
 
 

 
短期語学研修プログラム 

 
        カナダ・バンクーバー コース (対象：12歳以上)       
        イギリス・チェルトナム コース （対象：15歳以上） 

 
※渡航条件詳細は別紙をご確認ください。 

株式会社ＡＴＩ  

（2021年6月 株式会社アサヒトラベルインターナショナルより社名変更） 

〒101-0032  東京都千代田区岩本町2-4-1 神田岩本町プラザビル4階  

電話：03-5829-6396 / FAX：03-5829-6397 / Email: atiseminar2@ati-jp.com 

ホームページ：https://www.ati-jp.com/ 

観光庁長官登録旅行業第1種141号・一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 

国際航空運送協会（IATA）公認・新しい消費者保護制度JATAボンド保証協会に加入 

 



◇ 期間: 2022年2月6日（日）以降、毎週日曜出発 1週間単位で申込可 バンクーバー出発は土曜日より選択 

◇ 研修地: カナダ、バンクーバー 

◇ 研修先: 語学学校 Global College 

◇ コース: 15歳以上/パワースピーキングトレーニング(PST) 、12歳～14歳/English for Young Learners  

 どちらも一般英語コースになります。 

◇滞在方法: ホームステイ 

◇ 対象: 満12歳以上 

曜日 都市 
発

着 
交通機関 現地時間 日程 

日曜日 東京 

バンクーバー 

 

発 

着 

 

航空機 

 

専用車 

 

夕刻 

午前 

航空機にて、バンクーバーへ 

到着後、入国審査、通関 

ホストファミリー宅へ（空港から送迎付き） 

<所要時間: 約9時間 / 時差 –17または-16時間> 

月曜日～金曜日   専用車 9:00 

| 

14:30 

Global Collegeへ登校 

初日はクラス分けテストがあります 

一般英語クラスに参加（9:00～14:30） 

 

 

 

 

土曜日  

バンクーバー 

 

発 

専用車 午前 

午後 

専用車で空港へ 

航空機にて帰国の途へ 

ー日付変更線ー 

日曜日 東京 着  午後 到着後、解散 

1週間の場合： 15歳以上   １１７，０００円  

           12～14歳  １２４，０００円   

カナダ・バンクーバーコースのご案内 

Global Collegeについて 

Global Collageは、カナダのバンクーバーダウンタウン中心部に位

置する語学学校です。 「話すこと」をベースにあらゆる英語のスキ

ルを総合的に高めていくという授業を行っており、どのクラスでも

スピーキングを重視しています。会話した内容を先生が紙に書き

起こし訂正する方法を毎日行ないます。クラスは初級～上級まで

7レベルに分けられ、1クラスの生徒平均人数、は10～12名  

（最大15名）です。 

ホームステイについて 

食事は朝食、夕食は家庭で提供され、昼はランチボックスを

持たせてくれます。ホームステイ中は家族の一員として迎え

られますので、カナダの生活習慣や、文化も体験できます。

ホストファミリーとも英語で積極的に話してみましょう。 

13歳以下の場合、語学学校までは、ホストファミリーが 

送迎をしてくれます。（別途送迎費用必要） 

 

プログラム費用について 

上記費用に含まれるもの 

●入学金 

●教材費 

●授業料 

●ホームステイ手配料 

●ホームステイ滞在費（1日3食付き） 

●空港～滞在先往復送迎費用  

上記費用に含まれないもの 

●往復航空運賃 

●日本国内の交通費  

●国内・海外空港税、燃油付加運賃 （約32,000円 2021年10月現在） 

●海外旅行保険料 

●渡航手続き手数料：11,000円 

●カナダ電子渡航認証（eTA）取得代行手数料：3,850円 

●航空機超過手荷物料金  

●自由行動中の一切の費用  

●電話、おみやげ、食事以外の飲食費など個人的な諸費用  

●語学学校ーホストファミリー宅の送迎費用CA$300（13歳以下）、通学費用（14歳以上） 

●PCR検査費用及び手配手数料  

【パワースピーキングトレーニングコース 授業内容一例】 

9:00～10:30  エッセイ、読解、文法、読解、プレイゼンテーション 

10:40～12:00 スピーキング＆コレクションシート（文法が違っていた箇所をナチュラルに聞こえる表現等に先生と一緒に直していきます ） 

13:00～14:30 サバイバルイングリッシュ、ディベート、ボキャブラリー、ディスカッション、ミュージック、リスニング、発音、スピーキング 

（＊1 カナダドル=95 円にて計算しています。精算時は送金時のレートを適用いたします。）  



曜日 都市 
発

着 
交通機関 現地時間 日程 

日曜日 東京 

ロンドン 

 

発 

着 

 

航空機 

 

専用車 

 

午前 

午後 

航空機にて、ロンドンへ 

到着後、入国審査、通関 

専用車にて語学学校へ（空港から送迎付き、所要時間：約2時間） 

<所要時間: 約12時間30分 / 時差 –9時間> 

月曜日～金曜日   徒歩 

または 

バス 

9:00 

| 

15:00 

各自、語学学校 inlingua Cheltenhamへ登校 

初日にクラス分けテストがあります 

一般英語クラスに参加（12:15ー13:30は休憩時間） 

 

 

 

 

土曜日  

ロンドン 

 

発 

専用車  

夜 

専用車で空港へ（所要時間：約2時間） 

航空機にて帰国の途へ 

日曜日 東京 着  午後 到着後、解散 

1週間の場合： 15歳以上  １０９，０００円   

イギリス・チェルトナムコースのご案内 

inlingua Cheltenhamについて 

 ロンドンから西へ約200km。なだらかな丘陵地帯に羊が草を 

はむ様子が特徴的なコッツウォルズ地方に位置するチェルトナム

は、かつて温泉保養地として栄えた町で治安の良い町です。 

 inlingua語学学校はチェルトナムの街の中心に位置しており、 

一軒家を改装した校舎で授業が行われます。小規模な学校なの

で、日本人の割合が少なく、先生と生徒の距離が近くてアット  

ホームな雰囲気が人気の学校です。 

ホームステイについて 

 小さな町なので、通学時間は平均30分以内。徒歩または

路線バスで登校します。（バス通学の場合、費用は別途各

自負担）  

 チェルトナムは移民が少なく、人口の9割がネイティブの  

イギリス人なので、アクセントに癖が少なく、比較的聞き取り

やすい英語を話す方がほとんどです。食事は朝食、夕食は

家庭で提供され、昼はランチボックスを準備してくれます。 

 プログラム費用について 

上記費用に含まれるもの 

●入学金 

●教材費 

●授業料 

●ホームステイ手配料 

●ホームステイ滞在費（1日3食付き） 

●空港～滞在先往復送迎費用  

上記費用に含まれないもの 

●往復航空運賃 

●日本国内の交通費  

●国内・海外空港税、燃油付加運賃等 （約47,000円 2021年10月現在） 

●海外旅行保険料 

●渡航手続き手数料：11,000円 

●航空機超過手荷物料金  

●自由行動中の一切の費用  

●電話、おみやげ、食事以外の飲食費など個人的な諸費用 

●通学にかかるバス代 （1週間パス￡16～） 

●PCR検査費用及び手配手数料  

【一般英語（ジェネラル）コース】 

 午前9:00ー12:15と午後13:30－15:00まで、毎日６レッスン（1コマ45分間）が実施されます。授業中は徹底的に母国語使用禁止の厳しいポリシーが 

 貫かれ、午前中は一般英語、午後はレベルによって発音矯正やディスカッション、英語試験対策（IELTSやCambridge等）といった科目が選択できるので、 

 自分の目的に合わせて授業を受けることができます。 

◇期間：      2022年2月6日（日）以降、毎週日曜出発 1週間単位で申込可 チェルトナム出発は土曜日より選択 

◇研修地：     イギリス チェルトナム                           

◇研修先：      語学学校 inlingua Cheltenham 

◇コース：       一般英語コース （授業は週22.5時間）  

◇滞在方法： ホームステイ （3食付き） 

◇対象年齢： 満15歳以上 

（＊1 イギリスポンド=160 円にて計算しています。精算時は送金時のレートを適用いたします。）  



【申込概要】 
 

１． 渡航先   ： カナダ バンクーバー 又は イギリス チェルトナム 

２． 研修期間  ： ２０２２年２月ー３月 期間は1週間単位でご要望に応じて設定が可能です。 

３． 催行人数  ： 1名様から ＊添乗員の同行はありません 

４． 留学費用  ： プログラムの参考料金は各コースページをご参照ください。 

             出発日、日数、プログラム内容等により異なります。 

             個別にお見積もり金額をご提示いたします。 

５． 滞在方法  ： ホームステイ（1人1家庭） ※他の留学生（同性）が滞在する場合もあります 

６． 利用予定航空会社 ： （カナダの場合） エアカナダ、日本航空、全日空のいずれか 

                  （イギリスの場合） ブリティッシュエアウェイズ・日本航空・全日空のいずれか 

７.  問い合わせ/お申し込み先 

    

 

  

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2－4－1 神田岩本町プラザビル4階  

TEL(03)-5829-6396  FAX(03)-5829-6397 

ホームページからのお問い合わせはこちら  https://www.ati-jp.com/contact/ 

営業時間：平日9:00～18:00     担当：萩原・堀・白井・桶川  

株式会社ATI 

まずはお問合せいただき、ご希望の留学先、出発日、期間、費用などご相談ください♪ 

カナダ入国条件（2021.10月現在） 

ワクチン接種を２回完了した入国者は、必要条件を満た

していれば自己隔離なく入国が可能です。 

★渡航前PCR検査⇒出発の７２時間前に受けたPCR検査

の陰性証明書（英文）が必要です 

★ArriveCANアプリのダウンロード・事前登録⇒アプリを

ダウンロードし、必要情報をカナダ到着72時間以内に入

力完了させる必要があります 

★ワクチン接種英文証明書⇒ArriveCANアプリにアップ

ロードし、原本は携行します。接種後１４日以上経過して

いること 

イギリス入国条件（2021.10月現在） 

英国政府が認める有効なワクチン接種証明書をお持ち

で、必要な情報を事前に乗客追跡フォームにて電子申告

した場合、英国入国時の検査証明書、自主隔離が免除さ

れます。なお、18歳未満は英国政府が認める有効なワク

チン接種証明書を所持しているのと同様の取り扱いとな

ります。 

★到着後2日目のCOVIDテスト事前購入 

★ワクチン接種英文証明書(電子/紙) 

★2回目のワクチン接種後、14日以上経過していること 

★到着48時間前からのPassenger Locator Form提出  

https://www.ati-jp.com/contact/

