
第27回 中高生ホームステイ交流プログラム
FUKUOKA JAPAN-AUSTRALIA SOCIETY

YOUTH HOMESTAY EXCHANGE PROGRAM

福岡日豪協会 http://www.fjas.jp/

福岡日豪協会では、オーストラリアでのホームス

テイ交流プログラム実施に伴い、中高生の参加者を

募集しています。

自然豊かな環境にあるヴィクトリア州のウォーナ

ンブール市のブラウワーカレッジ（中高一貫公立高

校）にて授業に参加し、ホスト生徒さんのお宅に

ホームステイをします。

オーストラリアの中高生やホストファミリー

と活動する学校交流プログラムを通して親善を

深め、現地の学校生活を体験します。

また、ブラウワーカレッジでの学校生活以外

に、校外活動も予定しており、日本文化や日本

語などの情報発信を行い、双方向の国際交流を

目指します。

※当協会の事務局スタッフが福岡から随行します。

過去のプログラムの様子

福岡日豪協会



派遣期間
2019年7月21日（日）～ 8月4日（日）
【15日間】

募集人数
5名（随行あり）
※応募書類等による選考を行います。

募 集 要 項

応 募 資 格

• 当協会の事業内容にご賛同いただける方の子弟（中学生と高校生）

• 参加者本人の当協会への入会が条件となります。（学生会員年会費：2,000円）

• 日常生活を送るうえで必要最低限の英語会話力を有している人

• 健康で協調性に富み、自立して計画に沿った規律ある行動ができる人

• 交流プログラムの趣旨を理解し、意欲的に取り組むことができる人

• ひとりでホストファミリー宅に滞在することができる人

• 動物アレルギーのない人（犬や猫を飼っているご家庭が多いため）

応 募 方 法

同封の参加申込書①、②にご記入の上、協会事務局まで郵送してください。

応募締切日 2019年5月24日（金）必着

• 申込書のご記入にあたり、過去のプログラムの様子を協会ホームページにて
ご参照いただけます。http://www.fjas.jp/

• 申込書は必ずご本人自筆でのご記入をお願いします（保護者記載のものは受
付できません）。

訪問都市
ウォーナンブール・メルボルン・シドニー

参加費用
約38万5千円
（パスポート、保険等個人的費用は除く）
※参加人数、燃料サーチャージなどにより変動す
る場合があります。
※学生会員年会費が別途必要です。

メルボルン
Melbourne

ビクトリア州
The State of Victoria

ウォーナンブール
Warrnambool

6月21日以降の取消は、取消料が発生します

6/21（金）～7/18（木） ・・・・・・・旅行代金の20％

7/20（土）～出発前まで ・・・・・・・ 旅行代金の50％

出発当日無連絡キャンセル ・・・・・・ 旅行代金の100％

http://www.fjas.jp/


第２７回 中高生ホームステイ交流 日程表
日　付 都市名 発着時刻 交通機関 摘　　要 食　事

福岡 7:45   福岡空港国際線ターミナル集合

福岡発
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ着

10：00
15：20

SQ655
  福岡より空路　シンガポールへ （所要時間： 6時間20分、時差： -1時間）
  シンガポール到着　乗り継ぎ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ発 22:00 SQ227   シンガポールより空路　メルボルンへ （所要時間： 7時間25分、時差： +2時間）

＜機中泊＞

ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ着 7:25 　　メルボルン到着　入国手続き

午前 専用車
　　メルボルン市内観光
　　（聖パトリック大聖堂、フィッツロイ庭園など）

午後

夕刻 　　ホテルチェックイン

夜 　　夕食へご案内

＜メルボルン泊＞

ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ 7:30 専用車 　　メルボルンより専用車にてグレートオーシャンロードへ

　　グレートオーシャンロード観光

　　観光後、ウォーナンブールへ

ｳｫｰﾅﾝﾌﾞｰﾙ 15：00頃 　　ウォーナンブール到着

　  ブラウワーカレッジにてホストファミリーと対面後、各ファミリーへ

＜ウォーナンブール/ホームステイ泊＞

ｳｫｰﾅﾝﾌﾞｰﾙ 終日 　　ホームステイ

　　ブラウワーカレッジにてホストスチューデントと授業体験

　　ホストファミリーとの自由行動

～ 　　〔以下昨年度実績〕

　　   ウォーナンブール観光（国立公園、タワーヒルなど）

       全校集会にてスピーチ、ホストスチューデントと市長表敬訪問など　

＜ウォーナンブール/ホームステイ泊＞

ｳｫｰﾅﾝﾌﾞｰﾙ 9：00頃 専用車 　　ウォーナンブールより専用車にてメルボルンへ

ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ発 15:00 VA853 　　メルボルンより空路　シドニーへ （所要時間： 1時間25分、時差： 0時間）

ｼﾄﾞﾆｰ着 16:25 　　シドニー到着

専用車 　　空港より専用車にてホテルへ

夕刻 　　ホテルチェックイン

夜 　　夕食へご案内

＜シドニー泊＞

ｼﾄﾞﾆｰ 午前 専用車 　　シドニー市内観光

　　（オペラハウス、ハーバーブリッジ、ロックス散策など）

　　昼食後、空港へ

ｼﾄﾞﾆｰ発 18:05 SQ242 　　出国手続き

　　シドニーより空路　シンガポールへ （所要時間： 8時間15分、時差： -2時間）

＜機中泊＞

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ着 0:20 SQ242 　　シンガポール到着　乗り継ぎ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ発 1:20 SQ656 　　シンガポールより空路　福岡へ （所要時間： 6時間15分、時差： +1時間）

福岡着 8:35 　　福岡到着　入国手続き後、解散

　　～～～　　お疲れさまでした　　～～～

＊スケジュールは現地事情等により変更になる場合があります。
＊ SQ：シンガポール航空、　VA：バージンオーストラリア航空
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・事前説明会案内の発送（参加者決定通知）

・参加者のパスポートコピーお預かり

日本とオーストラリアの友好親善を図るため、1990年9月に設立された国際交流団

体です。その核となる事業のひとつ、中高生ホームステイ交流（派遣）は、青少年の

ための育成事業としてはじまり、今年度で27回目を迎えます。

その他にも、オーストラリアの中高生ホームステイ受け入れや講演会、テニス＆

BBQ大会、クリスマスパーティーなどの活動を行っています。

九電旅行サービス （平日9:00-18:00）
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通2-1-82 1F
TEL 092-739-3215 
FAX  092-771-0208
担当： 馬場

福岡日豪協会事務局（平日10:00-15:00）
〒810-0004
福岡市中央区渡辺通2-1-10 3F
TEL 092-726-1689 
FAX 092-726-1693
担当： 鷲頭（わしず）、呉（ご）

お問い合わせ先

出 発 ま で の 流 れ

・最終旅行代金の確定

・請求書の発送

・海外旅行保険の案内の発送

・事前説明会の実施

- 旅のしおり、ガイドブック、保険証券のお渡し

- 現地事情、日程の詳細、ミニ英会話レッスン、など

※参加者の方は必ず出席をお願いします。（保護者同伴）

※事前説明会後、ブラウワーカレッジからの派遣生徒のウェルカム

パーティーを開催します。（参加決定者には別途ご案内）

・随行者との最終確認（必要に応じて）

・帰国後に、プログラム参加のレポートを提出して
いただきます。

6/14（金）まで

6月下旬頃まで

6/29（土）

13:30~15:30

7/21（日）ご出発

7/20（土）まで

福岡日豪協会とは


