
 

 
 
 
 
 
 

・ 研修旅行期間：2018 年 7 月 17 日(火)～8 月 5 日(日) （20 日間） 
・ 募 集 人 数：約 25 名（最少催行人数 15 名） 
・ 出願受付期間：2018 年 4 月 3 日（火）～11 日（水） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

研修企画：成蹊高等学校、成蹊学園国際教育センター 
旅行企画実施：（株）エイチ・アイ・エス東京教育旅行セクション 
プログラム運営：Pembroke College, Cambridge University 
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－ プログラムの概要 － 
このプログラムは、英国ケンブリッジ大学のカレッジのひとつである

Pembroke College が、本校の生徒のために提供する特別なプログラムです。加
藤節成蹊大学名誉教授の個人的なつながりから始まりました。 
参加者は、8 世紀にわたる伝統を誇る名門大学の充実した学習環境の中で、正

真正銘のカレッジライフの中に身を置きながら、英語をはじめ、英国の文化や社
会などについて学びます。 

また、英国ならではの美しい風景が広がる地方を訪ねる週末旅行や数々のアク

ティビティーも予定されており、教室の内外で、幅広く知識、経験を高めること

ができるサマースクールプログラムとなっています。 

 
１． ケンブリッジ大学について 

ケンブリッジ大学は国立大学ですが、31 あるカレッジは私立です。その歴史は
最古のカレッジ Peterhouse が創立された 13 世紀にまで遡ります。美しい風景に囲まれたケンブリッジ大学 
は、さまざまな分野における世界的な指導者を育む舞台となってきました。 
成蹊高校の生徒が寄宿する Pembroke College は、これらのカレッジの中でも 3 番目に古い 1347 年創立の 

 名門で、在学中に 24 歳で首相に就任したウィリアム＝ピットをはじめ、数多くのリーダーや著名人を輩出し 
ています。成蹊学園創設に関わった岩﨑小弥太も 1905 年にこのカレッジを卒業しました。 

 
 
２． プログラムの日程（予定：適宜、変更することがあります） 

月日 曜日 予    定 日数 
7/17 火 午前：羽田空港ターミナル集合。London Heathrow 空港着後バスで Cambridge へ。 

レセプション。 
１ 

18 水 Placement Test、防災演習、フォーマルディナー ２ 
19 木 授業１、T シャツデザインセッション ３ 
20 金 授業２、ケンブリッジツアー ４ 
21 土 パンティング他 ケンブリッジ市内でのアクティビティー ５ 
22 日  ６ 
23 月 授業３ ７ 
24 火 授業４ ８ 
25 水 授業５ ９ 
26 木 授業６ 10 
27 金 週末旅行①（専用バスにて日帰り旅行: Norwich） 11 
28 土  12 
29 日 週末旅行②（電車にて日帰り旅行：Ely Cathedral & Oliver Cromwell’s House） 13 
30 月 授業７ 14 
31 火 授業８ 15 

8/1 水 授業９ 16 
2 木 授業 10 17 
3 金 授業 11                             修了式、さよならディナー 18 
4 土 午前：ケンブリッジを出発。ウィンザー城観光 

夕方：London Heathrow 空港へ。チェックイン後、空路帰国へ。 
19 

5 日 午後：羽田空港着。その後、解散。 20 
* 利用予定航空会社：全日空（直行便）を予定。 
 
 

３． 授業について 
原則として英語の授業と Art & Architecture の専門科目の講義により構成されます。また、授業終了後は、

ケンブリッジ大学の学生・院生が PA（Programme Assistants）として日常生活の世話、学習の補助、リクリ
エーションの運営にあたります。 

 
 
４． 週末・帰国前旅行について 

この研修には、ケンブリッジ市内の散策やイーリーへの日帰り旅行が含まれています。プログラム修了後は、

英国王室の居城として知られるウィンザー城の見学を予定しています。 
 
 
 
 



５． 費用について 
（１）参加費について（１人あたり） 

【参加人数 15 名の場合】704,403 円（研修費 425,051 円 ＋ 旅行費用 279,352 円）（予定金額） 
【参加人数 22 名の場合】691,629 円（研修費 417,709 円 ＋ 旅行費用 273,920 円）（予定金額） 

※ 参加人数、為替レート、燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ、現地費用などに変更があった場合、費用は変更されることがあります。 
※ この他に、現地における観光施設への入場料などの一部が別途必要になります。 
※ 費用に含まれるものの内訳： 
① 研修費（ケンブリッジ大学に支払う料金）： 
ケンブリッジ大学の授業料、宿泊費、食費（1 週あたり 15 食分、フリー週末分を除く）、Ely 旅行費、ヒースロー

空港・ケンブリッジ大学間の往路のバス費用、記念集合写真・T シャツ費用、その他諸費用 
② 旅行費用（旅行会社に支払う料金）： 
航空券代金、燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ・航空保険料（14,2000 円：今後の燃油価格の変動により、増額または減額の可能性が

あります）、航空券関連諸費用（羽田空港施設使用料、現地諸税など）、海外旅行傷害保険料、ケンブリッジ大学・ 
ヒースロー空港復路バス代（ランチ代込み） 

（２）参加費の支払期限 
2018 年 5 月 21 日（月）予定 

（３）参加費（研修費並びに旅行費用）のキャンセル料について  
① 研修費のキャンセル料の取扱いについて 

 参加費納入後は次のとおりキャンセル料がかかります。 
キャンセル日 キャンセル料 

A： 4 月 19 日（木）～ 5 月 2１日（月） 研修費の 10％～20％（※1） 
B： 5 月 22 日（火）～ 研修費の 100％ 

※１ 上記は目安となり、実費分のご請求となります。 
② 旅行費用のキャンセル料の取扱いについて 

裏面の「旅行条件（要約）」をご覧ください。 
 
６．宿泊施設・食事について 

ペンブルックカレッジの宿泊施設（Selwyn Gardens）に原則として 1 人 1 部屋で宿泊します。なお、引率と
PA も同じ宿泊施設に滞在します。また、食事は同カレッジの食堂(Buttery or Cafe Pembroke)を利用する形にな
りますが、週末の食事については各自で手配します（食堂は週末も利用できます）。 

 
７．引率者について 

本校から、２名の教職員がプログラム全期間にわたり同行します。 
 
８．事前指導について 

「英語」と「イギリスの歴史と文化」についての事前学習（原則として水曜
日の放課後）があります。クラブ活動や習い事などを理由に欠席することはで
きませんので、各自で顧問や関係者と相談するなりして、応募前に必ず準備を
してください。 

 
９．奨学金について 
  所定の所得基準に該当すると判断される家庭の生徒に 20 万円（定員 5 名）
の奨学金が給付されます。奨学金の応募は参加者選考結果の発表後に開始しま
す。詳細については、中高事務室に確認してください。 

 
10．参加者の募集について 
（１） 募集対象学年・人数 

高校 1 年～3 年 約 25 名（最少催行人数 15 名） 北欧夏期短期留学との併願はできますが、両方に参加
することはできません。両方に出願する場合は、志望順を記入してください。 

（２） 出願条件 
心身ともに健康で、協調性に富み、責任感の強い生徒で、英語力の上達と、英国の文化や社会について理

解を深めることに高い意欲を持ち、何事にも積極的に取り組むことができる人。英語の成績および成績の評
定平均等により選抜を行ないます。ただし、高校からの新入生は入学考査に関する資料を準用します。 

（３） 出願書類 
中学・高等学校事務室に備え付けの「夏期短期留学願書」で申し込んでください。願書は 4 月 2 日に配付

を開始します。 
（４） 出願期間・出願受付場所（締切厳守） 

2018 年 4 月 3 日（火）～11 日（水） 9：00～16：00（11：30～12：30 及び土曜午後を除く） 
中学・高等学校事務室 

（５） 選考方法 
人物、意欲、成績などから総合的に判断します。 

（６） 選考結果発表 
2018 年 4 月 18 日(水)(予定) 
※高校掲示板に発表します。 

 

問合せ先：成蹊中学・高等学校事務室 
TEL：0422-37-3818 
Email：chuko@jim.seikei.ac.jp 
 
成蹊学園国際教育センター国際課 

     TEL：0422-37-3536 
     Email：siis@jim.seikei.ac.jp 

mailto:chuko@jim.seikei.ac.jp


  ☆募集要項(要約)☆ 
■旅行期間：2018年 7 月 17 日(火)～8月 5 日(日)   ＜20日間＞ 

■旅行費用：279,352円（旅行代金 241,202 23,950円+海外旅行保険代金 円+燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ・航空保険料 14,200円）（15 名の場合） 

※上記燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ（航空保険料 200 円を含む）は 2017 年 12 月までの料金です。原油価格の変動により今後増減

の可能性がございますのでご了承ください。 
※次回の燃油ｻｰﾁｬｰｼﾞ値上げ前（5月 31日まで）に航空券を発券した後に取消された場合はご出発日の 31日前まで

は払い戻し手数料として 50,000円を徴収させていただきます。ご出発日の 30日前以降の取消の場合は下記旅行

条件をご参照ください。 
※上記旅行費用にはＡＩＧ損害保険株式会社の海外旅行保険(9A4 ｾｯﾄﾌﾟﾗﾝ)、旅行変更費用担保特約が含まれてお

ります。 

※この他にケンブリッジ大学への研修費用が旅行費用とは別に必要となります。 
■募 集 人 員 ：25名（予定） 

■最少催行人員：15名 

■利用航空会社：全日空 

■添   乗   員：同行いたしません。但し、成蹊中学・高等学校教職員 2名が同行します。 

■申込み締切り：2018年 4 月 11日(水) 

■申込方法： 

申込書記入：短期留学が承認された方は、別途定められたオリエンテーションに参加していただき、当旅行の 

申込書に必要事項を記入、提出していただきます。 

 参加費用：旅行代金他は 2018年 5 月 21 日（月）までに下記の口座にお振込みください。尚、ご入金の際は、 

参加者ご本人のお名前でお振込みください。詳細は第一回説明会でご案内します。 

■旅行契約について 

本研修旅行は成蹊学園からの依頼のもと、株式会社エイチ・アイ・エスが受注型企画旅行契約として実施するものです。参加

資格および研修内容については成蹊学園と協議の上、決定します。 

 

旅行条件（要約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、 受注型企画旅行契約 

① この旅行は（株）エイチ・アイ・エス（東京都新宿

区西新宿 6-8-1、観光庁長官登録旅行業 724号、以下

「当社」といいます。）がお客様の依頼により    

旅行計画を作成し、実施する旅行であり、この旅行

に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約を

締結することになります。 

② 受注型企画旅行契約の内容・条件は、以下に記載さ

れている条件のほか、出発前にお渡しする最終日程

表と称する確定書面および当社旅行業約款受注型企

画旅行契約の部によります。 

２、   旅行のお申込み 

当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お

申込いただきます。 

３、   旅行代金のお支払い 

2018年 5月 21日（月）までにお支払いいただきます。 

４、 旅行代金に含まれるもの 

① 航空運賃：日程表に記載区間（エコノミークラス） 

② 手荷物料金：運輸機関規定内の手荷物料金（詳しく

は係員にお尋ねください。） 

③ 羽田空港施設使用料・旅客保安サ－ビス料（2,670

円）、ロンドン旅客サ－ビス料・英国航空旅客税

(18,100円) ※2017年 12月現在 

※諸税につきましては為替レートの変動また、英国

政府の諸事情により増減する場合があります。 

④ 旅行会社特別補償保険（死亡後遺傷害 2,500万円） 

⑤ 航空保険料及び燃油サーチャージ 

(全日本空輸を利用する場合/14,200円) 

※この金額は原油価格の変動により増減する場合が

あります。（2017年 12月現在） 

⑥ 規定の海外旅行傷害保険（ＡＩＧ損害保険株式会社

の 9A4セットプラン 23,950円）旅行変更費用補償特

約 65万タイプ（2,520円） 

５、 旅行代金に含まれないもの 

前第 4項のほかは旅行代金に含まれません。そ

の一部を以下に例示いたします。 

① 超過手荷物料金 

② 洗濯、クリーニング代、プレス代、電報電話

料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付

け、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用

及びそれに伴う税・サービス料 

③ 旅券印紙代・証紙代（５年有効旅券：11,000

円/１０年有効旅券：16,000円） 

④ 現地での自由行動時の個人的費用 

⑤ 国内交通費（自宅/発着空港間の国内交通費） 

６、 旅行契約内容・代金の変更 

当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変

更することがあります。詳しくは「旅行条件書」

に基づきます。 

７、 当社の責任 

当社は当社または手配代行者がお客様に損害

を与えた時は損害を賠償いたします。 

詳細は「条件書」に基づきます。 

８、 旅程保証 

旅行日程に重要な変更が行われた場合は、当社

はその変更の内容に応じて変更保証金を支払

います。 

詳細は「条件書」に基づきます。 

９、 旅行契約の解除・払い戻し 

お客様は次に定める取消料をお支払いいただ

くことにより、いつでも旅行契約を解除するこ

とができます。ただし、契約解除のお申し出は、

当社の営業時間内にお受けします。 

契約解除の日 「特定日」に旅行を 
開始する旅行 

｢特定日｣以外に旅行

を開始する場合 
旅行開始日の前日

から起算してさか

のぼって 40 日目に

あたる日以降 31 日

目にあたる日まで 

旅行代金の 10％ 
（7月17日ご出発は、

該当しません。） 

無料 
 

旅行開始日の前日

から起算してさか

のぼって 30 日目に

あたる日以降～3
日目にあたる日ま

で 

旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前々

日及び前日 旅行代金の 30％ 

旅行開始日の当日 旅行代金の 50％ 
旅行開始後及び無

連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

10, お客様の責任 

お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしく

はお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害

を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けま

す。 

11, 特別補償 

当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中に、急激

かつ、偶然な外来の事故により、生命、身体または手荷物に

被った一定の損害について保証金及び見舞金を支払います。

詳細は「条件書」に基づきます。 

12, 旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は 2005年 4月 1日施行の新旅行業法によるもの

です.また旅行代金は 2017年 12月発効の IIT運賃（個人包括

旅行運賃、及び 2017年 12月 15日現在有効な普通航空運賃、

適用規則に基づいて算出しています。尚旅行代金の変更につ

いて定めた当社約款第 12条第 1項から第３項の規定の適用に

関しては、幅運賃制である IIT 運賃の適用を受ける旅行代金

は、認可された幅の範囲内での航空運賃の増額または減額に

よる変更はいたしません。 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営

業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に監視、

担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく各

営業所の取扱管理者にお尋ねください。 

＜旅行企画実施＞ 

観光庁長官登録旅行業 第 724号 

 (株)株式会社エイチ・アイ・エス 東京教育旅行セクション 

〒100-0004  

東京都千代田区大手町 2丁目 6番 2号 日本ビル 4階 

TEL : 03-5205-1870   FAX : 03-5205-1871 
 

総合旅行業務取扱管理者：室井 哲 

担当：髙梨 一志 

＜参加費用振込口座＞ 

振込み口座：三井住友銀行 東日本支店 

口座番号：普通口座 ７７７０７４６ 

口座名：カ）エイチ・アイ・エス 
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