現高校2年生

限定

春休み

2020 年

北京語言大学留学体験ツアー
北京語言大学 東京校が抽選で38名の留学体験ツアーの 旅行代金の一部 ※ を補助 します！
参加希望の学生は、以下を参照してお申込みください。

抽選結果発表

補助金額は、 ：72,000円（8名）もしくは ：42,000円（30名）になります。
※抽選に外れてしまった方はもれなく北京語言大学 東京校主催の
【中国語づけスプリングスクール】
（日程：2020年3月24日 〜3月27日 ）に授業料5,000円を全額免除にてご招待します（その他、アクティビティ費が3,000円程度かかります）。

日程［ 4泊５日 ］

2020年 3月23日
留学体 験
ツアー
参加申込 条 件

発着空港

〜 3月27日

羽田

中国に興味のある2020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
● 本留学体験ツアーの趣旨
（裏面）を理解している方

申込期間

※お申し込みはWebサイトにて受け付けています。

2019年10月25日 〜2020年1月16日

●

●

●

●

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

お申し込みは
Webサイトで

右記QRコードの留学体験ツアー案内ページの「エントリーフォーム」に必要事項と

申込 方法

課題「留学体験ツアーの志望動機と将来の夢※（400文字程度）」を入力し、お申し込みください。

www.blcu.jp/octour2020

※留学体験ツアー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。

（www.blcu.jp）
の留学体験ツアー
案内ページ
からお申し込み

※個人情報の入力、
課題の
提出をお願いします。

自動返信メール確認

※自動返信メールがない場合は、
ご連絡ください。

❸当選された方に
「参加申込書」
と
「請求書」
を郵送

❹「参加申込書」
の
提出と参加費の
お支払い
※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。
※2020年2月7日
（金）
までに
お支払いください。

■インフォメーション
適用価格

※最少催行人数10名。
※申込締め切り後に抽選します。
抽選に外れてしまった方も、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。
※上記費用には羽田空港までの交通費、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2,610円、現地空港税90元（目安）=1,600円
燃油サーチャージ・航空保険料 5,600円、国際観光旅客税1,000円
※現地空港税は2019年10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。

利用航空会社（予定） 日本航空（日本発着時）

食事回数
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）
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。

■ 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
文部科学大臣指定 外国大学日本校

［ 日程 ］2020年2月15日 ・22 （予定）
［ 場所 ］北京語言大学 東京校

❼出発前準備

東京校

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-29-14
TEL: 03-5962-0065 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

３月２3日

食事

羽田空港から北京空港へ→着後バスにてホテルへ
→北京語言大学見学→日本人先輩留学生と
【夕食】 北京泊

３月２4日

【朝食（ホテル）
】
→北京語言大学へ
午前：中国語体験授業→
【昼食】
午後：市内観光→
【夕食】

北京泊

３月２5日

【朝食
（ホテル）
】
→北京語言大学へ
午前：中国文化体験授業→
【昼食】
午後：市内観光→
【夕食】

北京泊

３月２6日

【朝食
（ホテル）
】
→北京語言大学へ
午前：大学紹介・ワークショップ→
【昼食】
午後：中国人学生との交流会→
【夕食】

北京泊

３月27日

【朝食】
→バスで北京空港へ→北京空港から羽田空港へ
→着後解散

朝昼夕 朝昼夕 朝昼夕 朝

38,000円
68,000円

実費：110,000円

宿泊先（予定）

※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。

夕

補助金

※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。

❻「出発前オリエンテーション」
の参加

■スケジュール（予定）

羽田空港発着 補助金 適用価格

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

研修参加

参加までの流れ

❷受付の

❶Webサイト

2020年 1月21日

（BOX）

■航空便発着時刻
［往路］3/23
羽 田 発

JL021／9:00~12:20

［復路］
3/27
JL020／08:35~12:55

※JL=日本航空
※上記日程は、2019 年10月1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 第五事業支店 横浜第二営業所 担当：出口/総合旅行業務取扱管理者：澤野 貴仁

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

北京語言大学留学体験ツアーの趣旨
世

界情 勢は日々 大きく変化しています。2 0 3 0 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。また、

急増する訪日観 光客の約半 数を中華圏の観 光客が占めており、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。当ツアーは、北
京 語言 大 学 本 校 でのオープンキャンパス、中国人学 生との交 流 や 北 京 市内 観 光などを通して、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。

留学体験ツアー

3 つの特徴

留学体験

交流

観光

北京語言大学本校の留学生活が味わえま

日本語を学んでいる中国人学生や中国語

歴史的世界遺産と現代が混在する首都・

す。中国語授業体験や学食体験など、140カ

を学んでいる外国人留学生、留学中の日

北京を観光します。留学中の先輩学生お

国以上1万人の留学生が学ぶ多国籍なキャ

本人先輩学生など、交流会を通して体験

勧めの若者に人気のスポットにも地下鉄

ンパスの雰囲気を体感できます。

談を聞くことができます。

に乗り、足を運びます。

参加者の声

柳田さん（千葉県出身）

参加者の声

北京語言大学本校で中国語の体験授業を受け、
一人ひとりを丁寧に見てくれる授業で、日本の授
業の教え方と違うと感じ、こういう授業ならつい
ていけそうだと確信しました。

千田さん（宮城県出身）

参加者の声

私は北京で5日間を過ごし、中国のことが前より
も好きになりました。日本のアニメは中国でも人
気だと知り、特に若い人はその影響もあって日本
を好きだと言ってくれる人が多く嬉しかったです。

岡村さん（埼玉県出身）

買い物などで一般の人とも触れ合うことができ、
中国人の優しさも感じることができました。電子
マネーや買い物袋の有料化など、中国の方が進ん
でいる点が多くありました。

留学体験ツアー主催：北京語言大学 東京校について
中国国立大学の北京語言大学（下記参照）が東京・池袋に開学した日本校です。
東京校に在籍している日本人は全学生の

北京語言大学 東京校は、中国語で中国

最高峰の
中国語教育

語を学ぶ直接教授法、参加型少人数制授

約38％（2019年9月現在）です。世界の

国際的な
環境

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。

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。

北京語言大学について

〜「小さな国連」と呼ばれる国際型大学〜
外国人留学生に対する中国語・中国文化教育を主要な任務として創立した北京語言大学は、1962 年に創立以来、
183の国・地域から留学生を受け入れてきた中国で唯一の国際型大学です。現在では、年間約10,000人の留学生
が学び、
さまざまな言語や価値観が入り混じるその様子から
「小さな国連」
と呼ばれています。

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。

