溢れる大自然に都会の利便性、そしてわずか 1 時間の時差と治安の良さから親子に人気の留学先、オーストラリア。オーストラリアで
は管轄政府機関の元で、子供たちの潜在能力の発育を目的とした体系的な教育法が確立され、教育従事者の資格や認定制度なども厳格に
管理されています。幼児期に抱く特別な興味を重要に捉え、遊びや芸術、工芸、音楽、自然とのふれあいなどを通じた子供の主体的な活
動をサポートします。英語学習はもちろん、多民族国家であるオーストラリアならではの異文化体験が、お子様の潜在能力の発展に大い
に役立つことでしょう。

Hello Kids（ハローキッズ）は、グローバルスカイ・エデュケーション・グループがオーストラリアのクイーンズランド州に保有する 7
つの直営アーリーラーニングセンター(幼稚園・保育園)で、ローカルの子供たちと英語学習や異文化体験ができるプログラムです。保育園
を教育の場として捉えているオーストラリアならではの、子供の好奇心に応じた創造的な遊びを通したクリエイティブな学びを体験しま
す。幼児期における異文化体験は、言語能力発育の面で、日本人の苦手な英語を話す・聞くといった音声面での土台の能力の成長が期待さ
れます。ゴールドコーストに位置するセンターには日本人スタッフがおりますのでお困りのことなどはお気軽にご相談ください。

《アーリーラーニングセンターの一例》
【Southport Child Care Centre】

【Robina Town Child Care Centre】

ゴールドコーストの観光地のメインであるサーファーズ
パラダイスから車やトラムで北へ約 10 分。語学学校やシ
ョッピングセンターなども近くおすすめ。ゴールドコース
トで最大クラスの規模を誇るセンターで、リノベーション
された施設や広いガーデンスペースが人気です。

サーファーズパラダイスから車で南西へ約 15 分。閑静で
落ち着いた佇まいの住宅街の一角に位置し、緑溢れる公園
や気持ちの良い水辺も多く、観光よりもローカルな空間で
オーストラリアらしい体験をご希望の方に、おすすめの
センターです。

※ 保 護 者 の 方 が 語学 学 校 へ 通学 を ご 希 望 の場 合 は 、 Southport Child Care
Centre の入園をおすすめいたします。

【Mudgeeraba Early Childhood Centre】

ロビーナタウンから車で南西へ約 5 分の場所に位置する
緑豊かな街、マジュラバ。センターは 2018 年にリノベ
ーションが完了し、隣接する広大な公園やガーデンスペー
ス、豊富な種類の遊具など、遊び盛りの子供には嬉しい施
設が充実しており、アットホームでフレンドリーな環境が
特徴です。

センターイメージ
左：Southport Child Care Centre
中央：Mudgeeraba Early
Childhood Centre
右：Robina Town Child Care Centre

《アクティビティ例》

6：30-9：00

登園

9：00-9：30

英語の読み書き・計算

9：30-10：00

モーニングティー

10：00-10：30

お片付け

10：30-11：30

インドア・アクティビティ

11：30-12：00

ランチタイム

12：00-14：00

お昼寝・静かに遊ぶ時間

14：00-14：30

アフタヌーンティー

14：30-17：15

アウトドア・アクティビティ

17：15-17：30

軽食

17：30-18：00

降園

【参加者体験談】2018 年 8 月 6 歳のお子様
先生たちがあまり NO を言わずに子供の自主性を重んじ
てやらせるという方針が印象的でした。子供が自分の
中で「できた！」という達成感を得られるのはとても
良いことだなと思います。
お母様とお子様

※あくまでスケジュール例です。センターや年齢により実際のプログラムスケジュールとは異なることがあります。

【マントラサンシティ】食事なし
お食事や買い物に便利なサーファーズパラダイス
の中心部にあります。お部屋にはキッチンもござ
いますので、簡単な調理をすることも可能です。

◆滞在先設備：シャワー、トイレ、テレビ、キッチン、
冷蔵庫、電子レンジ、セーフティボックス、ヘアドライヤー
※部屋タイプにより異なります。
その他：館内レストラン、併設のバー、プール

専任シェフによるモーニングティー(朝のおやつ)、ランチ、アフタヌーンティー(午後のお
やつ)が提供されます。Robina Town Child Care Centre はランチを提供しておりませ
んので、事前にご準備をお願いします。

【インフォーラム・エデュケーション・オーストラリア】
授業の質やサポートに定評のある学校は、真面目な校風
でしっかり英語を学べる環境が整っています。
※

◆英語レッスン：
General English(週 4 日 20 時間/月～金：8：20～15：10)
※授業の曜日と時間は初日に決定いたします。
レッスン後に無料のワークショップがあります。自由参加のため、アーリ
ーラーニングセンターへのお子様のお迎えに合わせてご参加ください。

アーリーラーニングセンターは、ゴールドコーストエリアの他、自然豊かで、よりローカルな雰囲気と文化が味わえるロックハンプトン・
ヤップーンエリア(ブリスベン空港より約 1 時間 15 分)のお手配が可能です。別途お問合せください。

●フライト：成田・関西から乗継便で約 12 時間 (乗り継ぎ時間は含まず)
●通貨：オーストラリアドル（1 ドル＝約 84 円 2019 年 5 月現在）
●時差：日本時間より＋1 時間 ●原則として日本国籍の方は 3 ヶ月以内の滞在の場合 ETA(入国許可登録)が必要。

ゴールドコー
スト基本情報

2019 年 7 月～2019 年 12 月
期間：1 週間～12 週間 (現地祝祭日を除く)

※おひとり様料金

※アーリーラーニングセンターを 1 日単位でご希望の方は別途お問合
せください。

項目

1 週間

入園金(こども)

A$350

アリーラーニングセンター

A$650

入学金(おとな)

A$220

語学学校(おとな)

A$409

おとな 1 名(語学学校)+こども 1 名(アーリーラーニングセンター)、
レジデンス滞在(1 部屋) 1 週間の算出例
1A$=84 円の場合(2019 年 5 月 7 日付レート)

入園金(こども)

A$350

アーリーラーニングセンター

A$650

入学金(大人)

A$220

語学学校授業料(大人)

A$409

※1 部屋 2 名様利用(食事なし)

滞在

1 週間

マントラサンシティ

A$1300

滞在費用

A$1300

空港出迎え費用(片道)
小計：A$3479 ×

A$550
84

≒293,000 円

取扱手続料
海外送金手数料

※おひとり様料金

合計
空港送迎費用(片道)

97,200 円
5,400 円

395,600 円

※A$=オーストラリアドル
※土日・現地祝祭日はレッスンはありま
せん。(振り替えレッスンもありません。)

A$275

※一家族分の料金(3 名まで)

取扱手続料

97,200 円

1 名追加ごとに

21,600 円

海外送金手数料

5,400 円

※
※
※
※
※
※
※
※

上記費用はあくまで目安となります。また、費用は予告なく変更されることがございます。
当プログラムはグローバルスカイ・エデュケーション・グループによって企画・運営され
ております。
上記費用の他、航空券代金、燃油サーチャージ、空港諸税、国内空港施設使用料、国際観
光旅客税、ETAS 申請料、海外旅行保険料などが必要です。
お申込みの場合は株式会社 JTB ガイアレックとの手配旅行契約となります。お申込み時
に見積もり書をお渡しいたします。
確定換算レートはご請求書発行週の月曜日の三菱 UFJ 銀行 TTS レートに 5%リスクヘ
ッジを加算したものとなります。
お申込みにつきましては所定のお申込書が必要となります。
プログラムお申込みにあたりましては、
「親子留学」パンフレットご旅行条件をお読みい
ただき、内容に同意の上お申込みください。
キャンセル規定などは別途お渡しするお見積書をご参照ください。

お問合せ・お申込みはこちらへ

地球倶楽部事業部 東京
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-43-19 JTB ビル 3F
TEL：03-3988-2412 メール ：junior@gaiarec.jtb.jp 営業時間：月～土曜日 10：00～18：30 （日・祝は休み）

