
2023年夏休み
中・⾼校⽣向けオーストラリア短期留学

クイーンズランド州⽴校
エリートサイエンス
プログラム2週間

豪政府認定∕QLD州認定留学エージェント TAKEOFF�Gold�Coast

引率付き⽇程
2023年7⽉22⽇（⼟）から8⽉5⽇（⼟）13泊15⽇
※4週間へのオプションもございます

対象
中学1年⽣から⾼校3年⽣
英検3級以上が望ましい

takeoffgoldcoast.com

名古屋∕東京からの引率付き！

開催都市:�Gold�Coast

https://takeoffgoldcoast.com/


〈スケジュール〉
⽇本からの引率付き⽇程
2023年7⽉22⽇（⼟）から8⽉5⽇（⼟）13泊15⽇
オプション①8⽉20⽇（⽇）までの4週間プランへの変更も可能ですが、後半は現地私⽴校への通学となります
オプション②引率なしで現地集合∕解散の参加も可能です

〈対象年齢〉
中学1年⽣から⾼校3年⽣

〈募集⼈数〉
中・⾼校⽣10名程度

〈参加資格〉
英検3級以上（任意）
プログラムへの参加意欲のある⽣徒
※豪州への出⼊国に際し新型コロナワクチンの接種条件などはありません

〈申込期限〉
2023年4⽉21⽇（⾦）または定員に達し次第

〈通学先〉
クイーンズランド州⽴中・⾼校（ゴールドコースト市内）

〈引率付き出発地〉
中部国際空港∕成⽥国際空港
※参加者の申し込み状況により変更になる場合がございます

〈滞在⽅法〉
ホームステイ（2⼈1組または1⼈1家庭）

〈参加費⽤〉
お⼦さま1名 480,000円＋税
※2回⽬の参加者は30,000円の割引がございます
※兄弟・友⼈・グループでお申し込みの場合はそれぞれ20,000円を割り引きます
※4週間プランへの追加料⾦は1名320,000円＋税（現地校＋ホームステイ2週間延⻑含む）となります

〈費⽤に含まれるもの〉
⽇本からの往復引率費⽤、現地空港往復送迎費⽤、現地校関連費、ホームステイ関連費、
現地24時間緊急サポート（⽇本語対応）、現地からの写真配信サービス
※ホームステイでは、原則として学校送迎と毎⽇3⾷が含まれます
※通学先とホームステイ先以外での緊急対応に伴う実働が発⽣した場合は実費を請求いたします

〈費⽤に含まれない主なもの〉
往復航空運賃、⽇本国内移動費、観光ビザ（ETA）申請料、海外旅⾏者保険、
個⼈的なお⼩遣いなど

〈企画・現地運営〉
TAKEOFF�Gold�Coast

〈航空券⼿配〉
旅⾏代理店 株式会社Premium�Vacations（東京都）
往復航空券に関しましては、締め切り後に団体チケットを⼿配します
 

2023年夏休み エリートサイエンスプログラム募集要項



クイーンズランド州⽴校
エリートサイエンスプログラムとは

Queensland�is�committed�to�providing�a�world-class�education�that�nurtures�excellence,�fosters
innovation�and�celebrates�diversity.

�
Participating�in�an�elite�science�study�tour�program�provides�students�with�the�opportunity�to

benefit�from�our�commitment�to�developing
��super�scientists��of�the�future.

Scienceの分野において、世界でも有数の研究機関や学習環境の整っている
クイーンズランド州では、未来の科学者を育むために、

中・⾼校⽣向けの特別なエリートサイエンスプログラムを実施しています。
�

サイエンスと⾔ってもその範囲は広⼤で、
化学、⽣物学、物理学、医学、⽣体医⼯学、環境学のほか、

特にここクイーンズランド州ならではの科⽬としては、海洋学（Marine�science）や
農学（agricultural�science∕農業・林業・⽔産業・畜産業）の分野も⼈気です。

�
今回のエリートサイエンスプログラムでは、上記の中から

多くの中・⾼校⽣が馴染みやすいテーマとして
環境学（SDGs含む）や海洋学など特定の2つのテーマを選び、

2週間かけてテーマを掘り下げていきます。

＜ロボティクスをテーマにした際のサンプルスケジュール＞

こちらのエリートサイエンスプログラムは
サイエンスに特化した分野の英語レッスン＋現地クラスでの授業＋遠⾜（課外学習）

を組み合わせたプログラムとなります。



クイーンズランドの州⽴は中・⾼校の⼀貫教育。通常は、個⼈での短期留学は10週間以
上しか受け付けていませんが、このプログラムでは、特別に2週間の短期通学が実現でき
ます。
短期通学中は、原則として年齢に応じた各学年のクラスに⼊ります。現地校では、バデ
ィと呼ばれるお世話係が留学⽣1⼈1⼈に配置され、学校内のことや授業中のサポートを
してくれます。

クイーンズランド州⽴校に短期通学できる貴重なチャンス

参加者やそのご家族、スタッフや関係者のみが参加できる⾮公開のFacebookグループを
作成し、留学プログラムの実施中、現地スタッフが毎⽇お⼦さまの様⼦をUPしていきま
す（週末を除く）。ご家族はいつでもお⼦様の様⼦を確認することができるとともに、
Facebookを通じて、ご家族にもゴールドコーストを感じて頂けたら嬉しいです。

こちらのFacebookページの詳細についてはお申し込み者に直接お知らせいたします。

   FaceBookのプライベートグループでお⼦さまの写真を毎⽇配信

留学中の病気やけがに関し、現地の⽇本語医療センターと提携し、常に万全のサポート
を提供しています。現地在住の⽇本⼈医師による聞き取りや病院への同⾏をはじめ、ど
のような状況でも⽇本⼈スタッフが⽇本語でお⼦さまの症状を確認し、不安のないよう
に対応いたします。
なお、参加者には海外旅⾏者保険にご加⼊して頂くため、原則として現地ではキャッシ
ュレスで医療サービスを受けて頂くことが可能です。※例外もございます

   ⽇本⼈スタッフ・⽇本⼈医師の⾒守る現地24時間緊急対応

留学中は、様々な「予期せぬこと」「⽇本とは全く違うこと」に直⾯します。⽇本では
すぐに家族や友⼈に助けを求められる場⾯でも、留学中に頼れるのは⾃分と仲間、そし
てホストファミリーや私たちスタッフです。
今「なにを困っているのか」「⾃分はどうしたいのか」を相⼿に伝える⼒を⾝に付け
て、現地でトラブルに直⾯した際に⾃分の⼒で解決する体験も、留学で得られる貴重な
体験です。私たちは、そんな想いでプログラムを⾒守っていきます。

   困難や問題は⾃分で解決する⼒を⾝に付けます

現地クラスで過ごす以外に、留学⽣向けの英語集中クラスを受講します。現地クラスで
は、ローカルの中で英語のシャワーを浴び、英語集中クラスでは、第⼆⾔語（語学）と
しての英語をしっかり学びます。このように、短期留学でもダブルのアプローチで英語
に関する⾔語脳を刺激します。
なお、英語集中クラスでは、エリートサイエンスプログラムのテーマに沿った特定の課
題など、留学期間を通じて完成させるべきタスクが与えられます。

   英語集中クラス

短期留学プログラムに関して、私たちが最も⼤切にしていること、それはホームステイ
先の選定です。すべてのホストファミリーがTAKEOFF�Gold�Coastの基準をクリアした家
庭です。
組み合わせを考慮する際は、⽣徒やホストファミリーの趣味や趣向、直感的な雰囲気ま
でを考慮して、⼀⼈ひとりに合ったホストファミリー選びに最も時間をかけています。
参加する⽣徒⾃⾝も「ホストファミリーを喜ばせるような」態度と気持ちで、家族のよ
うにその家で過ごすことが重要です。

   ⺟親⽬線で選び抜かれた安⼼のホストファミリー

ー�Points�of�this�program�ー



日程  内容
7月22日（土） Ｄａｙ１ 集合・日本出発

7月23日（日） Ｄａｙ２ 到着・ホストファミリーと対面

7月24日（月）
から

7月28日（金）

Ｄａｙ３
から

Ｄａｙ７
現地校通学Week1

7 月29日（土） Ｄａｙ８ ホストファミリーと過ごす

7月30日（日） Ｄａｙ９ ホストファミリーと過ごす

7月31日（月）
から

8月４日（金）

Ｄａｙ10
から

Ｄａｙ１４
現地校通学Ｗｅｅｋ2

8月5日（土） Ｄａｙ１５ 日本帰国

参考スケジュール

※スケジュールは今後変更になる可能性があります

TAKEOFF�Gold�Coast
�

豪政府認定留学エージェントQEAC登録番号N421
クイーンズランド州⽴校（EQI）オフィシャルエージェント
Mail：support@takeoffgoldcoast.com

LINE�ID:�@150vtrlu
Website:�takeoffgoldcoast.com

Instagram:�takeoffgoldgoldcoastで検索！

お申込フォームの⼊⼒
パスポート・必要書類のご提出
デポジット（5万円＋税）のお⽀払い

＜お申し込み⽅法＞

1 .
2 .
3 .
�※詳しくはこのパンフレットの6ページを参照

航空券の確定（4⽉下旬ごろ）
プログラム代⾦のお⽀払い（5⽉中）
参加者説明会（Zoom）実施（6⽉中）
ホームステイ先の確定（出発の2週間前までに）
出発（7⽉または8⽉）

＜出発までの主な流れ＞

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

https://takeoffgoldcoast.com/


TAKEOFF Gold Coast
support@takeoffgoldcoast.com

2023年2月1日

2023年夏休みプログラム参加希望者の皆さまへ
お申し込み方法・お手続きについて

　

　

この度は、TAKEOFF Gold Coastの留学プログラムへのお申し込みをご検討下さり、誠にありがとうございま
す。お申込フォームのご提出とDepositのご入金後に、お申し込みが確定いたします。下記の内容についてご確
認頂き、必要なご準備をお願いいたします。

＜航空券について＞

航空券についてですが、今日現在、4月中の取得を予定しております。予定ではジェットスター航空の直行便で
すが、いまだ運行状況が不安定なため、変更になる場合もございます。締め切り後に、私どもの提携先旅行代

理店を通じて最適な航空券手配を行います。※親子留学の方は個人でのお手配でも問題ございません。

記

1. お申込フォームのご提出（4月21日まで／先着順）

a. 下記のグーグルフォームからお申し込みをお願いいたします。2回目の参加の方もお手数で
すが再度ご提出ください。

お子さま単身の場合

お子さま単身留学お申込フォーム

親子留学の場合

親子留学お申込フォーム

b. TAKEOFF Gold Coastの約款を必ずご一読ください。

団体プログラムに参加される方

TAKEOFF Gold Coast団体プログラム約款

個人プログラム（スポーツ留学等）に参加される方

TAKEOFF Gold Coast個人プログラム約款

2. Depositのお支払い（お申し込みと同時）

a. Depositは返金不可です

b. 参加者1名あたり　  50,000円＋税
親子2名の場合は　100,000円＋税

mailto:support@takeoffgoldcoast.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXjS2CJ2rg0KMfglTpmpoMT8p2FM9OHWN0Q_OSlMWOt2KLqA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs2PZw6cCgI2Y2I9z0yWlSc10bqEQ-gTavs2OOWMu76Su40g/viewform?usp=sf_link
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:770a6582-b60a-3964-ac5b-35a963e05aa1
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:08d90015-8322-31db-8213-61232b6f901b
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c. お振込先
お振込み時は必ず参加者のお名前をご入力ください

海外送金（円建て）

Bank: ANZ
BSB: 014-536
Account No: 468530752
Account Name: TAKEOFF Gold Coast
Branch: Robina (Shop 4138 Robina Town Center, Robina QLD 4226)
Swift Code: ANZBAU3M

日本国内口座

大垣（おおがき）共立銀行

高辻（たかつじ）支店　普通　574979
イヌカイ　トモコ

※国内口座をご利用の場合は、初回のみ海外送金手数料7,000円を加算してお振込みくださ
い。この海外送金手数料は、同一プログラムへのお支払いに関して、1回のみお支払いいた
だいております。残金のお支払い時には不要です。

3. 書類の提出（お申し込み確定後できるだけ速やかに）

a. パスポートのコピー（見開き）
b. ホームステイ先への紹介用紙（手書き）こちらからダウンロードして下さい。
c. ホームステイ先への家族写真や個人の写真数枚
d. 新型コロナウイルスワクチン接種証明書（接種者のみ／海外渡豪用）
※接種義務はありませんが現地での緊急対応に使用します

※海外渡豪用であれば、デジタルでも紙でも構いません

e. 母子手帳の予防接種欄のコピー（6歳以下の参加者で通園する場合）
f. 海外旅行者保険の保険証書のコピー（参加者全員）

4. 検討事項（詳細はお申込者にご案内します）

a. 海外旅行者保険への加入（個人で加入）
b. SIMカード必要の有無（小学生は携帯電話は持参禁止／中学生以上応相談）
c. レンタカー（親子留学の方）
d. RATキット（現地到着後に一度検査をします）※今後廃止の予定あり

5. 出発までのご準備（※2023年2月現在の規定に基づく）

a. 観光ビザ（ETA）の申請
ETA（観光ビザ）の申請をETAアプリから完了してください。ETAは一度申請すると1年間有効
で1回の滞在は最長3か月となっています。ETAアプリはアップルストアやGoogleストアから入
手できます。申請料（20ドル）はカード払いのみとなります。
Subclass 601 Electronic Travel Authority (homeaffairs.gov.au)

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:92b53731-e753-31b5-8797-4d6d508e8f4f
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/electronic-travel-authority-601#HowTo
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6. お申し込み後のスケジュール

3月末
申し込み締め切り

4月中
航空券の取得

5月
プログラム代金からDepositを引いた残高のお支払い

6月
参加者への説明会（Zoomにてオンライン開催）
※持ち物など、参加者のしおり配布

ご出発の2週間前
ホストファミリーの決定

7月22日または8月5日
出発

7. 書類の提出先・お問い合わせ先

団体プログラムへのお問い合わせはいつでもお気軽にご連絡ください。

TAKEOFF Gold Coast
Mail　support@takeoffgoldcoast.com

mailto:support@takeoffgoldcoast.com
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