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留学に絶好のロケーション、ケアンズ

• 日本との時差がわずか1時間、現地時間に慣れることが

できる。帰国後の生活サイクルも保ちやすい。

• 現在、成田国際空港と関西国際空港から直行便で所

要時間は7時間前後。

• 国際空港からケアンズ中心部・CLCまで車でわずか10

分という抜群のアクセス。

• 二つの世界遺産、世界最大の珊瑚礁グレートバリアリー

フと世界最古の熱帯雨林に囲まれ、大自然の魅力に

溢れたアクティビティを体験することができる。

• ケアンズにははっきりした四季はなく、雨季と乾季に大別される。

• 雨季は夏に当たる12～3月頃。雨季といっても、日本の梅雨のように1日中降り続くことはない。1日の
中でも天気が変わりやすく、夕方にはスコールに襲われることも。

• 冬に当たる6～8月でも最低気温は16℃前後。夜は少し肌寒いが、日中は半袖でも過ごせる。



ケアンズランゲージセンターが選ばれる理由

住所:91-97 Mulgrave Road, Cairns, Queensland 4870 Australia
ケアンズ国際空港から車で10分
ケアンズセントラルショッピングセンターから徒歩5分

ケアンズセントラル・ショッピングセンター

徒歩5分

ケアンズ国際空港

車で10分
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ケアンズランゲージセンター(CLC)は1966年に創立されたケアンズ市内の学校では最も歴史のある英語

学校です。 。CLC英語教師はすべてTESOL(Teaching English to Speakers of Other 

Languages)有資格者となります。またEQI(クイーンズランド州政府教育省)の正式エージェントとして

ケアンズで唯一の高校進学準備コースを取り扱うYoung Leanersのスペシャリストです。

• チャールズダーウィン大学(CDU)の法人組織

• ユーロセンター・ケアンズ校

• 150を超えるホストファミリーとの直接契約によ
る長年の信頼のネットワーク

• スタディツアーおよび教育旅行における長年の
実績と経験

• クイーンズランド州教育省 高校進学コース
正式エージェント



プログラムの概要

• 参加対象年齢 小学5年生から高校3年生

• 授業開始8時30分、終了16時00分

1. 英語でのコミュニケーション力(聞く・話す・書く・語彙)に焦点を当てたレッスン

一日４時間(午前)

2. オーストラリアの文化を体験しながら英語学習

一日２時間(午後)

• 世界遺産グレートバリアリーフにあるグリーン島への観光で大自然を体感

＊この日の終了時間は17時30分前後となります

• 最終日には修了書を授与

日曜日
2020年
3月29日

月曜日

3月30日

火曜日

3月31日

水曜日

4月1日

木曜日

4月2日

金曜日

4月3日

土曜日

4月4日

ケアンズ
国際空港到着

CLCのスタッフが
お待ちしています。

ホストファミリーと
各家庭へ。

午前
英語レッスン

午後
オーストラリア
の文化

午前
英語レッスン

午後
オーストラリア
のアート

終日

グリーン島
一日観光

*グラスボトム
ボート乗船券
付き

午前
英語レッスン

午後
ケアンズ
ワイルドライフ
ドーム

*コアラ抱っこ
写真付き

午前
英語レッスン

お別れBBQ

午後
ショッピング
センターで
トレジャーハント

ホストファミリー
と空港へ。
チェックイン
までお手伝い。

ジュニアプログラム日程

天候その他の事情により、スケジュール、所要時間等の変更またはツアーを中止する場合があります。



プログラム料金
お一人様料金 – 最少催行人数 4名 – 対象年齢(出発日当日） 10歳以上18歳未満

 ホームステイプラン

料金に含まれるもの:
 授業料
 入学金
 教材費
 ホームステイ費用および手配料
 食事 (一日3食）
 ケアンズ国際空港からの送迎
 ホームステイファミリーによる学校への送迎
 アクティビティー
(CLCのスタッフが全アクティビティーに同行します)
 修了証
 CLC日本人コーディネーター

 延泊料金
 シングル 1泊55オーストラリアドル
 ダブルまたはトリプル 1泊45オーストラリアドル

 プログラムのみ料金

料金に含まれるもの:
 授業料
 入学金
 教材費
 アクティビティー (CLCのスタッフが全アクティビティーに同行します)
 修了証
 CLC日本人コーディネータ

 どちらのコースに料金に含まれないもの:
 個人のお小遣い、個人で使用するもの
 海外旅行保険料
 往復航空券代

ご希望があれば、ホームステイ滞在費用およびアクティビティーのみご参加の付き添いの大人料金の適用もあります。
お問い合わせください。
ホームステイの予約状況によりシングル滞在は確約はいたしかねますこと、ご了承ください。
申込金(内金、料金の10％)をCLCが受領したときにの予約が成立します。

ホームステイ シングル ホームステイ ダブル または トリプル

1,760.00 オーストラリアドル
(販売手数料: 150.00 オーストラリアドル)

1,610.00 オーストラリアドル
(販売手数料: 150.00 オーストラリアドル）

1,025.00 オーストラリアドル (販売手数料: 150.00 オーストラリアドル)



FEES & REFUND TERMS & CONDITIONS

ACCEPTANCE OF THIS PROGRAM IS SUBJECT TO THE FOLLOWING CAIRNS LANGUAGE CENTRE’S
CONDITIONS OF PAYMENT AND CANCELLATION POLICY

A A 10% Deposit Invoice (of the total program 
price) is payable within 10 days of issue.  The 
program booking is tentatively held subject 
to payment of the deposit invoice.  The 
booking is formally accepted /confirmed 
once the deposit invoice payment has been 
received.

Deposit Invoice paid will be deducted from the 
Final Invoice balance.
The Booking deposits paid are non-refundable to 
cancellation 

B Full payment to be made 30 days prior to 
arrival date.

Non-Refundable
Late payment fee of 5% will apply to invoice.

C If cancellation is made 31 days or more prior 
to arrival date

10% Cancellation Fee applies.

D If cancellation is made 15 – 30 days prior to 
arrival date.

30% Cancellation Fee applies.

E If cancellation is made 8 to 14 days prior to 
arrival date.

80% Cancellation Fee applies.

F If cancellation is made less than 7 days prior 
to arrival date.

No refund applicable.

G In the event of a terrorism attack in Australia, 
any confirmed program booking due to arrive 
within 21 days of that date will incur a 20% 
cancellation fee or may postpone/rebook 
within 12 months without financial penalty.  

No refund for program already in Australia at the 
time of the attack.

H If the program is cancelled by Cairns 
Language Centre, a full refund will be made 
for cancellations within 14 days.

Full refund will be paid.

Early Bird（早期割引) 特典

2019年12月14日までにお申し込みのお客様は料金が5％オフとなります。



Memo
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お問い合わせは下記まで日本語でお気軽に

日本語インスタグラム
https://www.instagram.com/cairnslanguagecentre_kumi/?hl=ja

日本語Facebook
https://www.facebook.com/kumiko.clc.3

公式HP
https://cairnslanguagecentre.com.au/

LINE公式友達追加

https://www.instagram.com/cairnslanguagecentre_kumi/?hl=ja
https://www.facebook.com/kumiko.clc.3
https://cairnslanguagecentre.com.au/

