、子どもたちを率いて教室ツアーを実施する事に対

して不安とためらいを感じていて、実際ここ数年教室ツアーも計

画倒れに終わることが続いていました。

　しかし保護者の留学への関心が高まっていたことや、子どもた

ちには見聞を広めて欲しいという私の強い願いもあり、思い悩む

ところもありましたが教室ツアーを実施してみたい気持ちが少し

でもあるのなら、一度体験してみるべきだと思い直し、今回の実

施を決めました。

　さて、私達が今回利用した語学学校はLoxdale	 English	

Centreというイギリス南東部ブライトンにある学校で、海外の留

学生が多く在籍していました。校舎はビクトリア時代の大邸宅を

利用していて、自然豊かでとても静かな環境にありました。また教

師陣はティーチングに熱心で、他のスタッフも顔を合わせると気

焼津豊田教室　イギリス・ブライトン  9日間

体験談 静岡県　焼津豊田教室/渡邉 綾子先生
（2015年春休み　イギリス・ブライトン）

スケジュール
日次 月日 午前 午後 宿泊

1 3/24 ㈫ 11:15成田発→ロンドン15:00着
→ブライトンへ移動→ホスト宅へ ホスト宅

2 3/25 ㈬ 英語レッスン 周辺地観光 ホスト宅

3 3/26 ㈭ 英語レッスン ハリーポッタースタジオ
観光 ホスト宅

4 3/27 ㈮ 英語レッスン 英語レッスン ホスト宅

5 3/28 ㈯
終日：ロンドン市内観光

世界遺産ウエストミンスター宮殿
バッキンガムパレスなど

ホスト宅

6 3/29 ㈰ 終日：ホストファミリーと過ごす ホスト宅

7 3/30 ㈪ 英語レッスン 修了式＆パーティー ホスト宅

8 3/31 ㈫ ヒースロー空港へ 13:30発→成田へ 機中

9 4/1 ㈬ 9:10成田着　着後解散
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■過去のツアー実例と体験談

護者の方々はそんなお子様の成長を喜ばれ「参加させて本当に

良かった。機会があればまた参加させたい。」というお声が多い

です。この3年は毎年の恒例行事として教室ツアーを実施してき

ましたが、リピーターの生徒さんもいますし、ご兄弟で心待ちに

されている生徒さんも増えてきました。

　また、引率講師もホームステイをしますので、英語の

Brush	upにもなります。国内にいて、なかなか自分の勉強の時

間を確保する事は難しいですが、教室ツアーで英語力をkeep

出来ているように思います。生徒さんの間では、帰国後の私の

英語を話すスピードがアップするので、帰国後のレッスンはか

なり気合を入れているそうです（笑）。ホームステイでお世話に

なったホストの方々とは今でもお友達です。時間が取れればま

た訪ねたいと思っています。

　もし教室ツアーにご興味

をお持ちの先生方がいらっ

しゃいましたら、ぜひ海外

留学センターに相談されて

みてください。

　春休みや夏休みに教室ツアーを実施しています。毎年、子ど

もたちと「次は何処へ行く？」と相談してツアー先を決めていま

す。ECCスタッフが引率する一般ツアーと違い、教室ツアーで

は教室の講師が引率で行くというのが保護者の方々には大きな

安心材料のようです。普段から子どもたちと身近に接しているの

で、これまでのツアーで子どもたちがホームシックになる事はな

く、伸び伸びと海外生活をEnjoyしています。普段から身近に接

している講師が近くにいる事で子どもたちも困った事や英語の

分からない事など気軽に聞け、臆する事なく色々な事にチャレ

ンジ出来ていると思います。

　初めて教室ツアーを企画した時は大切なお子様をお預かりす

る事への責任の重さを不安に感じた事もありましたが、海外留

学センターの方が出発前オリエンテーションを宮崎県の教室で

開いてくださったり、航空券、国内移動、ホテルの手配や、ホス

ト先の案内、現地校または語学学校との交渉など全てしてくだ

さったりと、こちらの意向も十分に考慮して親身に相談にのって

くださるので引率業務に集中して出発することができました。

　また、現地では海外用の携帯を手配してくださるので、現地

スタッフとの連絡、子どもたちからの相談やホストファミリーと

の連絡もスムーズに出来ます。子どもたちも何かあれば先生と

連絡が取れるというのが、ホスト先に居ても安心だったようです。

　参加した生徒さんは現地での英語が聞き取れたり、ECCで

学んだ英語が実際に通じた瞬間が何より嬉しい様子でした。ツ

アーに参加することで英語のリスニング力に自信がつくととも

に、自分の考えを英語で表現する事の難しさを体感します。そし

てその経験から帰国後更に英語学習に励むようになります。英

語だけでなく、学校でも積極的に発表したり、生徒会活動に立

候補したりと自ら色々な事にチャレンジする姿が見られます。保

体験談 宮崎県　孝の子・大塚教室/今東 由美子先生

第1弾 2010年夏休み
 オーストラリア・ケアンズ  8日間

第2弾 2012年夏休み
 オーストラリア・ゴールドコースト  8日間

第3弾 2014年春休み
 アメリカ・ロサンゼルス校外シトラス  9日間

第4弾 2015年春休み
 イギリス・ボーンマス　現地校授業体験  10日間

第5弾 2016年春休み
 カナダ・バンクーバー郊外　現地校授業体験  10日間

2014年春休みアメリカ

2010年夏休みオーストラリア

孝の子・大塚教室

2012年夏休みオーストラリア

2015年春休みイギリス

2016年春休みカナ
ダ
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■過去のツアー実例と体験談

2015年春休み
オーストラリア・ゴールドコースト
大阪府　小学6年生

　今回ツアーに参加し、ホストファミリー、現地校訪問のバ

ディやその友達と仲良くなれ、僕はいろいろな事に気付いて

いけたと思います。そして英語レッスンで英語力が上がった

と思います。

　日曜日にはホテルのような家のプールや、近くのビーチで

泳いだり、ホストファミリーがショッピングに連れていってく

れ、お土産を買ったり楽しかったです。

　ドリームワールドでは先生から「何でもトライ！」と言わ

れ、トライした所、たくさんの乗り物に乗れるようになりまし

た。コアラとの記念写真はとても良いお土産です。間近で見

るコアラは可愛すぎて、撮影の事を忘れてしまうくらいでし

た。カンガルーに餌をあげたり、ショーを見たりとても良い

思い出となりました。

　ホストファミリーとお別れの日…その日はとても悲しかっ

たです。この滞在中、いろいろな事に気づけオーストラリアに

行けた事を僕は誇りに思います。

2016年夏休み
ニュージーランド・ロトルア
岡山県　高校1年生

　私はこのホームステイで沢山の事を学びました。英語はも

ちろんのこと、いろいろな国の人と出会ってそれぞれの国の

文化や言語など知る事ができました。ホストファミリーや日本

から一緒にきた仲間、現地でできた友達、すべての人が優し

くて沢山の思い出ができました。今回のホームステイで一番

嬉しかった事はホストファミリーなどの現地の人との思い出が

沢山できた事です。英語で話しかける勇気が出ない時でも先

生がアドバイスをくださったり、友達と励まし合う事で頑張ろ

うという気持ちがどんどん生まれました。

　大自然の中で日本ではできない貴重な経験が沢山できまし

た。毎日いろいろな事が学べて、その学んだ事からこれからの生

活に活かしていきたいと思っています。完璧な英語を話す事は

できなかったけれど、本当に沢山英語を使えました。ありがとう

ございました。これからも英語の勉強を頑張っていきます！

2015年夏休み
愛媛県　高校2年生

　私は将来、海外で日本語を教える先生になりたいと思って

います。今回のホームステイツアーで、将来自分がどんな環境

で働きたいかを知ることができました。

　私がホームステイした家族は、日本のことを全く知らなく

て、知っている言葉は寿司くらいでした。これを聞いた時はと

てもショックを受けました。この出来事から、日本語を教える

だけでなく日本の文化も知ってもらいたいと思いました。

　自分はまだ英語を上手に話せないですが、単語を言うと意

外と伝わり驚きました。たくさんの人と関わり、積極的に話せ

るようになりました。

　アメリカの人は自分の考えをしっかり持っていて、意志が強

いのでかっこいいなと思いました。見習う事が沢山あり、自分

を変える良い機会でした。

　もっともっと滞在して、文化やアメリカ人の性格を自分に取

り込みたいなと思いました。今回の滞在で将来の仕事に向け

ての目標や自分の足りない所を知れる機会となったのがとて

も良かったです。このチャンスを与えてくれた、親、先生に感謝

したいです。

ツアー参加生徒体験談
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■ Q&A

よく聞かれる質問を
集めてみました

生徒旅行代金はいくらですか？

何名集めたら良いですか？

何名集まるか、全く検討つかない
場合はどうしたら良いですか？

2教室合同で実施する場合の
費用はどうなりますか？

出発時期、日数、行き先、プログラム内容により異
なります。レディメイド型ツアーの旅行代金は
Unisonでご覧下さい。

現地受入機関の最少催行人数はひとつのグループに
つき5～10名です。１教室で10名集まらない場合で
も他教室と合同実施することで催行することができ
ますので、お問い合わせ下さい。

ツアーに参加する生徒さんが何名いるのか全く予測が
つかない場合は、アンケートを実施するのが効果的で
す。参加対象となる教室の生徒全員にアンケートを配
布し、「参加してみたい、または興味がある」と記入
する生徒が何名くらいいるのかを把握することで、最
少催行人員の設定がしやすくなります。
時間的な余裕がない場合は、過去の教室ツアー催行実
績をもとにECCにて諸条件を設定させて頂きます。

現地滞在中のトラブルは、現地受入機関スタッフが相
談に乗ります。受入機関はECCと長い付き合いのあ
る所が中心です。何でも相談して頂いて結構です。も
ちろんECC海外留学センターからもできる限りのサ
ポートやアドバイスを行います。ECCならいつでも
相談できる窓口があるということで安心感が違いま
す。➡7ページの引率者の役割もご参照下さい。

2教室合同で実施する場合も、原則、先生方の引率費
用はかからないように生徒旅行代金を設定します。
ただ2名分の引率費用がかからないようにするために
は各教室で最低5名ずつ集めていただく必要がありま
す。

設定した人数を下回った場合は、講師負担を行うか、
生徒参加費用を増額するか、もしくは不催行にする
か、いずれかをご相談させて頂きます。講師負担額や
参加費用増額がいくらになるかは、何名下回ったかに
よって異なります。募集開始前には、目安となる条件
は提示させて頂きます。

英語を話してみたい・海外生活を体験してみたいとい
う気持ちさえあれば、旅行代金のプラス￥10,000で
ご参加いただけます。

お申込時にECCの生徒でない人
も参加できますか？

最少催行人員に達しなかった
場合はどうなりますか？

現地で参加者に何かあった時の
ことが心配なのですが・・・？

募集開始後、ツアー参加に興味のあるご家庭（10家庭
以上）ございましたら、スタッフが教室を訪問し、保
護者と参加者向け説明会を実施させていただきます。
また、ツアー実施が決定した場合はこの説明会とは別
に出発前のオリエンテーションを実施いたします。

説明会を実施してもらえますか？



16

2013　夏休み
兵庫県/今森教室（第二弾） 八木田先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
香川県/国分寺南部教室 永松先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
愛媛県/南斎院	仲屋教室 宇野先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
京都府/紺屋教室（第四弾） 龍崎先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
神奈川県/矢部町ヒルズトゥ教室 雨森先生 カナダ・エドモントン
高知県/朝倉教室 汲田先生 オーストラリア・ケアンズ
神奈川県/国分南教師津 森下先生 オーストラリア・ゴールドコースト
大阪府/津之江教室（第二弾） 石田先生 オーストラリア・ゴールドコースト
大阪府/大樋教室（第二弾） 中川先生 オーストラリア・ゴールドコースト
岡山県/高野教室（第五弾） 近藤先生 イギリス・ブルトン
岡山県/総社教室（第五弾） 小椋先生 イギリス・ブルトン
岡山県/野介代教室（第二弾） 安尾先生 イギリス・ブルトン
北海道/霧多布教室 小川先生 イギリス・ブルトン
兵庫県/鈴蘭台教室 前島先生 イギリス・ボーンマス

2013　冬休み
鳥取県/西倉吉町教室 永井先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
岡山県/矢掛教室 川満先生 オーストラリア・ケアンズ

2014　春休み
茨城県/大子池田教室 鈴木先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
福島県/塙教室 鈴木先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
静岡県/浮島教室 鈴木先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
熊本県/小峯教室（第三弾） 芹川先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
北海道/豊里教室（第二弾） 原先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
埼玉県/西町4丁目教室 道山先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
宮崎県/孝の子教室（第三弾） 今東先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
静岡県/下島・豊明坂部教室 上野先生 アメリカ・サンディエゴ
愛知県/有松駅前教室 杉村先生 カナダ・バンクーバー郊外
大阪府/吉田教室 今津先生 カナダ・バンクーバー郊外
福井県/桜町教室 浅井先生 オーストラリア・ケアンズ
埼玉県/東北2丁目教室 谷村先生 オーストラリア・ゴールドコースト
千葉県/楠見教室 渡邊先生 オーストラリア・ゴールドコースト
新潟県/かわさき教室（第二弾） 目黒先生 オーストラリア・ゴールドコースト
京都府/深草綿森町教室 小西先生 オーストラリア・ゴールドコースト
香川県/田村町教室 中村先生 オーストラリア・ゴールドコースト
愛媛県/吉藤教室 津吉先生 オーストラリア・ゴールドコースト
長野県/西条西間教室 芦沢先生 オーストラリア・ゴールドコースト
石川県/寺井教室 合田先生 オーストラリア・ゴールドコースト
滋賀県/西今教室（第四弾） 大江先生 イギリス・ボーンマス
和歌山県/貴志南教室（第三弾） 北川先生 イギリス・ボーンマス
和歌山県/布引教室（第二弾） 南方先生 イギリス・ボーンマス
香川県/土器町西教室（第五弾） 有馬先生 イギリス・ボーンマス

2014　夏休み
愛知県/桜ヶ丘3丁目教室 中川先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
大阪府/南恩鹿島教室（第二弾） 大久保先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
大阪府/新金岡1丁教室（第二弾） 尼子先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
岡山県/高野教室（第六弾） 近藤先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
岡山県/総社教室（第六弾） 小椋先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
岡山県/野介代教室（第三弾） 安尾先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
福岡県/薬王寺教室 池田先生 オーストラリア・ケアンズ
三重県/桔梗が丘6番地教室 谷村先生 オーストラリア・ゴールドコースト
奈良県/都祁こぶしが丘教室 石田先生 オーストラリア・ゴールドコースト
大阪府/尾崎駅前教室 里山先生 オーストラリア・ゴールドコースト

2014　冬休み
広島県/吉島通り教室（第二弾） 羽村先生 オーストラリア・ケアンズ
福島県/白河駅前教室 本宮先生 オーストラリア・ゴールドコースト

2015　春休み
福島県/郷ヶ丘教室 山本先生 アメリカ・サンディエゴ
福島県/にんじんヶ丘教室（第二弾） 宮谷先生 アメリカ・サンディエゴ
愛知県/南陽春田野教室 飯田先生 アメリカ・サンディエゴ
長野県/笹部教室 平松先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
広島県/吉島通り教室（第三弾） 羽村先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
福岡県/長住教室（第二弾） 向井先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
大阪府/津之江教室（第三弾）　　 石田先生 カナダ・バンクーバー郊外
大阪府/大樋教室（第三弾） 中川先生 カナダ・バンクーバー郊外
鹿児島県/西之表教室 黒田先生 カナダ・バンクーバー郊外
鹿児島県/中種子・南種子教室 畠中先生 カナダ・バンクーバー郊外
長野県/佐久塚原教室 佐藤先生 カナダ・バンクーバー郊外
東京都/昆虫公園前教室 武部先生 オーストラリア・ケアンズ

今までに教室ツアーを実施した教室（2013年夏以降）
京都府/羽束師・グランデュール教室（第三弾） 西山先生 オーストラリア・ケアンズ
滋賀県/西今・日夏中央・日夏南教室（第五弾） 大江先生 オーストラリア・ケアンズ
福島県/堀之内教室 鈴木先生 オーストラリア・ゴールドコースト
群馬県/いしはら教室 深澤先生 オーストラリア・ゴールドコースト
三重県/桑名和泉教室 寺本先生 オーストラリア・ゴールドコースト
大阪府/鶴町教室 杉本先生 オーストラリア・ゴールドコースト
長野県/東吉田・柿の木教室（第四弾） 小坂先生 オーストラリア・ゴールドコースト
宮崎県/孝の子・大塚教室（第四弾） 今東先生 イギリス・ボーンマス
宮崎県/大貫教室 野村先生 イギリス・ボーンマス
静岡県/焼津豊田教室 渡部先生 イギリス・ブライトン
岐阜謙/塩河教室 大澤先生 ハワイ・ホノルル

2015　夏休み
石川県/辰口ものみやま教室 斉藤先生 アメリカ・ロサンゼルス郊外
愛媛県/小野教室（第二弾） 牧先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
愛媛県/古川教室（第二弾） 髙橋先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
愛媛県/中村5丁目教室（第二弾） 田畑先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
愛知県/豊田下林教室・昭和高峯教室（第二弾） 島津先生 アメリカ・サンディエゴ
兵庫県/かぼ教室 仮谷先生 オーストラリア・ケアンズ
高知県/須崎妙見教室 エイドリアーノ先生 オーストラリア・ケアンズ
岡山県/高野教室（第七弾） 近藤先生 オーストラリア・ケアンズ
岡山県/総社教室（第七弾） 小椋先生 オーストラリア・ケアンズ
岡山県/野介代教室（第四弾） 安尾先生 オーストラリア・ケアンズ
和歌山県/御坊駅前教室（第三弾） 前田先生 オーストラリア・ゴールドコースト
和歌山県/みさき公園教室（第三弾） 須之内先生 オーストラリア・ゴールドコースト
茨城県/石岡中央教室（第二弾） 仲神先生 ハワイ・ホノルル
神奈川県/二子4丁目教室 芝崎先生 ハワイ・ホノルル
宮城県/舘南教室 川口先生 ハワイ・ホノルル
愛知県/知立ながしの教室 河部先生 ハワイ・ホノルル

2015　冬休み
愛知県/稲沢公園前教室（第二弾） 間宮先生 オーストラリア・ケアンズ

2016　春休み
宮崎県/孝の子・大塚教室（第五弾） 今東先生 カナダ・バンクーバー郊外　
東京都/池上2丁目教室（第二弾） 小板橋先生 カナダ・トロント
福井県/小浜教室（第二弾） 山﨑先生 カナダ・トロント
島根県/久城教室 リー愛先生 オーストラリア・ケアンズ
兵庫県/フレミラ宝塚教室 浜田先生 オーストラリア・ケアンズ
香川県/土器町西教室（第六弾） 有馬先生 オーストラリア・ケアンズ
愛知県/楽田桃山台教室（第四弾） 田中先生 オーストラリア・ケアンズ
愛知県/春日井神屋教室（第四弾） 横井先生 オーストラリア・ケアンズ
埼玉県/西町4丁目教室（第二弾） 道山先生 オーストラリア・ゴールドコースト
埼玉県/東北2丁目教室（第二弾） 谷村先生 オーストラリア・ゴールドコースト
富山県/ふくの・となみ教室 伊藤先生 オーストラリア・ゴールドコースト
福岡県/薬王寺教室（第二弾） 池田先生 オーストラリア・ゴールドコースト
三重県/いなべ阿下喜教室（第二弾） 伊藤先生 オーストラリア・ゴールドコースト
大阪府/南住吉4丁目教室 河合先生 オーストラリア・ゴールドコースト
兵庫県/白鳥台教室（第二弾） ミラー先生 オーストラリア・ゴールドコースト
福島県/弘法坦教室 北村先生 オーストラリア・ゴールドコースト
福島県/堀之内教室（第三弾） 鈴木先生 オーストラリア・ゴールドコースト
福島県/泉玉露教室（第四弾） 加藤先生 オーストラリア・ゴールドコースト
福島県/郷ヶ丘教室（第二弾） 山本先生 イギリス・ボーンマス
埼玉県/本太中学校前教室（第二弾） 石関先生 イギリス・ボーンマス
愛知県/小牧山東教室（第三弾） 吉田先生 イギリス・ボーンマス
静岡県/水堀教室（第四弾） 水野先生 ハワイ・ホノルル
静岡県/下川原教室（第三弾） 犬塚先生 ハワイ・ホノルル

2016　夏休み
宮城県/茂庭台教室 日下先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
宮城県/八木山教室 蟻坂先生 アメリカ・ユタ州セントジョージ
京都府/紺屋教室（第五弾）　 龍崎先生 カナダ・トロント
京都府/甲山英数教室 秦先生 オーストラリア・ケアンズ
兵庫県/今森教室（第四弾） 八木田先生 オーストラリア・ケアンズ
鹿児島県/中種子・南種子教室（第二弾） 山口先生 オーストラリア・ケアンズ
鹿児島県/西之表教室（第二弾） 黒田先生 オーストラリア・ケアンズ
福岡県/花畑小前教室 松永先生 オーストラリア・ケアンズ
福井県/桜町教室（第二弾） 浅井先生 オーストラリア・ゴールドコースト
大阪府/尾崎駅前教室（第二弾） 里山先生 オーストラリア・ゴールドコースト
栃木県/岩曽教室 河本先生 オーストラリア・ゴールドコースト
岡山県/高野教室（第八弾） 近藤先生 ニュージーランド・ロトルア
岡山県/総社教室（第八弾） 小椋先生 ニュージーランド・ロトルア
岡山県/野介代教室（第五弾） 安尾先生 ニュージーランド・ロトルア



累積ポイント数に応じた商品をお受け取りいただけるハッピーポイントシステム。このハッピーポイント
システムは、ECC海外留学センターの各種プログラムにもお使いいただけます。先生ご自身の英語力や
教授力アップにお役立てていただいたり、先生のお子様の海外留学にもお使いいただくことができます。
もちろんECCジュニア教室ツアーの費用にもお使いいただけます！

ハッピーポイントシステムについて

400ポイントなら
→30,000円分

700ポイントなら
→100,000円分

1000ポイントなら
→150,000円分

1500ポイントなら
→250,000円分

「ECCグループからのお知らせ」
　をクリック

➡

➡

Unisonについて
ホームティーチャーWEBシステムUnison内にホームティーチャーの皆様専用のECC海外留学センターのページを設置しており、ECC
ジュニア教室ツアーの詳しい内容やグループツアー、海外の中学・高校留学や個人留学などの各種留学プログラムをご紹介しております。

是非、ハッピーポイントを使ってお得に海外留学をお申し込み下さい！

「ECC海外留学センター」
　をクリック



※ホームページのデザインは異なる場合があります
　のでご了承ください。

グループツアー海外英語研修 グループツアー伝言板

www.lets.ecc.jp
にアクセス

1

「グループツアー伝言板」
からご覧になりたい
コースをクリック

2

（月～土［日祝除く］11：00～19：00）

ECC海外留学センターホームページの「グループツアー伝言板」にツアー期間中に２～３回、
同行している引率スタッフからの報告を掲載します。

LET'Sのプログラムや
留学応援キャンペーンの
ことをつぶやいています♪　

LET’Sの「お姉さん」が海外留学に
役立つ情報をお届け中☆

Facebookページ

アカウント

ECC海外留学センターの
Facebook,Twitter情報

http://www.facebook.com/lets.ecc.jp

http://twitter.com/lets_ecc
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