
英語講座の先生と学ぶ 羽田発着

昨年は 514名 の先輩が
シドニーへのツアーに参加しました！

日程 都市 ８/１８（日）出発・コース内容
食事

朝 昼 夜

１日目
羽田
(機中泊)

夕刻 ： 羽田空港集合（オリエンテーションを行います）

夜 ： 羽田空港発
― ― 機

２日目
シドニー
(シドニー泊)

午前 ：シドニー国際空港着後グループごとに宿泊先へ
一旦荷物を預けます。

午後 ：シドニーを知る現地ツアー
夕刻 ：現地に移住した日本人が語る
夜 ：夕食交流会

機 ― ○

３日目
シドニー
(シドニー泊)

午前 ：お申込みのコースにご参加下さい
（２コースのうち１つ：下記参照）
Ａコース アボリジナルツアー
Ｂコース 教育施設訪問

午後 ：グループ別行動
持ち寄り夕食会買い物&準備

夜 ：持ち寄り夕食会(費用個人負担10ドル程度)

○ ― ―

４日目
シドニー
(シドニー泊)

午前 ：現地大学訪問
午後 ：グループ別行動

○ ― ―

５日目
シドニー
(シドニー泊)

午前 ：ユダヤ博物館訪問
午後 ：グループ別行動

○ ― ―

６日目
シドニー
(シドニー泊)

終日 ：グループ別行動 ○ ― ―

７日目
シドニー
(機中泊)

午前 ：グループ別行動
午後 ：まとめの会
夕刻 ：専用車にて空港へ移動
夜 ：シドニー国際空港発

○ ― 機

８日目 羽田
早朝 ：羽田空港着
到着後解散 ～お疲れさまでした～

軽 ― ―

※ 当パンフスケジュールの内容は、天候・現地事情により内容を入れ替えてご案内、または内容を変更することが
ございます。
※ 滞在中の移動はグループ毎に公共交通機関（バス・鉄道・フェリー）・徒歩で行います。費用は各自負担です。
※ ７日目空港移動専用車は旅行代金に含みます。
※時間の目安：

早朝＝4：00～6：00、朝＝6：00～8：00、午前＝8：00～12：00、午後＝12：00～16：00
夕刻＝16：00～18：00、夜＝18：00～23：00、深夜23:00～4:00）

旅行企画・実施：
全国大学生活協同組合連合会旅行センター
協力 ：
大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス

現地行動は
グループで協力！

入植の歴史を学ぶ
現地ツアー

◆ツアーのおすすめポイント◆

１ 体験
大学訪問や現地日本人の方の講演など普通
の観光では体験できない充実したプログラ
ムです！

２ 挑戦
グループ行動の中で、仲間と一緒にシド
ニーの人たちとのコミュニケーションにチャ
レンジできます！

３ 安心
大学生協職員と英語講座講師が同行。ツ
アー中や渡航前後の学びをサポート。初め
て海外に行く人にも自信を持っておすすめし
ます！

次ページ以降もご覧ください！

旅行代金：お１人様

２４８,０００円
※燃油サーチャージおよび現地空港諸税、国際観光旅客税1,000円、羽田空港施設使用料2,570円、
旅客保安サービス料100円はすべて旅行代金に含まれています。

(イメージ)



(イメージ)

大学生協による、大学生のための海外体験ツアー

シドニー異文化体験ツアー おすすめポイント！

１ 体験
大学訪問や現地日本人の方の講演など普通の観光ではなかなか体験できない充実したプログラムです！

２ 挑戦
少人数のグループで行動する中で、仲間とのコミュニケー
ションにチャレンジ一緒にシドニーの人たちとできます！
一緒に行く仲間との結束も深まります。

３ 安心
大学生協職員と英語講座講師が同行。事前学習会からツアー中、
帰国後まで学びをサポート。初めて海外に行く人にも自信を持っ
ておすすめします！

ロックスツアー 現地日本人が語る 選択アクティビティ

仲間に感化されて、自信を持て
なかった人も挑戦を戸惑わない
暖かい雰囲気になりとても心地
よく過ごすことができました。
(2018年参加・山口大)

私も将来海外で仕事をした
いと思っているので、諦めな
い強い意志を持って頑張りた
いです。話を聞いてやる気が
湧いてきました！(2018年参
加・島根大)

[中高訪問に参加して]
海外の教育について多く
のことを学び取ることがで
きました。
(2018年参加・広島大)

０ WHY Sydney? 大学生１年生の海外体験はシドニーで決まり！

(イメージ) (イメージ) (イメージ)

同行者も参加しての事前学習会
(イメージ)(イメージ)

理由１：移民の国・都市で、旅行者にも大らかな土地
英語でのコミュニケーションにチャレンジしやすい街です。フレンドリーに接してくれ
る人も多く前期の英語講座で身につけた英語力を試すにはもってこいの街です。

理由２：歴史・文化・自然豊か
学びも観光も存分にできます。街の歴史的な成り立ちや多文化共生の在り方を目
の当たりにできると共に、郊外に出れば海岸や山地など雄大な自然に接することも
できるロケーションです。

理由３：日本との時差はたったの１時間
時差ボケの影響を受けづらいため、ツアーの期間中も現地で有意義に時間を過ご
すことができます。

ロックスツアーでガイドの
ジョージさんに会い、自
分の英語に少し自信を持
つことができた。
(2018年参加・鳥取大)

このツアーの魅力は、私たちの
挑戦をサポートしてくださる方
が身近にいることだと思います。
(2018年参加・愛媛大)

生まれて初めて踏んだ異国の地がシドニーでした。ツアーの中でも特

に、サーキュラーキー駅から見たオペラハウスとハーバーブリッジを今で
も鮮明に覚えています。
渡航以前、私は、シドニーは英語圏なので普段使用している日本語で

は意思疎通が出来ない、きちんとした英語を話さなくては、と思っていま
した。しかし実際に現地に行ってみるとわからないことも多く、英語が堪
能でなくても話さざるを得ない状況になりました。そんな数日間を過ごす
中で、伝えようという意思があれば相手に思いを伝えられること（相手も
それを汲み取ろうとしてくれます）、わからないことをわからないと聞く力
（もちろん返答してくれます、笑）が身につきました。そして、見知らぬ土地
でもなんとかやっていけると思える度胸もつきました。

また、帰国してからも、ツアーを通して知り合った他大学の友人との交
流や、大学にいる留学生と関わる機会が増え、交友関係が広がりました。
グローバル社会やボーダーレスという言葉で表現される現代では、自分
とは異なる多様な価値観や文化を持つ多くの他者と、お互いを理解し合
いながら付き合っていくことは重要です。なぜなら、私たちは生きていくう
えで他者との協力が必要不可欠だからです。
せっかくの夏休みです。みなさんがこのツアーに参加して、自分の価値

観を広げたり、異文化に触れて刺激を受けたりと、楽しみつつ何か大切な
ものを持ち帰ってくれたらなと思います。

井上 栞 さん
徳島大学大学院２年生(2013年・14年ツアーに参加)

● 参加した先輩より 「シドニーツアーが変えた！ 大学生活」



１日目 集合・出発
羽田空港でのオリエンテーションの後、シドニーに向けて出発します。

２日目 現地到着

４日目 大学訪問
シドニーにある大学を訪ね、現地の学生たちと交流します。 ５日目 ユダヤ博物館訪問

ホロコーストの歴史について展示やサバイバー(語り
部)の方の講演を通じて学びます。

・持寄り夕食会
近隣のスーパー等で購入した食べ物や飲み物を持ち
寄って一緒に行ったメンバーで交流し親睦を深めます。

・ロックスツアー
歴史あるロックス地区を現地のガイドさんと歩きます。

・現地日本人が語る
シドニーで活躍されている日本人の方の体験談を聞きます。

３日目 選択アクティビティ
教育施設など現地の施設訪問やツアーに参加します。
※出発日によって実施アクティビティ数および行き先は異なります(以下一例)

アボリジナルツアー 教育施設訪問(保育園)

※当ページ掲載写真は2018年夏実施日程時によるものでイメージです。
なおこれらの行程は一例であり実際の実施順序は前後する場合があります。

６日目 終日グループ別行動
ブルーマウンテンやビーチ、動物園が人気のスポット

７日目 まとめの会・出国
共に旅をしてきた仲間たちとこのツアーを振り返ります。

８日目 帰国
お土産と思い出と自信と共に

朝の会・夜の会
ツアー中・朝と夜には全員で集まって、その日
の出来事や学び・気づきを振り返る時間を設け
ています。

グループ別行動
出発前にグループごとに決定したスケジュー
ルに基づいて移動・行動します。

ツアー行程の
ご紹介

(イメージ)

(イメージ)

(イメージ)

(イメージ) (イメージ)

(イメージ)

(イメージ)

(イメージ)
(イメージ)



この旅行は、全国大学生活協同組合連合会旅行センター(以下「当会」といいます)が企画
・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当会と募集型企画旅行契約を締
結して頂く事になります。
１ お申し込み方法と契約の成立
(１)当会所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申し込みください。お申込金は、旅行
代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。 (２)契約は、当会
が契約の終結を承諾し、お申込金を受理した時に成立いたします。
２ 旅行代金のお支払い
(１)旅行代金からお申込金を差し引いた残額を旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て３０日目に当たる日より前までにお支払いいただきます。(２)トラベルローン利用の場
合は「ローン申込書」にて直ちに手続きをしてください。旅行開始日の１カ月前までに
手続きをおとりください。
３ 旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
【旅行代金に含まれるもの】
●パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代●空港・出入国
諸税、空港施設使用料（羽田空港施設使用料・旅客サービス保安料、シドニー空港・出
入国諸税、国際観光旅客税等)、燃油サーチャージ ● ETAS(電子入国許可)取得手数料 ●
あんサポ24会費
【旅行代金に含まれないもの】
●旅行日程に記載のない宿泊費、交通費、食事費等の諸費用 ●個人的諸費用（電話
代・クリーニング代等） ●自由行動の際の一切の費用 ●超過手荷物料金 ●渡航諸
手続費用（旅券印紙代など）
４ お客様の解除権
お客様は次の取消料をお支払いいただく事により旅行契約を解除する事が出来ます。な
お、取消日とはお客様が当会の営業日、営業時間内に解除する内容をお申し出頂いた日
とします。
a.「特定日」（4/27～5/6,7/20～8/31、12/20～1/7)に旅行を開始する旅行
b.「特定日以外」に旅行を開始する旅行

※お申込みの際は「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受取になり必ずお読みください。
【このパンフレットは、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。】

５ 当会の解除権 旅行開始前の解除
当会は次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除する場合があります。こ
の場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。
・お客様の数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たない場合旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって２３日目、ピーク時にあっては３３日目にあたる日より前に旅行
中止の通知をします。
６ 免責事項
お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当会は賠償の責任を負いません。
・天災地異、気象状況、暴動またはこれらの為に生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらの為に生ずる旅行日程の変更若しくは旅
行中止。
・官公署の命令又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難。
・運送機関の遅延、不通またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞
在期間の短縮。
７ 特別補償
お客様が募集型企画旅行中に生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については当会
の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金
をお支払いします。
８ 旅程保証
当会は当パンフレットに記載した契約内容のうち、当会旅行業約款（募集型企画旅行契約
の部第２９条別表二）に掲げる重要な変更が生じた場合は同条の定めるところにより変更
補償金をお支払いします。
９ 個人情報の取扱
(１)当会及び受託旅行会社は旅行申込みの際にご提供いただいた個人情報についてお客様
との連絡や運送、宿泊期間等の手配およびそれらのサービスの受領のために必要な範囲内
で利用させていただきます。 (２)当会、当グループ会社および販売店では、①取り扱う
商品、サービス等のご案内 ②ご意見、ご感想の提供・アンケートのお願い ③統計資料
の作成にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。 （３)このほか当会の
個人情報の取り扱いに関する方針等についてはホームページ（ http://travel.univcoop.or.jp
）でご確認ください。 （４）当会は、お客様のお買い物等の便宜の為に、免税店等に電
子的方法等によりお客様の個人情報を提供します。なお、これらの事業者の個人情報の提
供の「停止」を希望される場合は、お申込み窓口に「最終旅行日程表」受け取り時までに
お申し出ください。
１０ その他
（１）旅券・査証について：この旅行には帰国時まで有効な旅券が必要です。日本国籍以
外の方は自国の領事館、入国管理事務局等へお問合せください。 （２）渡航先の衛生状
況は厚生労働省のホームページでご確認ください。（http://www.forth.go.jp/） （３）
外務省［海外危険情報］等渡航先に関する情報が発せられている場合は書面で通知いたし
ます。また下記外務省海外安全ホームページでもご確認ください。
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
１１ 旅行条件・旅行代金の基準
このパンフレットに記載の旅行日程の旅行条件は２０１９年２月１日現在を基準としてい
ます。また、旅行代金は２０１９年２月１日現在有効なものとして公示されている航空運
賃・適用規則を基準として算出しております。

旅行企画・実施 受託販売

全国大学生活協同組合連合会 旅行センター
東京都杉並区和田３－３０－２２

観光庁長官登録旅行業第1642号 日本旅行業協会正会員

このコースにはあんサポ２４(ＥＮ会員)が付帯されています。
▼「CO-OPあんしんダイヤル」が24時間対応
国内・海外より日本語で対応可能。こんなときにお役に立てます。
●渡航先の治安●病気や怪我の際の病院の紹介
●パスポート・各種カードの紛失●通訳など
※旅行商品の解約・変更、旅行契約にかかわるものについては引受できま
せんのでご了承ください。
▼海外旅行保険つき（注）
引受幹事保険会社：東京海上日動火災保険株式会社
●治療・救援費用2,000万円 ●疾病死亡100万円●賠償責任3億円
●傷害後遺障害1,000万円●携行品損害10万円
●偶然事故対応費用5万円●傷害死亡100万円
(注)全国大学生活協同組合連合会を契約者とする、会員の方を対象とした
海外旅行保険包括契約となります。

当コースへお申し込みを希望される方は、
下記の条件をご確認ください。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り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
関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお訊ね下さい。

大学生協中国・四国事業連合 大阪旅行サービス
大阪市淀川区西中島5丁目8-3 新大阪サンアールビル北館５階
愛媛県知事登録旅行業 第3-184号

協 力

旅行契約の解除期日
a.「特定日」に旅

行を開始する旅行

b.「特定日以外」

に旅行を開始する

旅行

(1)旅行開始日がピーク時の旅行であって、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％ 無料

(2)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

(3)旅行開始日の前々日以降旅行開始日まで

(4)旅行開始後の解除又は無連絡不参の場合

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

ご旅行条件（要約）

・未成年の方は保護者の方より参加の同意を得て、申込書提出の際に「同
意書」をご提出ください。

・申込の際に申込金が必要になります。（10,000円以上）
・当企画は、お申込期限前であっても、募集定員に達した場合は、受付を
締め切らせていただく場合があります。

旅行
代金

２４８ ,０００円
（エコノミークラス利用・４～６名１室利用・大人おひとり様）

※燃油サーチャージおよび現地空港諸税、国際観光旅客税1,000円、羽田空港施設使用
料2,570円、旅客保安サービス料100円はすべて旅行代金に含まれています。
※現地空港諸税が増額または減額、廃止された場合も旅行代金は変更ありません。(増
額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません)
※ETASは大学生協が無料で取得します(パスポートコピーをご提出ください)

国内線乗継
追加代金

(日本航空便利用)

※コース本体と同時にお
申込みください

福岡・伊丹・広島発着―      

２０,０００円(往復)

※国内線旅客施設使用料(羽田往復580円、伊丹往復520円）は国内線乗り継ぎ追加代金
の中に含みます。
また、国内線旅客施設使用料が増額、減額、廃止された場合でも追加代金に変更はござ
いません。

国内線は上記空港から羽田空港への往復あるいは片道での手配となります。
同日乗継便での手配となりますが、最短時間乗継便などの指定はお受けできません。グ
ループの場合でも搭乗便は複数便で分散されることがあります。
※国内線乗継運賃座席枠の中で搭乗便が決定されるため、正規運賃の座席枠に空席があ
る場合でも予約が確保できない場合がございます。

利用
航空会社

カンタス航空
エコノミークラス利用

日本発着時

宿泊

Sydney Central YHA
（４～６名相部屋）

11 Rawson Place Sydney
NSW 2000

最少
催行人員

15名
(各コース10名)

食事

朝食 ５回
(コンチネンタル式)

昼食 ０回
夕食 １回
(機内食除く）

添乗員
添乗員は同行いたしません。ただしスタッフは同行します。
期間中現地では大学生協職員がお世話いたします。

旅券
・
査証

パスポート残存
有効期間
(日本国籍の方の場合)

ETAS(電子入国許可)取得の場合、帰
国時まで有効なもの。

査証
(日本国籍の方の場合)

ETAS(電子入国許可)が必要です。生
協が無料で取得いたします。

当旅行についての詳細

広島修道大学生活協同組合旅行部
〒731-3195 広島市安佐南区大塚東1-1-1
広島県知事登録旅行業第3-200号
TEL082-830-1004
総合旅行業務取扱管理者 中村 ひろみ


