Holiday Program 2019
BEYOND MALAYSIA の 短期留学 in ペナン

マレーシア ペナン島での短期留学
ACEカリキュラム*1 や UKカリキュラム*2 の少人数制スクールで英語イマージョンレッスン
多文化・多民族国家マレーシア。中でもペナン島は交易港としての歴史から、さまざまな国からの影
響を色濃く残し、街も人も多様性にあふれています。そんなペナンでの短期留学、受け入れ校はすべ
て少人数制でアットホーム。緑あふれる閑静な住宅街やキリスト教会の敷地内にある、ホームスクー
ル*3 やインター校です。
教師がレクチャーする一斉授業ではなく、お子様それぞれの英語

*1

力に合った教材を使い、自発的な英語学習を促します。ネイティ

ACEカリキュラム

ブレベルの英語力を持つ在校生との交流で、遊びの時間やランチ

キリスト教団体を中心に

タイムの会話を通じても英語を吸収できます。外国人の受け入れ

作られたホームスクール

経験も豊富でフレンドリーな在校生が多く、日本やアジア各国か

プログラム。アメリカで

らのリピーターも多いプログラムです。

広く知られています。

スクールでの1週間
TIME

MONDAY

TUESDAY

9:00-9:30

WEDNESDAY

THURSDAY

LEARNING
TIME

ASSEMBLY（朝礼）

9:30-10:30

LEARNING TIME（学習時間）

10:30-10:45

＊2

MORNING BREAK（スナックタイム）

10:45-12:00

LEARNING TIME（学習時間）

12:00-13:00

LUNCH BREAK（ランチタイム）

13:00-14:00

FRIDAY

イギリスの義務教育課程
をベースに海外向けに作
られたカリキュラム。世
界中のインター校で広く

ESL CLASS（英語補習クラス）/ESSAY & CREATIVE WRITING

14:00-16:00

LEARNING TIME

-ART ATTACK
-SCIENCE
-COOK & BAKE

READING TIME
(読書)

UKカリキュラム

PE(体育)

CLEAN UP

採用されています。

DISMISSAL
（下校）

アクティビティ
16:00-17:30

DISMISSAL（下校）

※各校でスケジュールは少しずつちがい、内容は予告なしに変更される場合もあります

1

2

3

＊3

ホームスクール

従来の学校の年齢別クラ

ローカル生徒と交流

英語イマージョン環境

英語/中国語教育の相談も

少人数制なので、必然的に在

フレンドリーな在校生と同じ

参加者特典として英語・中国

校生と交わる環境。日本人同

環境で学び、休み時間や放課

語教育相談を無料でお受けし

士で固まらない様に年齢・性

後の遊びなど、同世代同士の

ます。オプションでインター

別・英語力などを元に学校を

コミュニケーションからも生

校視察/生活視察も可能です。

選定します。

きた英語が吸収できます。

スではなく、各自のペー
スで学ぶ小規模制のフリー
スクール。6歳〜18歳の
在校生は全ての教科を英
語で学んでいます。
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Holiday Program 2019 in Penang

❶親子短期留学 (大人1人＋小人1人)

❶親子短期留学 ❷ホームステイ単身留学
[対象年齢 ]

小学生〜高校生（6歳〜18歳）

[受入期間 ]

2019年1月7日(月)〜11月8日(金)

[参加期間]

最短1週間〜最長3カ月まで

[開催校]

G-Academy, B-Learning, Pelita Int’l School 他

[スクール時間]

9:00~16:00 または 8:30~15:30など

親子でコンドミニアムに滞在しながらスクールへ通います。放課
後や週末には親子でペナンをお楽しみください。
①親子で滞在1週間プラン：158,600円〜（7泊8日）
②親子で滞在2週間プラン：294,200円〜（13泊14日）
＊お子様1名追加：66,400円/1週間、（スクールへ通う場合）

・スクールはマレーシアの土日祝とスクールホリデーを除く平日です
・年齢や性別、英語力を考慮の上でスクールをご提示します

"代金に含まれるもの
コンドミニアム滞在料 /スクール登録料/ レッスン料/教材費/空港
送迎/スクール送迎/お子様のスクールランチ/ 日本語電話サポート
サービス/ 弊社お手配料金
"代金に含まれないもの

・時間や内容はスクールによって若干変わります
・人数の追加や期間の延長も可能です
・単身留学のお子さんは航空会社のサポートサービス利用が安心です

日本国内〜ペナンの往復航空券/海外旅行保険/食事/スクールでの
おやつ/週末や放課後の観光地入場料/遠足など外出時の食事/コン
ドミニアム保証金RM500(室内の破損などが無ければ退去時全額
返金）

❷ホームステイ単身留学（11歳以上）

観光＆移住下見のオプションも

ローカル宅にホームステイしながらスクールへ通います。ステイ
先ファミリーとのコミュニケーションで英会話力が鍛えられ、単
身の海外生活を経験する事で自信も付きます。

オプションでインター校視察が可能です。現地の教育コンサルタ
ントが同行し、ペナンの留学事情＆生活情報を詳細にお伝えしま
す。観光ツアーなどもお手配可能です。

・ホームステイ1週間プラン：128,400円（7泊8日）

各種オプショナルツアー

・ホームステイ2週間プラン：233,400円（13泊14日）

・ペナン半日 or １日観光
・大人英会話レッスン

"代金に含まれるもの
ホームステイ代金/ スクール登録料/ レッスン料/ 教材費/ 空港送迎
/スクール送迎 / ステイ先での朝食と夕食/ スクールランチ/ 日本語
電話サポートサービス/ 弊社お手配料金
"代金に含まれないもの
日本国内〜ペナンの往復航空券/海外旅行保険/スクールでのおや
つ / 週末や放課後の観光地入場料/遠足など外出時の食事

・マレーシア料理クッキング体験
・バティック体験
・マッサージ＆SPA
・インターナショナルスクール視察ツアー
＊お子さま向け水泳レッスン・中国語の個人レッスン紹介なども承ります

※最長3カ月まで期間延長可能です。お問い合わせください。

お申込み/お問合せ
[現地担当者]

BEYOND MALAYSIA / 長塚（在ペナン）

[e-mail]

service@beyondmalaysia.com

[WEB]

beyondmalaysia.com

[留学プラン]

SummerPlace Travel Sdn. Bhd.(115091-U)
Tourism License No. KPK/LN 8151

[日本発航空券]

(株)エムアールシージャパン(東京都知事登録旅行業3-5248号)
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Holiday Program in ペナン2019 スケジュール
7泊8日(1週間プラン) ・ 13泊14日(2週間プラン)
日次

曜日

都市

時間

交通機関

【1週間・2週間プラン】
1

2

(日)

(月)

(火)
3
｜

送迎車

日本発
ペナン着

送迎車
送迎車

16:00

送迎車

【1週間・2週間プラン】

日本国内の空港よりマレーシアへ
ペナン空港にて担当者がお出迎え
→コンドミニアム・ホームステイ先へチェックイン
→オリエンテーション：両替・買物場所など
【子供】スクールへ（昼食付）*子供のみ
【親】希望者は初日朝礼のみ同行可能(約1時間)
→終了後、朝市見学 またはオリエンテーション

【1週間・2週間プラン】

08:30

送迎車

スクールより下校
→自由行動・ステイ先ファミリーと外出など
【子供】スクールへ（昼食付）*子供のみ
【親】自由行動（英会話スクール等オプショナル有)
｜

5
(木)
【1週間・2週間プラン】
6

08:30
午前

スケジュール

16:00

送迎車

スクールより下校
→自由行動・ステイ先ファミリーと外出など

08:30
14:30

送迎車
送迎車

【子供】スクールへ（昼食付）*子供のみ

(金)

【親】希望者はスクール最終日の迎えに同行し、ス
クールにて写真撮影など可能→終了後一緒に下校
※単身留学のお子さんは当社が写真撮影致します
【親子】終日自由行動
＊オプショナル観光ツアーのお申込み承ります

【1週間・2週間プラン】
7

(土)

【単身留学】ステイ先ファミリーと外出

【1週間プラン】
ペナン発
日本着
8

送迎車

(日)
終日自由行動・またはステイ先ファミリーと外出

【2週間プラン】

9
｜

(月)

12

(木)

【2週間プラン】

送迎車

【子供】スクールへ（昼食付）*子供のみ
【親】自由行動

｜

【2週間プラン】
13

【親子】ドライバーが空港へお送りします
【単身留学】当社スタッフが空港へお送りします
→帰国の途へ

送迎車

【子供】スクールへ（昼食付）*子供のみ
【親】希望者はスクール最終日の迎えに同行し、ス
クールにて写真撮影など可能→終了後一緒に下校

(金)

※単身留学のお子さんは当社が写真撮影致します

14

(土)

【2週間プラン】
ペナン発
日本着

送迎車

【親子】ドライバーが空港へお送りします
【単身留学】当社スタッフが空港へお送りします
→帰国の途へ

※天候や情勢により止む終えずスケジュールが変更される場合があります。予めご了承ください。
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オプショナルツアーについて
◎ご要望に応じて大人向け英会話教室、ヨガ教室、エステ・スパ、バティッ
ク体験、ジョージタウン観光、インター校視察、コンドミニアム視察などお
手配を承ります。

ステイ先コンドミニアム THE LANDMARK
ルームタイプ：Premier Suite/ 2〜3名宿泊可 または Family Suite(4〜6名宿泊可)
【お部屋に付随するもの】
ベッド, バスルーム, トイレ, クローゼット, バルコニー, ソファセット, 液晶TV, Wi-fi, ダイニングテー
ブル＋椅子4つ, キチネット, 冷蔵庫, 電気調理器, 電子レンジ, 電気ポット, 鍋, 食器類, 洗濯機, 衣類乾
燥機, アイロン。共用設備として、プール・ジム・プレイグラウンド等
◎予約状況によりルームタイプが変更される場合があります。
◎隣接地(徒歩3分) にスーパーマーケットやレストラン街、屋台街があります。
◎滞在日の延長、レイトチェックアウトも可能です。お問合せ下さい。
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