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サマー・ティーン・プログラム 
2018 

13才～17才対象



カイ日本語スクール

日本の夏を楽しもう！ 
1987年の創立以来、様々な国からきた多くの学生がカイ日本語スクールで日本語を勉強しています。その豊富な経験をもとに、日本
や日本語をたっぷりと楽しめるサマー・ジュニア・プログラムを作りました。日本語を勉強しながら伝統的な文化やポップ・カルチャー
を体験して、人生最高の夏を過ごしてみませんか？ 

 

このコースはここが素晴らしい 
フル・サポート 
成田または羽田空港に到着した後は、もう心配しなくて大丈夫。
空港から宿舎までの送迎だけでなく、学校やアクティビティ間
の送迎も含まれていますし、カイのスタッフも一緒に宿舎に泊
まりますので、みなさんの安全は十分に確保されています。 

ほぼ全部を含んだパッケージ 
レッスンの他、プログラムには週末を含め毎日行われるアクティ
ビティ、宿舎、朝食、夕食、空港送迎そして毎日の送迎が含ま
れています。ただし、昼食、飲み物、個人で使うお小遣いは含
まれていませんので、ご注意ください。 

 

素晴らしい体験 
わずか2-3週間の授業で自己紹介やレストラン、お店で使える基
本的な会話が学べます。そしてアクティビティや東京での生活
で、本当の日本文化や社会を理解することもできます。それは
きっとみなさんにとって、素晴らしい体験となることでしょう 

効果的なレッスン 
このプログラムの目的は、楽しい学習環境で「会話スキル」を
伸ばすこと。クラスではたくさん、話す練習をします。短期間
で驚くほどたくさん日本語を話せるようになるでしょう。  

 

 

アクティビティ  プログラム期間中、様々なアクティビティーに参加します。日本の伝統文化に触れら
れるものから、日本の最先端のものまで、学びの場を教室の外に広げます。プログラ
ム修了時にはすっかり日本通になっていることでしょう。



カイ日本語スクール

コース情報 
 レベル  入門～初級 (CEFR: A1) 「それ以上のレベルの場合は授業はサマーコースのクラスに入ります」 
 期間  2018年7月8日から2018年7月22日（2週間）または2018年7月8日から2018年7月29日（3週間） 
 時間  9:00 - 12:50（50分のレッスンが1日4コマ。プログラム中の平日に終日アクティビティ1回あり）  

 クラスサイズ  最少3名、最大20名 
 年齢  13歳から17歳  
 料金  2週間フル・パッケージ：　390,000円　　　3週間フル・パッケージ：　550,000円 
  宿泊、食事、夕方のアクティビティが含まれないパッケージもありますが、その場合は通学やアクティビティからの帰宅時には、付

き添っていただく方が必要です。詳細はお問合わせください。 

フル・パッケージに含まれているもの 
✓ 9日間または14日間のレッスン。教材（印刷物・デジタル版）込み 
✓ 2週間プログラムは終日アクティビティ4回および半日アクティビティ
9回。3週間プログラムは終日アクティビティ6回および半日アクティ
ビティ14回 

✓ 東京セントラルユースホステルでの宿泊（ドミトリータイプ） 
✓ プログラム中の全ての朝食および夕食 
✓ 成田空港または羽田空港の送迎（往復） 
✓ 学校、宿舎、アクティビティ間の送迎 

フル・パッケージに含まれていないもの 

✓ 日本までの航空券 
✓ 昼食および飲み物 
✓ 個人的なお小遣い 

スケジュール 
天候や訪問先の日程変更などの事由によって、スケジュールが変更になることがあります。

* 夕方のアクティビティに参加したくない学生のために、スタッフが宿舎で待機しています。 

午前 午後 夕方

7月8日 日 16時までに来日・空港からホテルへ移動・宿舎へチェックイン オリエンテーション

7月9日 月 授業 ウェルカムランチ、新宿と都庁ツアー お好み焼き

7月10日 火 授業 明治神宮と原宿

7月11日 水 授業 大学生と東京ツアー ゲーム・ナイト（オプション）*

7月12日 木 授業 友禅染め　 回転寿司

7月13日 金 授業 大学生とカラオケ

7月14日 土 東京ディズニーランド

7月15日 日 江戸東京たてもの園

7月16日 月 授業 うちわ作り ボーリング・ナイト（オプション）*

7月17日 火 授業 忍者体験 ピザ・ナイト

7月18日 水 授業 キャラ弁作り

7月19日 木 フォレストアドベンチャー

7月20日 金 授業 ちょうちん作り＆浅草散策

7月21日 土 お台場ツアー

7月22日 日 ２週間組：宿舎をチェックアウト・空港へ移動・離日　／　３週間組：高尾山観光 
３週間組：高尾山ツアー

7月23日 月 授業 江戸東京博物館

7月24日 火 授業 映画 串揚げ

7月25日 水 授業 手まり寿司作り カラオケ・ナイト（オプション）*

7月26日 木 授業 茶道 スピーチのリハーサル

7月27日 金 授業 さようならパーティー

7月28日 土 下町散策 お部屋の片付け、帰国準備

7月29日 日 ３週間組：宿舎をチェックアウト・空港へ移動・離日



カイ日本語スクール

入学までの流れ 
1.入学申込書に記入し、メールまたはファックスでお送りくだ
さい。 
2.オンライン・レベルチェックテストのURLをメールしますの
で30分以内に解答してください。インタビューを希望するか
どうかも忘れずに選んでください。希望しない場合でもレベ
ルチェックテストの結果をみてお願いする場合があります。  

3.インタビューはスカイプまたは電話で行います。インタビュー
をされない場合は、オンライン・レベルチェックテストの結
果でレベルを決定します。なお、日本語を勉強したことのな
い方は、レベルチェックテストは不要です。 
4.料金を以下の方法でお支払いください。ご入金確認後、クラ
スに席を確保いたします。  

 

お申し込み期限  
2018年6月1日 
お申し込み期限を過ぎても受講を受けつけることができる場合があります。最新の状況に関しては、学校までお問合わせください。  
コース開講後のキャンセルにつきましては、学校側の理由でコースを開講しない場合を除き、返金は一切いたしません。 

 

お支払い 
海外からのお支払い 

1. 銀行振込 

下記の口座にお振り込み下さい。 

振込手数料は、申込者のご負担となります。手数料についての詳細は、ご利用の銀行
にお問い合わせください。 

2. FLYWIRE 

教育機関向けの国際的なオンライン学費支払いサービスで、自
国の銀行への振込やクレジットカードでのお支払いが可能で
す。  
詳細: www.kaij.jp/payment/ 

日本国内からのお支払い 
下記の方法でご入金いただけます。 
1.銀行振込 
2.クレジットカード(Visa、MasterCard、AMERICAN 
EXPRESS、JCB)  
3.現金 
現金またはクレジットカードでお支払いを希望の場合は、弊校までお越しいただく必
要があります。 

お支払い・キャンセルについて 
• 全額ご入金いただいたことを確認してから、クラスに席を確保いたします。 
• お申し込み期限前のキャンセルにつきましては、授業料とテキスト代を返金いたします。 
• お申し込み期限を過ぎてからのキャンセルにつきましては、授業料とテキスト代の80%を返金いたします。 
• コース開講後のキャンセルにつきましては、返金は一切いたしません。 
• 弊校へのお支払いの際、およびご入金いただいた料金を返金する際は、銀行振込手数料は申込者のご負担とさせていただきます。

銀行名 三菱東京UFJ銀行

支店名 新宿中央支店

支店コード 469

支店住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-1

口座番号 普通口座 No. 0834440

口座名 株式会社 ケー・エー・アイ 
代表取締役 山本弘子

Swiftコード BOTKJPJT

http://www.kaij.jp/payment/


サマー・ティーン・プログラム 
申込書および保護者同意書 

この入学申込書はカイ日本語スクールが行うサマー・ティーン・プログラムうに参加するために記入するものです。ここに書かれた情報は円滑なクラス運
営のために利用されます。この情報が第三者に譲渡されることはありません。 

希望プログラムとコース期間 

学生情報 

パスポート

保護者の情報 

日本の親族の連絡先 

ビザ 

お子様には日本語学習歴はありますか？ 

お子様の日本語能力について 

パッケージ □ フル・パッケージ     □ 宿泊および食事なし。通学やアクティビティからの帰宅時には付き添いが必要。空港送迎は含む。

期間 □ 2週間プログラム     □ 3週間プログラム

姓
漢字

ローマ字

名
漢字

ローマ字

生年月日 年　　　月　　　日 職業 性別 □ 男性　  □ 女性

国籍 母語 宗教（任意）

□ 未取得　　□ 取得済 番号 発行年月日     年　　　月　　　日

発行機関 有効期限     年　　　月　　　日

氏名 本人との関係 住所

電話/FAX 携帯電話 Eメール

氏名 住所

電話/FAX 携帯電話 Eメール

在留カード番号 ビザの種類

ビザの状況 □ 取得済み　□ 申請予定 入国(予定)日     年　　　月　　　日 在留期限     年　　　月　　　日

ビザの種類 □ 短期　　□ 家族滞在　　□ 日本人の配偶者等　　□ ワーキングホリデー　　□ 技術・人文知識・国際業務　　□ 文化活動 
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

学校の種類
□ 高等学校　　□ 大学　　□ 語学学校　　□ 個人授業 
□ 独学　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 日本語学習機関名

学習期間 　　年　　ヶ月　　合計　約　　　　時間 使用教科書

教師は？ □ 日本人　□ 日本人以外（　　　　　　　　　）人 教室で使われていた言語

ひらがな・カタカナが読めて書ける □ はい　□ いいえ わかる漢字の数 　　　　　　字

日本語能力試験 年合格　　□ N5　□ N4　□ N3　□ N2　□ N1

CEFR 　　　　　□ A1　□ A2　□ B1　□ B2

写真1枚 

40mm x 30mm

□ はい　□ いいえ



既往症

軽い痛みや病気の際の対応 
頭痛、軽い風邪、喉の痛みなどの軽い疼痛や病気の場合、お子様に鎮痛剤、風邪薬、咳止め、咳止めドロップ、抗ヒスタミン剤、酔い止めなどの市販薬を
お子様に飲んでもらうことに同意しますか？ 

重症時の緊急対応 
緊急時には可能な限り早く、ご両親や保護者の方にご連絡するようにいたします。万が一、お子様に緊急手術が必要となった際は、手術に必要な同意書
に学校の責任者が署名することを許可しますか？ 

食事についての注意点 
お子様は特別な食事が必要ですか？　アレルギーのある食べ物はありますか？ 

健康についてのその他の情報 
お子様の健康に関して、何か他に注意しなければならないことはありますか？　この情報は、部外秘として取り扱われます。もしもある場合は、以下の空
欄に詳細を記入してください。 

旅行情報

どこでこの学校を知りましたか？ 

広報活動への掲載 
カイ日本語スクールでは、学校の広報活動のためにウェブサイトやその他各種メディアに載せる写真や動画などを撮影することがあります。そのため新規
入学者の皆様に撮影された写真・動画の学校広報への利用許可をお願いしています。どうぞご協力ください。 

返金規定 
• お申し込み期限前のキャンセルにつきましては、授業料とテキスト代を返金いたします。 
• お申し込み期限を過ぎてからのキャンセルにつきましては、授業料とテキスト代の80%を返金いたします。 
• コース開講後のキャンセルにつきましては、返金は一切いたしません。 
• 弊校へのお支払いの際、およびご入金いただいた料金を返金する際は、銀行振込手数料は申込者のご負担とさせていただきます。 

該当するものがあればチェックしてください □ 該当なし □ 学習障害（□ 識字障害　□ 難読症　□ ADHD　□ その他のLD） 
□ うつ　□ てんかん　□ パニック障害　□ ぜんそく　□ 睡眠障害 
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

注：　既往症があることが入学の可否に影響することはありません。学校として可能な範囲で対応するための質問です。

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

□ いいえ □ はい（下の空欄に詳細を記入してください） 

到着便 便名： 到着日： 時間：

出発地： 到着地：
出発便 便名： 出発日： 時間：

出発地： 到着地：

お子様は航空会社の未成年者旅行プログラムに登録されていますか？ □ はい　　　□ いいえ

□ インターネット（サイト名　　　　　　　　　　）　□ 新聞・雑誌広告（媒体名　　　　　　　　　　）　□ 知人の紹介（　　　　　　　　　　） 

□ 看板　□ 紹介機関（機関名　　　　　　　　　　）　□ その他（　　　　　　　　　　）

撮影された写真・動画をカイ日本語スクールの広報活動で利用することを許可しますか？ □ はい　　□ いいえ

カイ日本語スクールから提供された語学サービスに関する情報から、選択したプログラムが私の子供の語学学習の目的に合致していると理解しま
した。 
プログラム費用を指定された期日までに支払います。 
本申込書に記入した内容が事実であることを誓約します。 

上記の条項を承諾の上、カイ日本語スクールに対して私の子供のサマー・ティーン・プログラム受講の申込みを行います。 

　　　　　日付：　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　　　　　署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


