大人のためのセミ・オーダーメイドプログラム
教師宅に滞在するプレミアムホームステイ
- カリフォルニア州サンディエゴ -

大人の夢をサポートする

四つの 「安心・安全・信頼」

① あなたの希望と英語レベルに合ったプログラムをデザイン
② 受入家庭のことが詳しく分かる 顔の見えるホームステイ
③ 短い期間でも密度の濃い活動内容
④ 日本語での支援体制
運営取扱
＜日本事務局＞

＜運営取扱/米国法人＞
Adventure International Inc.
San Diego, CA

なぜ、教師宅なの？
大きく二つの理由があります。

① 教育のプロだからです
② 安心して受入をお願いできるからです
このプログラムの特徴は、教員資格を持つ家庭宅に滞在すること
にあります。英語を母国語としない人への英語教授資格(TESOL)
を同時に持っている家庭もあります。TESOLはあくまでも短期間で取得できる資格ですが、教員
資格は長期の大学(大学院)での専門教育なしには取得できません。同時に教員資格を維持するためには一定期間内に更新のための要
件を満たさなくてはなりません。その上で、現地のプログラム運営機関が選定を行ないます。

プレミアムホームステイは
FBI犯罪歴調査や指紋確認を義務つけている米国教員資格者宅での滞在
教師宅ファミリーはプログラム参加者を終日アテンド
異文化交流に興味がありプログラムの趣旨を理解している
個室とリラックスできるスペースが提供でき、環境の良い地域に居住。

英語カリキュラム
専属のカリキュラムディレクターが参加者の要望とレベルを確認し、英語力向上に役立つカリキュラムを準備し
ます。特に中級以上の英語力がある方はポイントを絞った短期集中英語コースとしてご利用できます。
主任ディレクター Bob Servetter （ボブ サーベター）
サンディエゴ出身。カリフォルニア州立ソノマ大学卒。National University 大学院卒。
–ESL Language Acquisitions 専攻。カリフォルニア州教員資格。
＜職歴＞ 福岡大学専任講師。福岡教育大学非勤講師。九州国際大学非常勤講師。
日本で直営する英会話学校２校のカリキュラムならびに講師研修を担当。

日本人スタッフによるサポート
｢経験豊富な日本人スタッフによるきめ細かい支援・対応｣
1. オリエンテーション
2. 電話によるサポートシステム
3. 異文化学習タイム

なぜ

プログラムに関して知っておかなくてはならないことはきちんと日本語で理解
困った時には日本語で相談
異文化を原因とする各種の誤解はつきもの その誤解を解決することで体験が充実

カリフォルニア州 サンディエゴ

なの？

｢カリフォルニア発祥の地｣と呼ばれているサンディエゴは全米７位の大都市
でありながら周囲をメキシコとの国境や砂漠ならびに太平洋に面した１１０
キロに及ぶ海岸線に囲まれ、すばらしい自然を満喫できます。年間を通して
温暖な気候を期待できる都市としてハワイを抜いて全米１位を獲得。テーマ
パークや数多くの観光名所が点在し、博物館や美術館・劇場等の文化施設も
充実しているため一年を通して世界中から多くの観光客が訪れる街です。
ホームステイの受入先は、サンディエゴの中で、教育・生活水準ともにトッ
プレベルと言われる地域 Poway Unified School Districtから選定する家庭です。

① 環 境・・・人口約 270 万人、アメリカ西海岸・カリフォルニア州の南端にある全米で 7 番目に大きな都市であ
りながら、穏やかな気候とﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂや世界最大規模のｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞZOO、ｼｰﾜｰﾙﾄﾞ、ｺﾛﾅﾄﾞ半島、ﾊﾞﾙﾎﾞｱﾊﾟｰｸ等の数多くの
観光名所も楽しめる安全な都市の一つと言われています。映画”ﾛｽﾄﾜｰﾙﾄﾞ”や”ﾄｯﾌﾟｶﾞﾝ”の舞台になった事でも有名
です。ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞからﾛｻﾝｾﾞﾙｽまでは車で 2 時間。
② 気 候・・・南西海岸海洋性気候のおかげで 1 年中湿度が低くて暖かく、カリフォルニアで最も過ごしやすい地
域のひとつです。

プログラム内容 / コース
「ニーズ対応型のセミ・オーダーメイドプログラム」
教師宅ホームステイをベースとし、ご希望の活動や体験内容を盛り込める、ニーズ対応型のセミ・オーダー
メイドプログラムです。 限られた時間の中で見聞を広げ、異文化交流や英語力の向上を図り、観光客の視
点ではなく、アメリカ人と同じ視点で海外体験ができます。
滞

在

日

数

９日間（短縮・延長可能）

対

象

年

齢

２１歳以上（但し、大学・語学学校入学準備コースのみ１８歳以上）

プログラム料金に
含まれるもの

おもいっきり英語
コース
カジュアル英語
コース

よくばり英語
コース

･教師宅ホームスティ滞在費(個室･1 日 3 食付)
･英語プライベートレッスン－週 15 時間
･英語レッスンカリキュラム作成料
･異文化学習タイム３時間～６時間
･空港への送迎

･アクティビティ１回～３回
･英語教材費
･日本人スタッフによるサポートシステム
･オリエンテーション
･プログラム手配料

１５時間英語レッスン★フォーマルスタイル（A）

英語を集中的にポイントを絞って勉強してみたい方

アクティビティ（１回～２回）

に最適です。

異文化学習タイム（３時間）
１５時間英語レッスン★カジュアルスタイル(B)

参加者のペースに合わせて日常生活の中で必要な英

アクティビティ（２回～３回）

語を体験しながら学習します。

異文化学習タイム（３時間）
８時間英語レッスン★フォーマルスタイル(A)

１５時間（毎日３時間）のフォーマルレッスンは大

７時間英語レッスン★カジュアルスタイル(B)

変かも・・と心配される方にお勧めのバランスのと

アクティビティ（２回～３回）

れたコースです。

異文化学習タイム（３時間）
のんびり
コース
プチ体験
コース
大学・語学学校
入学準備コース
シニア海外体験
コース

アクティビティ（３回）

ともかくアメリカの日常生活を体験してみたい方や

異文化学習タイム（３時間）

海外でゆっくり休息を取りたい方にお勧めです。

１５時間英語レッスン★カジュアルスタイル

海外で英語以外の事にもチャレンジしてみません

アクティビティ（２回）

か。日本での趣味や特技を海外で試してみてはいか

お稽古体験（ゴルフ・ダンス・サーフィン・料理他）

がでしょうか。

１５時間英語レッスン★カジュアルスタイル

アメリカの大学や語学学校に進学予定の方が対象。

アクティビティ（２回）

アメリカ人の視点から見た安全対策や注意事項を学

異文化学習タイム（３時間）

習します。

１５時間英語レッスン★カジュアルスタイル

海外旅行の経験はあるがホームスティに始めて挑戦

アクティビティ（２回）

されるという方のために日本人スタッフがより細か

異文化学習タイム（６時間）

なサポートを行います。

(A)フォーマルスタイル・・・カリキュラムを細かくたて、テーブルに教師と参加者が向かい合う英会話学校のプライベートレッスン形式
で学習します。
(B)カジュアルスタイル・・・テーブルに向かい合わずに日常生活の中で臨機応変に英語を組み入れレッスンを行います。
(例:ﾃｰﾏﾊﾟｰｸやｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞに行く前に必要な英語を練習する。一日の終わりに理解できなかった単語や聞き取れなかったﾌﾚｰｽﾞを復習する等）
注意：

①

授業時間は週 15 時間を上限とし、申込段階の希望に応じて時間数を設定

②

アクティビティーも参加者のニーズに応じて対応・設定

入場料などが伴う活動は実費のみ個人負担

事前に希望を確認し、出発前に追加費用を提示
③

食事は 3 食提供されるが、外食の場合は個人負担

San Diego で楽しめる主なアクティビティ
シーワールド、サンディエゴ動物園、ワイルドアニマルパーク、
レゴランド、バルボアパーク、コロナド島、オールドタウン、ポイ

料 金 表
※

下記料金は現地費用のみですので、航空運賃等は含まれて
おりません。

ントロマ、ミッドウェイ、ビーチ、ディナークルーズ、サンディエ
ゴ湾ツアー、サーフィン、豪華客船クルーズ、ゴルフ、テニス、野
球・フットボール・アイスホッケー観戦、ウォータースポーツ、カ
ジノ、競馬、レストラン６４００店、

期 間
現地 7 泊 8 日

料 金
US$ 2,000-

イタリア人街、美術館・博物館・劇場・

追加 1 週目

＋US$ 1,440-

オペラ、シンフォニー、ショッピング

追加 2 週目

＋US$ 1,360-

追加一日につき

＋US$

モール、アウトレット、ワイナリー、
ジョギング、ハイキング、サイクリン
グ、乗馬、アンザ・ボレゴ砂漠州立公
園、熱気球ツアー 他

225-

例）基本の 8 日間に 1 週間追加する場合は、$3,440基本の 8 日間に 2 週間追加する場合は、$4,800基本の 8 日間に 2 日追加で現地 9 泊 10 日の場合は、$2,450-

サンプル日程表
午前
1 日本→SF 着
乗継ぎでｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞに到着
2

日曜雑貨・食料品等の買い
のため大型ｽｰﾊﾟｰに買い物
（Costco）

3 Shopping 家族全員でモールに外
出。学習したフレーズを使って買
い物にも挑戦。

4 お誕生会準備を家族全員で行う。
会場の飾りつけ、ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾄ等。
ﾊﾟｰﾃｨで必要な英語での自己紹介
を練習。
5 教会の日曜礼拝に参加。
ロック音楽と一緒に歌う聖歌隊を
見学。

6 アメリカで流行のストローラー・
エクササイズにチャレンジ。
（子供と一緒に運動を楽しむプロ
グラム）

7 アクティビティ [３]
サンディエゴ最大のテーマパーク
Sea World を終日楽しむ。

8 ホストファミリーと記念撮影後
9 SD 空港。SF 発成田行きに乗り換
え帰国の途へ。

午後

夕・夜

現地係員が出迎え３０分のオリエンテ
ーション後教師宅へ。
夕食の準備を見学
子供達のﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙを見学.。
公園を散策。アイスクリームショップ
での注文に初挑戦。

シャーワーの使い方や家でのルール等
の説明を受ける。早めに就寝

食事

朝：機内
昼：―
夜：ｽﾃｰｷ･ｻﾗﾀﾞ･野菜
ビクトリアの女友達数名で地元のハッ 朝：ﾏﾌｨﾝ､ｺｰﾋｰ
ピーアワーに外出。メキシコのカクテ 昼：ﾎｯﾄﾃﾄﾞｯｸ
ル・ストロベリーマルガリータを注文。 夜：ﾒｷｼｺﾘ料理
現地日本人スタッフから細かな電話サ
ポートを受ける
昼寝。
人気 TV ドラマを楽しむ。
朝：ﾄｰｽﾄ･ｺｰﾋｰ
買い物で必要だった英単語を復習
日 本 で 大 好 き な TV ド ラ マ ”Grey’s 昼：ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ（外食）
子供達と一緒に遊ぶ
Anatomy”の最新版を見る。視聴後理解 夜：魚ﾌﾗｲ･ｻﾗﾀﾞ･ﾘｿﾞｯ
できなった部分について細かな説明を ﾄ
受ける
子供(エマ)のお誕生会
ビクトリア、マイク、ナナ（ビクトリア 朝：ﾄｰｽﾄ･ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ
の母―看護士）と一緒に日米の医療施 昼：ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ
ｱﾒﾘｶ式 Birthday ﾊﾟｰﾃｨを経験。
15 名の子供達(1 歳-6 歳)とその家族が 設、福祉システム、税金についてディス 夜：ﾋﾟｻﾞ･ﾋﾞｰﾙ
招待され、ゲーム等をみんなで楽しむ。 カッション。日本から持参した勤務先の
写真を見せる。
アクティビティ[1]
アクティビティ[2] Shopping。お気に入 朝：教会で朝食
海岸線をドライブしコロナド島を観 りのブランドが入っているショッピン 昼：ﾚｽﾄﾗﾝで外食（自
光。映画で有名なホテル・デルコロナ グモールに連れて行ってもらう。買い物 費）
後ビクトリアとスターバックスで会話 夜：BBQ ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ･ｻ
ドを見学。
を楽しむ。
ﾗﾀﾞ
日本人スタッフと異文化学習タイム
ゆっくり家族と団欒。
朝：ﾜｯﾌﾙ･ｺｰﾋｰ
生活や習慣/文化について質問する。
昼：ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ
例：夕食にもハンバーガーが出るの？
夜：ﾚｽﾄﾗﾝで外食（自
子供と夫婦の寝室は何歳から別室？レ
費）
ストランでのチップの計算方法は？日
本の社会保険は英語に訳すと？次回の
旅のアドバイスを教えてください等。
帰国準備と使用した部屋を整える。
朝：ﾄｰｽﾄ･ﾐﾙｸ･ｺｰﾋｰ
アクティビティ [３]
巨大なシャチやイルカのショーを観 家族と最期の団欒。お礼のカードを渡 昼：ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ･ｼﾞｭｰｽ
す。
覧。
夜：BBQ、野菜ｿﾃｰ
テキストを見ながら新しく覚えた単語
とフレーズの確認。
成田へ到着後、乗継ぎ福岡へ
■ アクティビティ
朝：ｼﾘｱﾙ･ｺｰﾋｰ･ﾌﾙｰﾂ
福岡へ到着。お疲れ様でした！
■ 英語レッスン
夜･朝：機内食
■ 日本人スタッフによるサポート

参加者の声
☆

カジュアルコースを体験

☆

☆

よくばりコースを体験（２週間）

☆

アメリカでの生活は、食事の形態や生活習

海外旅行の経験は何度もありますが、ホ

慣の違いに初日から驚きの 連続でしたが

ームステイは初めてのため最初はやはり

教師宅ファミリーがとてもやさしく接し

緊張しました。英語のマンツーマンレッ

てくれて毎日を楽しく過ごす事ができま

スンでは私の希望したリーディングとイ

した。子供達の誕生日パーティに参加した

ディオムを中心に学習しました。それ以

りテーマパークに行った事も素敵な思い

外にも日常会話の中で R と L や TH の発音

出ですが、私の職業が看護士であるという

を直してくれたり質の高い内容でした。また、私が飛行機や軍事関係に

事で医療関係者がいるご家庭に滞在でき日米の医療や健康保険システ

興味があると事前にお伝えしていたら、航空博物館や軍事基地ツアーに

ムの違いをお話する機会が持てた事は旅の大きな収穫だったと思いま

つれて行ってくれたのには感激でした。機会があればまた参加したいで

す。あっという間の９日間でしたがとても有意義な時間を過ごせました。

すね。

お問い合わせ
〒811-1201
福岡県筑紫郡那珂川町片縄 9-1, 502
ガイヒーリージャパン
Tel: 092-952-0155 Fax: 092-952-0140
Email: info@guyhealyjapan.co.jp

