現高校2年生
限定

2019 年

春休み

高校生北京研修プログラム

※過去のツアー写真です（イメージ）
。

日程

発着空港

2019年 3月25日
（月）〜 3月29日
（金） 羽田・成田

申込期間

2018年10月1日
（月）
〜2019年1月16日
（水）

［ 4泊５日 ］

中国に興味のある2019年度新高校３年生（現高校2年生）
中国（香港・マカオ・台湾を含む）以外の国籍を有する方
● 本プログラムの趣旨を理解している方

研 修プログラム
参加申込 条 件

※Webサイトにて受け付けています。

●

●

●

●

団体行動を心がけられる方
参加について保護者の同意を得ている方

「作文」
（テーマ：
「研修の志望動機と将来の夢」400〜800字）で審査を行います。

審査

※研修を高校卒業後の進路や将来の夢にどう活かしたいのかを書いてください。

北京語言大学 東京校Webサイトの「エントリーフォーム」にてお申し込みください。
「作文」は「エントリーフォーム」の指定欄に入力してください。

申込 方法

特別補助金
制度

審査合格者（50名）には北京語言大学 東京校が
研修代金の一部（ ：81,000円もしくは ：51,000円）を補助します。
申込締め切り後に審査し、合格者は、実費から もしくは を差し引いた価格で参加できます。
※不合格の方も、実費負担にて参加できる場合があります。

❹「参加申込書」
の
提出と参加費の
お支払い

自動返信メール確認

（www.blcu.jp）
でお申し込み

※個人情報の入力、作文の
提出をお願いします。

※自動返信メールがない場合は、
ご連絡ください。

※参加費用の入金をもって
正式申込となります。
※不催行の場合は
全額返金します。
※2019年2月8日
（金）
までに
お支払いください。

❸審査を合格された方に
「参加申込書」
と
「請求書」
を郵送

■インフォメーション

引率・添乗員

北京西郊賓館（部屋指定なし、男女別の2〜3名1室）
朝食4回・昼食3回・夕食4回（機内食を除く）

［ 場所 ］北京語言大学 東京校

❼出発前準備

■ 研修内容･出発前オリエンテーションに関するお問合せは

東京校

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-29-14
TEL : 03-6863-2868 FAX: 03-5960-1339 E-mail: tokyo@blcu.jp

［月〜金］:午前10:00〜午後5:00 ［土・日･祝日］
：定休

食事

各空港から北京空港へ → 着後バスにてレストランへ
３月２5日
（月） →【夕食】→ ホテルへご案内
北京泊
【朝食（ホテル）
】→ 北京市内石油学院付属高校へ

３月２6日
（火） 午前：中国人高校生の授業参加 →【昼食】

午後：中国人高校生の部活動に参加 →【夕食】

【朝食（ホテル）
】
３月２7日
（水） 午前：日系企業見学 →【昼食】
午後：市内観光
（天安門、
王府井）→【夕食】

北京泊

北京泊

【朝食
（ホテル）
】
３月２8日
（木） 午前：北京語言大学見学 → 中国語体験授業 →【昼食】
午後：日本人留学生先輩との交流会 →【夕食】 北京泊
【朝食】→ バスで北京空港へ → 北京空港から各空港へ

３月29日
（金） → 着後解散

（BOX）

■航空便発着時刻

［往路］
3/25（月）

［復路］3/29（金）

羽 田 発

CA182／14:20~17:15

CA181／08:35~12:50

成 田 発

添乗員は同行しません。
最少催行人数を満たした場合は、
北京語言大学 東京校職員が同行します。

文部科学大臣指定 外国大学日本校

［ 日程 ］2019年2月16日 ・23 （予定）

朝昼夕 朝昼夕 朝

利用航空会社（予定） 中国国際航空（日本発着時）

食事回数

※オリエンテーションでは、プログラム
の趣旨、詳細スケジュール、注意事項、
準備事項などを説明します。

朝昼夕

※各空港最少催行人数10名。
※申込締め切り後に審査します。不合格の方も、実費負担にて参加できる場合があります。
※参加費には、国際往復航空券現地での宿泊費（予定ホテル：北京西郊賓館）、移動費、
観光費、
表記の食費が含まれます。
※参加費用には国内空港使用料・現地空港諸税・燃油サーチャージは含まれていません。
※上記費用には指定の空港までの交通費、海外旅行傷害保険料、
お小遣いは含まれません。
〈別途国内空港使用料・現地空港税について〉
●羽田空港使用料2,670円、現地空港税90元（目安）=1,600円 燃油サーチャージ 7,000円
●成田空港使用料2,610円、現地空港税90元（目安）=1,600円 燃油サーチャージ 7,000円
※現地空港税は2018年9月1日現在のレートとなり為替レートの変動により
料金が変わります。請求書発行時の為替レートでご請求させていただきます。
※燃油サーチャージが新設された場合は徴収額が変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

宿泊先（予定）

❻「出発前オリエンテーション」
の参加

夕

38,000円
68,000円

実費：119,000円

※2〜3名1室

※参加者本人と保護者様の
「出発前オリエンテーション」の参加が
義務付けられています。

www.blcu.jp/octour2019

■スケジュール（予定）

羽田空港発着 補助金 適用価格
・
補助金 適用価格
成田空港発着
ご旅行代金
〈お1人様〉

❺本学より
「出発前オリエンテーション
のご案内」
を送付

Webで

研修参加

参加までの流れ

❷受付の
❶Webサイト

申し込みは

CA926／15:15~18:20

CA925／09:10~13:40

※CA=中国国際航空
※上記日程は、2018年8月2日現在予定されているフライトスケジュールを基本としております。
航空会社都合によるフライトキャンセルや、スケジュール変更が生じる場合があります。

■ 旅行企画･実施

（株）

観光庁長官登録旅行業第724号
〒163-6029東京都新宿区西新宿6-8-1新宿オークタワー28階
JATA正会員

■ 旅行のお問合せ･お申込書提出先は

株式会社 エイチ･アイ･エス 法人旅行営業本部 関東団体営業グループ 横浜団体営業所 担当：出口／総合旅行業務取扱管理者：水野 由美子

TEL:045-317-3631 FAX:045-317-3512 〒220-0004
平日 10:00〜18:00／土日祝 定休

神奈川県横浜市西区北幸2-10-33 マニュライフプレイス横浜6Ｆ

研修プログラムの趣旨
世界情勢は日々大きく変化しています。2030年には中国がアメリカを超えて世界最大の経済大国になり、2050年には「BRICs」
「 E7」な
どアジアが世界をリードするとも予測されています。日本にとっては、アジア、特に中国の動向から今後も目が離せず、ビジネスの場では中
国語の需要はさらに高まると予想されます。当研 修プログラムは、北京現 地の名門高校に在籍する中国人学生との交流や、北京にある日系
企業訪問、北京語言大学本校でのオープンキャンパスを通して、高校生が中国語学習への動機づけや卒業後の進路選択などの材料としてご
活用いただくことを目的としています。

研修プログラム
特徴

01

北京の名門高校で
授業体験や国際交流

現地校でオールイングリッシュの英語の授業や
体育の授業を現地高校生と一緒に受講。同世代
の現地高校生との交流を深めます。

3 つの特徴

中国語教育最高峰の
北京語言大学本校を見学

特徴

02

特徴

03

140カ国以上１万人の留学生が学ぶ多国籍な
キャンパスの雰囲気を体感し、現在留学中の日
本人大学生の体験談を聞きます。

［参加者の声］

北京市内観光と
日系企業訪問

歴史的世界遺産と現代が混在する首都・北京を
観光します。また、日系企業訪問で、国際舞台で
活躍する方々にお会いします。

［参加者の声］

［参加者の声］

文化や教育、思想は違っても、やっぱり同じ高校

北京語言大学の見学は非常に有意義でした。進

北京で駐在勤務されている日本人の方の話を聞

生。人間大事なのは笑顔と伝えようとする気持

路を決める上で大きな参考になりました。小さ

いて、もっと深く将来の進路のことを考えること

ちなのだなと改めて実感しました。連絡先も交

な国連と言われるように、たくさんの国の人達

ができました。また、英語・中国語を話せること

換できて、普段 中国 語を使う機 会のない 私に

と学び合うこの大学はきっと楽しいだろうなと

はとても強みになると感じました。これからは何

とっては素敵な友人ができたことが本当に嬉し

思いました。

倍も勉強に励もうと思いました。

かったです！

小川さん（埼玉県出身）

黒田さん（東京都出身）

若森さん（岐阜県出身）

研 修プログラム体 験 談

現 地高校 生との交 流がきっかけで、世界が広がった。
研修当時印象に残ったのは、現地高校の授業レベルの高さと現地高校生の優しさです。交流
を通して彼らと自分の語学力の差を思い知らされました。
この時感じた悔しさをきっかけに高
校卒業後は北京語言大学 東京校に入学しました。
中国語ゼロで入学しましたが、1年間で日常会話がわかるまでに成長しました。
２年生から

福本 峻 さん（神奈川県出身）

は北京本校へ留学しました。研修で出会った中国人学生とは今でも交流が続いています。

北京語言大学 東京校2年生
2016年春北京研修プログラム参加

先日、北京で再会を果たすことができ、嬉しかったです。

研修主催：北京語言大学 東京校について
北京語言大学 東京校は、中国語・中国文化教育を専門とする中国国立大学の日本校です。
最高 峰の中国語 教育

国際的な環境

北京語言大学 東京校は、中国語で中国語を学ぶ直接教授
法、参加型少人数制授業など北京本校のカリキュラムをその
まま採用しています。

東京校に在籍している日本人は全学生の約35％（2018年
4月現在）です。世界の学生たちと共に学ぶキャンパスライフ
はまるで留学しているかのような学習環境です。

旅行条件書(要旨)

※お申し込みの際は、
必ず募集型企画旅行条件書
（全文）
をお読みください。

１.募集型企画旅行契約

3.取消料

この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と募集

4.お客様の確認事項

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、
いつでも旅行契約を解除出来ます。

型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行
条件書
（全文）
、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表
（確定書面）
によります。

2.旅行のお申込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えておただきます。電話でお申込み
の場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金をお支払いいただき
ます。
旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、
申込金を受理したときに成立いたします。

旅行代金の額

申込金（お1人様）

３０万円以上

６０，０００円以上旅行代金まで

１５万円以上３０万円未満
１５万円未満

３０，０００円以上旅行代金まで
２０，０００円以上旅行代金まで

（１）現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビ
ザの要否などをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要

旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算して

特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

４０日前〜３１日以前

10％

無料

３０日前以降〜３日前以前
２日前〜旅行開始日
旅行開始後または無連絡不参加
特定日：4/27〜5/6、7/20〜8/31、
12/20〜1/7

旅行代金の２０％
旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

なパスポート、ビザをご用意ください。
（２）
渡航先の
「海外危険情報」
「海外感染症情報」
をご確認ください。
海外安全ホームページ ：http//www.pubanzen.mofa.go.jp/
感染症情報ホームページ：http//www.forth.go.jp/

5.その他

（１）
コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（２）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に
備えて、
海外旅行傷害保険のご加入をお勧めします。

