◆お申込み・お問い合わせ先◆
「Ｊ－Ｓｈｉｎｅ留学プログラム」係
〒９８０－００２３
仙台市青葉区北目町２－３９ 東北中心ビル８Ｆ
TEL&FAX: 022-738-7867
担当： 堤

（携帯：090-6533-7148） E-mail: tsutsumi@ys-tours.com

（ＪＲ仙台駅から徒歩７分、ウエスティンホテル隣り）

取得手続きをされますようお勧めいたします。なお、本旅行での査証（ビザ）は、不要ですが、ETAS（オーストラリア電子渡航許可）の取得
が必要です。ETAS 取得申請代行をご希望の方は、お申し出ください。（手数料 3,240 円が掛かります。）
■本プログラムにご参加される方は、パスポートに記載されている氏名・生年月日・性別をご報告いただきます。お申し込み時には、正確な情報
のご提供をお願い致します。（※所持パスポート顔写真のページのコピーをお送りください。）

留学プログラム条件

◆小学校英語指導者資格Ｊ－Ｓｈｉｎｅ取得留学プログラム
◆児童英語教師資格ＴＥＣＳＯＬ取得留学プログラム

＜第１回＞
2019 年 5 月 19 日（日）
時間：13:00～14:30
＜第 2 回＞
2019 年 6 月 9 日（日）
時間：13:00～14:30
【説明会場】 ＤＶＤをご覧いただきます。
ワイエスツアーズ・仙台支店
４階会議室 （左記住所ご参照。）

■旅券・査証
本プログラムにご参加される方は、残存有効期限が日本帰国日まで残っている旅券が必要になります。有効期限が１年未満の場合は、新規に
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～２０１９年夏期・オーストラリア・ゴールドコースト４週間（２８日間）～

～説明会のご案内～

（株）ワイエスツアーズ・仙台支店

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

本留学プログラム参加資格

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

現役大学生の皆さまへ
＊文部科学省は、2017 年度の公立学校教員採用選考試験の実施方法をまとめました。この意向に沿って英語教員免許や一定の成績やレベルに達してい
る受験者に対し、試験の成績を加点したり、特別枠を設けたりするなどの優遇措置を設ける教育委員会が増えています。英語能力のある受験者に優遇措
置を講じている教委は、６８教委にも上っています。各教委は、現職小学校教員の英語力向上に向けた研修などを進めていますが、同時に教員採用試験
でも英語力の有る人材を小学校教員として採用しようとしています。まさに「使える英語」が求められています。価値ある資格は、貴方の一生の財産です！

・留学の目的がしっかりしていて目標を達成する努力ができること

貴方も英語指導能力のある受験者になりませんか！４週間で「小学校英語指導者正資格」（Japan Shogako Instructors of English）を取得しましょう！

・心身ともに健全健康であること

豪州政府公認語学学校グリーン＆ゴールド

・本留学プログラムの趣旨をよく理解していて、国際交流や異文化理解に関心があること
・留学プログラム開始前のオリエンテーションに参加し、決まった書類を提出できること
・留学プログラムの条件を理解し、遵守し、現地での生活・勉強ができること
・現地の勉学に応える学業姿勢・生活態度を持っていること
・授業の遅刻や早退や欠席が無いこと
・未成年者の参加については、保護者からの同意・理解を得ていること
（注意：重要）
次の項目に該当する場合は、ご参加をお断りさせていただくか、条件付きでご参加いただく場合もあります。

J-Shine & TECSOL 取得留学プログラムの特色
★将来の小学校・幼稚園教員には、英語指導の技能・能力が求められます。これらの技能・能力を満た
す正資格(J-Shine と TECSOL)を大学生のうちにゴールドコースト留学の４週間で取得します。
★２週間は、英語レベルアップと J-Shine と TECSOL の専門科目を受講します。後の２週間は、ゴールド
コーストの地元幼稚園で５０時間の教育実習体験です。（２週間の専門科目受講と５０時間の実習で
J-Shine と TECSOL 正資格が取得できます。）

★４週間のホームステイ生活を通じて海外留学体験と日常英会話のブラッシュアップが出来ます。
取 得 資 格

・宗教上、医療行為の制限や食事制限が生じる場合

■Ｊ－Ｓｈｉｎｅ小学校英語指導者正資格

・過去に拒食症、過食症などの摂食障害の経験がある場合、若しくは、現在もその症状が見られる場合

■ＴＥＣＳＯＬ児童英語教師資格

・過去に重度の精神的不安が見られた場合

（注）国の正式な「小学校英語教師免許」ではありませんが、日本で最も大きな小学校英語指導資格の認定機関

・家庭生活や大学生活において、健康上やその他の事情により著しい制限が生じる場合
取消料

：お申し込み後、お客様の都合によりお取り消しになる場合は、次の取り消し料と実費をいただきます。

・留学の開始日の前日から起算して３０日目に当たる日以降に解除する場合・・・・・留学プログラム費用の２０％以内
・留学の開始日の前々日に当たる日以降に解除する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・留学プログラム費用の５０％以内

となっており、Ｊ－Ｓｈｉｎｅ資格保持者は、各小学校を初めとしてさまざまな現場で活躍しています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

２０１９年８月１２日（月）～９月８日（日）≪２８日間≫
■留学プログラム参加費： お１人様 ３７５,０００円
■留学プログラム期間：

・留学開始後の解除、または無連絡不参加の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・留学プログラム費用の１００％以内

※ホームステイ（原則２名で１ファミリー滞在）を含んでいます。

●外務省の「海外危険情報」について：国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。外務省海外安全ホームページ：http://www.pubanzen.mofa.go.jp/でご確認ください。渡航先の衛生状況については、厚生
労働省検疫感染症情報ホームページ：http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店・営業所での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

※航空運賃（往復）は、含んでいません。（ご自分での手配です。）

（注）日本を早く出発し、８月１２日から合流も可です。

※学校入学金・登録料・授業料・教材費・実習手配料・ブルーカード取得費用、空港送迎費を含んでいます。
●２週間の英語レベルアップとＪ－ＳｈｉｎｅとＴＥＣＳＯＬ専門科目だけに参加の方 （２週間の実習体験なし）：

現地 Green & Gold Day and Night College のご案内

Suite G-9, 12-14 Marine Parade,
Southport, QLD 4215

■グリーン＆ゴールドは、ゴールドコースト初の豪州政府公認の語学学校で、ゴールドコーストで唯一 J-Shine の資
格取得コースを開講しています。現地の教師資格のあるネイティブ講師による英語授業を受けることにより英語
のレベルアップは勿論、英語指導力も身につけることができます。
■２週間で英語力のアップから、J-Shine 正資格取得のための専門科目の授業までかなり充実した内容です。正
資格取得のためには、５０時間の教育実習が必要ですが、日本の教育現場での英語指導時間を充てることも出
来ます。
■文科省で決定された小学校での英語活動の大切さ、またその変遷を学びます。英語の基礎力を重視し、文法・
会話を復習し正しい語学力を身に付け、更にネイティブ講師による絵本読み・フォニックス指導を受け即戦力の
指導者を目指します。
■ゴールドコーストで学ぶことを活かして日本との相違・国際理解・異文化をより理解してもらい、海外生活体験を
してもらいます。
グリーン＆ゴールドは、語学専門学校だからと一切の手抜きはしません。J-Shine 協会に認定された経験豊富な
ベテラン指導者が、カリキュラム作成から授業も担当しています。受講者各個人のレベルに応じたきめ細やかな
徹底した指導を心掛けています。
アットホームな少人数制でフレンドリーな講師やスタッフが皆さまをしっかりサポートします。
世界的に有名な美しい海の素晴らしい環境のゴールドコーストは、大学が３校、専門学校・語学学校が多くある
文教地区でもあります。グリーン＆ゴールドに留学して、本場の英語教育指導を学んでください。
【グリーン＆ゴールドのロケーション】
ゴールドコーストのサウスポート地区にあります。文化・スポーツ・ビジネスの国際的な交流を目指す街です。学校
からビーチまでは、200m です。ゴールドコーストの自然を満喫できます。

＊留学プログラム期間： ２０１９年８月１２日（月）～８月２５日（日）≪１４日間≫
＊留学プログラム参加費： お１人様 ２８５，０００円
※２週間のホームステイ代、学校入学金・登録料・授業料、教材費、教材費を含む。（航空運賃は、含みません。）
◆参加人数： １０名様 （但し、先着順受付、満員になり次第締め切ります。）
◆宿泊先： ホームステイ泊です。（原則、２名で１ファミリーとします。）
◆食

事： ホームステイでは平日の朝・夕の２食、週末は朝・昼・夕の３食付

◆添乗員は、同行いたしませんが、現地係員がお世話いたします。
◆お申込締切日： ２０１９年月７月１日（月） （航空機予約の関係で早めにお申し込みをお薦めします。）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■留学プログラム実施企画： 豪州政府公認語学学校グリーン＆ゴールド・デイ・アンド・ナイト・カレッジ (Green & Gold Day and Night College)
＜ワイエスツーアズは、グリーン＆ゴールド・デイ・アンド・ナイト・カレッジの東日本総代理店です。＞
【お申込み・お問い合わせ先】

（株）ワイエスツアーズ・仙台支店 「Ｊ－Ｓｈｉｎｅ留学プログラム」係
〒980-0023 仙台市青葉区北目町 2-39
TEL＆FAX: 022-738-7867

東北中心ビル 8F

担当者：堤（ツツミ）

tsutsumi@ys-tours.com

営業時間：9:30～17:30（土日祭日を除く）
＜総合旅行業務取扱管理者：堤 博史＞

東京都知事登録旅行業 2-5850 号、（社）全国旅行業協会正会員

■留学プログラム日程： Ｊ－ＳｈｉｎｅとＴＥＣＳＯＬ留学プログラムは、８月１２日からの開始となります。
●２週間の英語レベルアップとＪ－Ｓｈｉｎｅ専門科目だけ参加の方は、第１週目と第２週目の受講です。（50 時間の実習がないので正資格証の発行はされません。）
月 日

都 市 名

現地時間

交通機関

摘

要

食

事

オーストラリアの概略
■国名：オーストラリア連邦 （人口：２０１７年／２,４６０万人、使用通貨：オーストラリアドル（ＡＳＤ）≒￥９５．使用言語：英語）
※首都は、キャンベラ。最大の都市は、メルボルン （ヴィクトリア州都、人口４８０万人）

２０１９年
１

８月１１日

■現地情報：
成

田

発

20:25

JQ012

20:25 ジェットスター航空でゴールドコーストへ （各自で購入です。）

（日）

（所要時間：９時間）

夕：機内

（時差）８月は、時差１時間です。（ゴールドコーストが１時間進んでいます。日本の１３時は、ゴールドコーストの１４時です。）

＜機内泊＞

８月の日の出は６時２０分頃で、日没は１７時３０分頃です。

06:25 ゴールドコースト到着後、入国手続き

（電圧・プラグ）２２０～２４０Ｖ （プラグは、ハの穴の型「Ｏ」タイプ）

＜ここからＪ－Ｓｈｉｎｅ・ＴＥＣＳＯＬプログラム開始＞
８月１２日

ゴールドコースト 着

２

6:25

専用バス

朝：機内

0700 専用バスで Green & Gold Day Night College へ
08:00 到着後、学校でオリエンテーションと学校近くの散策

13:30

（月）

（治安）治安は良好ですが、観光地でのショッピング中のスリや、空港、ホテル・ロビー等での置き引きには、注意が必要です。

昼： Ｘ

（飲料水）水道水は飲んでも大丈夫ですが、硬水です。気になる方には、ミネラルウォーターをお勧めします。（ミネラルウォーターは、日本より高いです。）
（チップ）基本的には、必要ありません。気持ちの問題です。オーストラリアには、ＧＳＴ（消費税）があり、殆どのものに１０％が掛かっています。
レストランでも特に必要はありませんが、お釣りを置くような感じです。タクシーは１０％くらいです。

12:00 各自でランチをお楽しみください
13:30 ホストファミリーと面会後、各ファミリーへ ＜Gold Coast 泊＞

夕： HF

（気候）ゴールドコーストの２月頃の日中の平均気温は２９℃、朝の平均気温は２１℃です。（仙台の７月後半の気温です。）
（服装）夏服です。日焼け止め、サングラス、帽子は、必要です。エアコンが効いていますので、上着やセーター類をご持参ください。

9:30
３

７

８

ゴールドコースト

｜
８月１７日
（土）

８月１８日

12:45

授業終了

13:30

授業開始

15:30

授業終了

ゴールドコースト

（日）

９
｜

１４

｜

｜
１５
１６

（金）

８月２４・２５日

｜

２１
｜
２２
２３

｜

２８

13:30

授業開始

＊Speaking／Writing／Reading／Listening 他

15:30

授業終了

実習開始

15:30

実習終了

オーストラリアの動物をたくさん見ることが出来る動物園です。様々なイベントが行われるようになっ

昼： HF

ており、中でも頭のいい鳥たちが飛び回るショーやアボリジニのショーがお勧めです。勿論、コアラを

ゴールドコースト

9:30
16:00

昼： Ｘ

実習開始

ここは、数億年前の太古のゴンドワナ大陸時代の動植物が現在も生息する神秘の深い森の中なの
で木々の１つから自然の成り立ちや環境変化を学ぶ最適な場所です。珍しい土ボタルも鑑賞できます。

【ＰＭ】 ネイティブ講師による英語レベルアップ
＊Speaking／Writing／Reading／Listening 他

夕： HF

＜Gold Coast 泊＞

＜Gold Coast 泊＞

………………………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｊ－Ｓｈｉｎｅ（小学校英語指導正資格）について
朝： HF
昼： HF
夕： HF

◆２０２０年から公立小学校で始まる英語改革について：
２０２０年度より公立小学校５・６年生の英語活動が「必須化」から「科目化」に代わり、正式な教科になります。現時点で行っている英語活動は、３・４年生に
引き下げられます。現時点での英語活動は、道徳と同じような位置づけであり、点数や評価などはありませんでしたが、２０２０年度から公立小学校５・６年生

【ＡＭ】 現地ゴールドコーストの幼稚園での実習

朝： HF

【ＰＭ】 現地ゴールドコーストの幼稚園での実習

昼： Ｘ

＜Gold Coast 泊＞

も点数と評価が加わることになります。これにより英語教育に関しては、大きな変化が起きることになります。５・６年生は、年間コマ数も３５コマから７０コマに
倍増となり、「聞く」「話す」に加え「読む」「書く」も加わります。３・４年生の年間コマ数は、３５コマになります。グローバルスタンダードの英語教育が求められます。
◆Ｊ－Ｓｈｉｎｅ（Ｊａｐａｎ Ｓｈｏｇａｋｏ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｏｒｓ ｏｆ Ｅｎｇｌｉｓｈ：小学校英語指導正資格者）とは：
日本における「小学校での英語教育の普及・発展を支援する」という趣旨のもと２００３年９月に

（週末の２日間）

朝： HF

「認証ＮＰＯ法人」として内閣府の認証を受け、民間主導で設立された英語指導者の資格認定

＊ホストファミリーと過ごしたり、現地ＯＰツアー（有料）に参加されて

昼： HF

を行う小学校英語指導者認定協議会です。Ｊ－Ｓｈｉｎｅ認定の「小学校英語指導者正資格」は、

夕： HF

小学校で英語教育を行う上で必要な知識と技術を持ち、指導者として十分な能力があることを

＜Gold Coast 泊＞

証明するものです。

【ＡＭ】 現地ゴールドコーストの幼稚園での実習

朝： HF

【ＰＭ】 現地ゴールドコーストの幼稚園での実習

昼： Ｘ

＊最終日は、実習終了後、Green & Gold Day and Night College
実習終了

抱っこしての記念撮影もできます。（有料・予約必要）
＜世界遺産スプリング・ブルック国立公園＞

夕： HF

参加条件
1)高校卒業以上の学力があること 2)英語力が中級程度以上であること（英検準２級程度以上）

に戻り、修了証授与式を行います。）
＜Gold Coast 泊＞

ゴールドコースト

（週末の１日間）

朝： HF

＊ホストファミリーと過ごしたり、現地ＯＰツアー（有料）に参加されて

昼： HF

みては、いかがでしょう。
ゴールドコースト

7:30

専用バス

ゴールドコースト 発

（日）
成

田

発

18:30

08:00 専用バスで空港へ
09:00 到着後、チェックイン

9:00
10:30

＜Gold Coast 泊＞

夕： HF

07:30 Green & Gold Day Night College に集合

＜ここまででＪ－Ｓｈｉｎｅ・ＴＥＣＳＯＬプログラム終了＞
10:30 ジェットスター航空にて帰国の途に （各自で購入です。）

JQ011

（所要時間：９時間）
18:30 成田空港到着後、入国手続き

（注）授業の進度によっては補講、または時間割の変更がありますので、予めご承知願います。食事のＸ印は、食事なしです。ＨＦは、ホストファミリーでの食事付です。

教育カリキュラウム

＊日程表をご参照ください。

＜知識分野＞ 言語学（外国語指導を有効に行う方法）、ＥＦＬ（英語を外国語として扱う方法）、子供の発達認知、
英語教育の変遷、国際理解教育、評価、中・高校との連携、教室運営、就職活動、自宅開業等
＜技能分野＞ 発音・音声学（フォニックス）、クラスルーム英語、リズム指導（歌・チャンツ利用法）、ゲーム指導、

朝： HF

＊J-shine の先生やホストファミリーとのお別れ

8:00
９月 ８日

朝： HF

＊小学校英語活動実例 ＊フォニックス ＊言語習得 他

第４週目

（金）
９月 ７日

夕： HF

第２週目

みては、いかがでしょう。

９月 ２日

扱う夜店が沢山立ち並ぶなど、楽しい便利なビーチです。

朝： HF

夕： HF

ゴールドコースト

こともあり、リゾート感と海の美しさを同時に楽しむことが出来ます。繁華街からも近く、手作り品などを

＜カランビン・ワイルドライフ・サンクチュアリー＞

第３週目

9:30

「サーファーズパラダイス・ビーチ」です。一年中賑わうビーチですが、非常に綺麗に管理されている

＊ホストファミリーと過ごしたりしてください。

みては、いかがでしょう。

ゴールドコースト

ゴールドコーストといえば、やっぱり美しい海が特徴です。そんなゴールドコーストを代表するビーチが、

（週末の１日間）

（週末の２日間）

９月 １日（日）

｜

夕： HF

＜Gold Coast 泊＞

（昼食時間は、４５分です。）

（土）

２９

【ＰＭ】 ネイティブ講師による英語レベルアップ

（金）
８月３１日（土）

昼： Ｘ

＊ホストファミリーと過ごしたり、現地ＯＰツアー（有料）に参加されて

９月 ６日
２７

授業終了

８月２６日

（月）
｜

12:45

ゴールドコースト

８月３０日
２０

授業開始

（土）・（日）

（月）

（昼食時間は、４５分です。）

【ＡＭ】 Ｊ－Ｓｈｉｎｅ専科（教育カリキュラムの知識・技能分野）
ゴールドコースト

８月２３日
１３

9:30

朝： HF

＊小学校英語活動実例 ＊フォニックス ＊言語習得 他

＜Gold Coast 泊＞

８月１９日
（月）

■ゴールドコーストの見所：

【ＡＭ】 Ｊ－Ｓｈｉｎｅ専科（教育カリキュラムの知識・技能分野）

８月１３日
（火）

｜

授業開始

第１週目

昼：機内

絵本読指導、シラバス考察、指導案作成、講師によるモデル授業、発表・評価のアドバイス、
小学校大人数での指導法、Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ活動案意義と実践等
＜教育実習＞ オーストラリアのチャイルドケア（幼稚園含む）や公立小学校での見学・視察、スタッフの手伝い、
子供への生活指導手伝い、学習指導手伝い、自由遊び参加、絵本読み、日本文化や言語指導等
（＊現場実習には、ブルーカードの所持が義務付けられています。グリーン＆ゴールド校で手配します。）

