
2020年 2月 28日 

高校入学生の皆様、保護者の皆様 

2020 年度 海外研修説明会について 
国際教育委員会 

主任 服部 恵子 

 

新入生の皆さん、保護者の皆様、大阪女学院高校へのご入学おめでとうございます。 

ご入学に際し、2020 年夏の海外研修等についての説明会を 2 月 29 日に実施予定でおりましたが、臨時休

校となりましたので学内での説明会は中止いたします。 つきましては、以下の通りご案内させていただきます。 

 

（１）モントレー海外研修の募集中止 

 
高校入学生の皆様から 4 名の参加者を募る予定でおりましたが、諸般の理由によりこの度は追加募集をいたし

ません。応募を考えていた高校入学生は大変残念なお知らせになり、申し訳ございません。 

 

 

（２）アカデミック海外研修（シアトル・ガールズ・プログラム）の学外説明会のご案内 

 
アカデミック海外研修は継続募集中です。詳しくはチラシをご覧下さい。 

学内での説明会は行われませんので、少しでも関心をお持ちの方はＩＳＡ関西支社での説明会にご参加ください。 

  学外説明会（於 ＩＳＡ関西支社）   日時： 3月 14日〔土〕16時～17時半 

また、ご質問や、説明会に参加を希望される方は、以下のいずれかに前日までにご連絡ください。 

大阪女学院留学担当（服部）： hattorike@osaka-jogakuin.ed.jp 

    ISA関西支社： smith-kansai@isa.co.jp 

 
 

（３）トビタテ！留学 JAPAN 申し込み、その他のご質問について 

  
トビタテ！留学 JAPAN を利用した留学を考えていらっしゃる方、それ以外の留学等でご質問がおありの方は、留

学担当の服部までご相談ください。 （トビタテについては 3月中のご連絡をお願いいたします。） 

電話：06-6761-4113    メール:  hattorike@osaka-jogakuin.ed.jp 

mailto:hattorike@osaka-jogakuin.ed.jp
mailto:smith-kansai@isa.co.jp
mailto:hattorike@osaka-jogakuin.ed.jp


◇旅行企画・実施：株式会社アイエスエイ 関西支社 
 観光庁長官登録旅行業第256号   

 TEL: 050-5804-1754  FAX: 050-5515-1836 
 営業時間：月～金 9:30～17:30 （祝日除く）  

 担当：内田有紀 

seattle 
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program 2020 
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プログラムの特長 

世界の最先端の技術やデザイン、アートが集まる街・シアトル。そんな街で自分の可能性を広げる力を身につけます。現地
では、同世代である高校生や大学生の考え方やキャリアプランを、セッションを通して学びます。自分にはなかった考え方
や、知識を吸収することで、視野を広げてほしいと考えています。また、現地で働く日本人女性や、現地スタッフとの交流
の場も多く用意しており、自身のキャリアプランに役立て、より一層輝く人になってほしいと願っています。 

プレゼンテーションスキル 
を身につける 

 グループ、ポスター、個人など発表の方法は
様々。プレゼンの機会を与えるだけでなく、発信
力と受信力も向上させます。 

  
自己肯定力 

 研修中は自分の考えを述べ、他者の意見を受け
止めることが大切となります。「人と違って良
い」ということを肌で感じ、生徒が自信を持つ
きっかけとします。 
 

ローマカトリック・イエズス会によって1891年に設立された、リベラルアーツカレッジ。
大学生の人数は約5,000名。上智大学、聖心女子大学と交流協定を結んでいます。キャン
パスは、住宅街とビジネス地区のちょうど境目にあり、観光名所の多くは徒歩15分以内で
行けます。アメリカ西海岸の大学ランキング(US News & World Report) では毎回上位
に選ばれています。                                           
 

seattle university 

【大学寮について】 
●基本、2～3名1部屋 
●シャワー・トイレは同じフロアで共有（エアコンはありません） 
※シアトルの夏平均気温は23.5度で、湿気も少なく、エアコンがない家庭も 
多くあります。暑い場合には扇風機の貸し出しをして対応しています。 

プログラムの目的 

滞在先：シアトル大学について（予定） 

※イメージ 

※イメージ 

積極性を身につけます 
 現地のセッションは、一人ひとりが自ら
の考えを引き出すワークショップスタイル。 
トピックは社会問題から「携帯のアプリを
考える」ような面白いプロジェクトなど多
岐に渡り、発表方法も様々です。 
少人数で話し合うからこそ、自分の考えを
伝えることは重要となり、本研修の最大の
学びとも考えています。 
また、出発前に各グループでシアトル観光
プランを自由に考えてもらいます。研修全
体を通して自主性や積極性を育てます。 

ロールモデルに学ぶ 
 様々な人との出会いが待っています。グ
ループリーダーだけではなく、現地で働く日
本人女性や現地スタッフなど夢に向かって頑
張る人との出会いは、みなさんを大きく成長
させてくれます。また、知らない知識や世界
を見ることで、自分の可能性を広げます。 
 

グループリーダーとの出会い 
 グループリーダーは現地の高校生や大学生。
同世代の仲間と接することでコミュニケー
ション力を養います。 

シャイな自分を変えたい人、自信をつけたいと 
思っている人も参加をしてみよう！ 
 

↓素敵な仲間に
出会えること間
違いなし！ 研修中はディベートやプレゼンテーションなど 

発言する機会が満載！ 
グループリーダーとは日本とシアトルの違いや、 
将来の夢など、色んな話をしよう！ 

現地で活躍する女性の話を聞く機会もあります！ 
女性のキャリアについて学びます。 

ボランティアも体験。海外ならではの取り組み 
から学ぶことはたくさんあります。 

素敵な仲間に出会えること間違いなし！ 
皆さんの参加をお待ちしています。 

 
☆こんな人にお薦めのプログラムです☆  
 ☑自信をつけたい     ☑視野を広げたい      ☑積極性を高めたい   ☑自分の殻を破りたい  
 ☑自分を成長させたい   ☑海外の大学で学んでみたい ☑コミュニケーション力を高めたい  
 ☑自分の可能性を広げたい ☑新しい自分を知りたい   ☑人前で堂々と話せるようになりたい   など 
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研修日程（予定） 
  日付 都市名 時間 交通機関 スケジュール 食事 

1 8/1 
土 

関西国際空港 
関西国際空港発 

 
16:00 

 
DL182 

関西国際空港に集合します 
シアトルへ向かいます 
 

   ＜日付変更線通過＞           

朝 昼 夕 

ー ー 機
内 

シアトル空港着 
シアトル大学 

09:55 
 午後 

専用車 シアトル大学へ向かいます 
到着後、入寮手続き 
キャンパスと近隣のツアー（グループリーダー同行） 

 （寮泊） 

機
内 

各
自 ○ 

2 8/2 
日 研修地 

午前 
午後 
夜 

 
   

セッション①（グループリーダー参加） 
ゲストスピーカーによるワークショップ 
振り返りと翌日の準備 

（寮泊） 

○ ○ ○ 

３ 8/3 
月 

研修地 
ワシントン大学 

 
 

午前 
午後 
夜 

 
公共交通 

 
 

セッション②（グループリーダー参加） 
ワシントン大学キャンパスツアー&ディスカッション 
振り返りと翌日の準備 

（寮泊） 

○ ○ ○ 

４ 8/4 
火 研修地 

 
終日 

 
夜 

公共交通 
 

セッション③（グループリーダー参加） 
現地企業／団体訪問とQ&Aセッション 
振り返りと翌日の準備 

（寮泊） 
○ ○ ○ 

5 8/5 
水 シアトル市内 

午前 
午後 
夜 公共交通 

 

シアトル観光フィールドワーク（グループリーダー同行） 
 パイクプレース・マーケット、スターバックス1号店、ビルゲイツ財団、 
 ショッピングモール等 各グループで計画をたてます 
報告会 

（寮泊） 

○ 各
自 ○ 

6 8/6 
木 

 
研修地 

 
 

午前 
午後 
夜 

 
 
 

セッション④（グループリーダー参加） 
大学内でのフリータイム 
振り返りと翌日の準備 

（寮泊） 

○ ○ ○ 

7 8/7 
金 研修地 

午前 
午後 
夜 

 
 公共交通 

  

セッション⑤（グループリーダー参加） 
現地NPO団体訪問（例：Dress for success/food bank等） 
修了式 

（寮泊） 

○ ○ ○ 

8 8/8 
土 

 
シアトル空港着 
シアトル空港発 

 

午前 
 

11:55 

専用車 
 

DL183 

専用車で空港へ 
到着後、搭乗手続きをおこないます 
関西国際空港へ向かいます                             

（機内泊） 

○ 各
自 

機
内 

9 8/9 
日 

関西国際空港着 15:25 到着後、解散 機
内 

ー 

☆ご利用予定航空会社…デルタ航空（DL） 
☆この日程表は2020年1月22日現在のものです。現地事情や航空座席の残席状況により以降のスケジュールに変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。 
☆食事条件用語の説明…機内：機内食  ○：手配あり  各自：各自にて  －：提供なし 
☆時間帯の目安…早朝：04:00－06:00  午前：06:00－12:00  午後：12:00‐18:00  夜：18:00‐23:00  深夜：23:00－04:00 

多彩なアクティビティ 

↑シアトルは見どころが盛りだくさん。アートや歴史などテーマを決めてプランを作りましょう 

For example… 

マーケットでお昼ご飯を食べたら、スタバの1号店へ！
世界の大企業もこんな小さな店から始まったんだなぁ… 

1日の最後には報告会を行います！ 
感じたことを皆でシェアしよう 

シアトル市内観光も学びの場とします 
 現地では、グループに分かれ、テーマに沿ってシアトル観光ツアーを計画してもらいます。各グループリーダーと実際に観光 
 地を回りながら多くのことを学びます。楽しみながら、チームビルディングを学ぶ場として位置づけています。 
 （訪問地例：パイクプレース・マーケット、スターバックス1号店、マリナーズ球場、スーパーマーケット、amazon go 等） 

現地の地下鉄 
を使うのも 
ドキドキです 

日本で考えてきたプランを、現地で 
グループリーダーに相談します。 
「この順番の方が行きやすいよ！」
「この時間の方が楽しめそう」など、
アドバイスを貰いましょう！ 

（写真は全てイメージ） 



旅行概要 

（株）アイエスエイ 関西支社 
観光庁長官登録旅行業第256号 
〒531－0072  
大阪市北区豊崎3-20-12  
パールグレイビル2F 
総合旅行業務取扱管理者：鉤直樹／中松裕 
担当：内田有紀 

J-CROSS  認証番号120401 
（一般社団法人 留学サービス審査機構） 
一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）正会員 
一般社団法人 海外留学協議会正会員 
留学・語学研修等協議会正会員 
旅行業公正取引協議会会員 
 

お問い合わせは・・・ 
TEL: 050-5804-1754 
FAX: 050-5515-1836 
営業時間：月～金 9:30～17:30  
    （祝日除く）  
 

※総合旅行業務取扱管理者とは、お 
 客様の旅行を取り扱う営業所での 
 取り引きの責任者です。 
 このご旅行の契約に関し、担当者 
 からの説明にご不明な点がござい 
 ましたら、ご遠慮なく旅行業務取 
 扱管理者にご質問ください。 

今後のスケジュール 
3月14日 
（土） 

【募集説明会】（生徒・保護者対象） 
 研修の詳しい内容、今後の流れをご案内します。 

正式申込 
手続き 

 ご提出いただいたISAプログラム申込書の情報をもとに後日、 
 お申込金（10万円）の請求書をご自宅にお送りします。 
 尚、お申込金は旅行代金の一部になります。 
 ※「ISAプログラム申込書のご提出」と「お申込金の   
   振込」をもって、正式申込みといたします。 

5月中旬 

【事前研修】 
・渡航手続き説明会／生徒・保護者対象 
 （渡航に必要な書類についてのご案内を行います） 
・キックオフガイダンス／生徒対象 
 （研修の主旨、内容と研修スケジュールについて参加者 
      全員で再確認します） 

旅行代金残
金のお支払

い 

 旅行代金からお申込金（10万円）を差し引いた残金の 
   請求書をご自宅にお送りします。 
 所定の期日までに、金融機関よりお振込みください。 

7月中旬 
【渡航前オリエンテーション】（生徒・保護者対象） 
 旅程について、現地での注意事項、持ち物について、 
   緊急連絡先等をご案内いたします。 

１:渡航先：アメリカ／ワシントン州シアトル 
２:研修期間：2020年8月1日（土）～8月9日（日）9日間 
３:対象：研修時高校1年生～高校3年生（女子生徒） 
４:募集人数：最大25名（最少催行人員15名） 
５:添乗員：1名同行 
６:滞在方法：シアトル大学の学生寮 
７:利用予定航空会社：デルタ航空（DL) 
８:旅行総費用： 

■旅行総費用に含まれるもの■ 
①往復航空運賃（エコノミークラス） 
②国内外空港諸税  
③海外交通費（日程表記載のある交通機関費用） 
④研修プログラム費用   
⑤寮滞在費用（1部屋1～4名、バスルームは複数室間で共有）  
⑥日程表に記載の食費   
⑦出発前及び帰国後の研修費用（教材費含む）   
⑧添乗員にかかる費用 

■旅行総費用に含まれないもの■ 
①燃油特別付加運賃  21,000円 
（2020年1月22日現在 デルタ航空の場合 ※金額は変動いたします）  
②航空保険料 0円 
（2020年1月22日現在 デルタ航空の場合 ※金額は変動いたします）  
③国際観光旅客税 1,000円 
④超過手荷物運搬料金 
⑤渡航手続き手数料 5,500円  
⑥ESTA(電子渡航認証) 申請代行料 4,000円 
⑦旅券印紙代 5年間11,000円 
⑧海外旅行保険料（弊社よりChubb損害保険をご紹介いたします） 
⑨個人的費用（お小遣い・電話代・寮の洗濯代など） 
⑩日程表に記載されていない食費  
⑪自宅から集合地・解散地までの交通費 

■免責事項■ 
・当社は参加者自身および身回り品に対してこうむられた損害・損失が天災、
地変、戦乱、同盟罷業、海陸空における詐欺、流行病、隔離、税関、規則その
他やむを得ない事由による場合は責任を負いません。 
・この旅行条件に記載のない事項に関しては（株）アイエスエイの旅行業約款
の定めるところによります。 
 
■その他■ 
・旅行条件、旅程、料金は2020年1月22日を基準としておりますので、航空運
賃及び各種交通機関などの運賃改定ならびにその他事由により変更される場合
があります。 
・確定した主な航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定日程表は、
2020年7月（予定）の最終渡航前オリエンテーションの際に交付します。なお、
交付前であっても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたし
ます。  
・この旅行には有効期間が帰国時まで残っている旅券が必要です。（日本国籍
以外の方は、自国の領事館、渡航先の領事館にお問い合わせください） 

現地運営団体 GPI-US 
次世代を担う子供達にこれからのグローバル社会で活躍する
上で必要なスキルを身につけてもらいたいという目的のもと、
グローバル人材養成プログラム、リーダシップ研修、英語研
修、ホームステイや寮滞在プログラムなど、幅広いグローバ
ル教育プログラムの企画・運営を行っております。 

参加人数 現地プログラム費用+旅行代金 総費用 

15名～19名 260,000円+228,000円 488,000円 

20名以上 245,000円+213,000円 458,000円 

参加を取消された日 お支払い頂く取消料 

正式申込み後から6/1までに取消された場合 50,000円 

6/2から7/1までに取消された場合 プログラム費用の75％ 

7/2からご出発までに取消された場合 プログラム費用の100％ 

■参加取消料について■ 
・お客様のご都合で、旅行契約を解除する場合は、下記の取消料をお支払い 
 いただきます。 
 研修費用は「現地プログラム費用」（シアトルでの研修プログラム費用及 
 び寮滞在費用）と「旅行代金」の２つから構成されています。 
 参加取消料の規定が異なりますので別々にご案内申し上げます。 
 
■現地プログラム費用の取消料（手配旅行約款に基づく）■ 

■旅行代金の取消規定（募集型企画旅行約款に基づく）■ 
 お客様のご都合で、旅行契約を解除する場合は、下記の取消料をお支払い 
 いただきます。  
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から 
      起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合                          
                                                                            …旅行代金の10％ 
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解 
      除する場合                                       …旅行代金の20％ 
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合       …旅行代金の50％ 
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合      …旅行代金の100％ 
※「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで 
       及び7月20日から8月31日までを言います。 

日時：2020年3月14日（土）16:00～17:30 
場所：アイエスエイ関西支社 会議室 
住所：大阪市北区豊崎3－20－12 
   パールグレイビル2F 
 

説明会に出席をご希望の方は、3月13日（金）までに 
smith-kansai@isa.co.jp にご連絡ください。 

 
※説明会へのご参加が難しい場合は、電話での対応も可能です 
 ので、お問い合わせください。 

※遠方にお住まいの場合や、ご参加が難しい場合は、資料の送付 
 や、電話での対応も可能ですので、ぜひご相談ください。 

説明会のご案内 
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