オーストラリア・ニュージーランド

中学・高校留学
（1 年間留学・卒業留学 プログラム）

2019 年度

応募要項/料金表

OKC 株式会社
2018 年 10 月現在

OKC 中学・高校留学 応募要項
≪1 年間留学・卒業留学 プログラム≫
■応募資格■
①

中学または高等学校在学中であること。

②

本人の意思で留学を希望すること。

③

心身ともに健康で、異文化での生活に適応できること。

■応募書類■
①

申込書（当社規定の用紙）

②

写真２枚（3.5cm×4.5cm。3 ヶ月以内に撮影のもの）

③

過去 2 年間の成績証明書

④

高校留学の場合、中学校の卒業証明書又は卒業見込書

⑤

パスポート顔写真ページのコピー

⑥

作文（400～800 字程度）
課題

本人

「なぜ留学したいのか」

保護者

「なぜ子供を留学させたいのか」

応募書類受領後、約 1 週間で面談のご案内を致します。
応募はご出発の 9 ヶ月前より応募締切日まで随時受け付けています。

■応募締切■
入学

応募締切日

2019 年

1月

2018 年 9 月末

2019 年

4月

2018 年 12 月末

2019 年

7月

2019 年 3 月末

2019 年 10 月

2019 年 6 月末

※応募締切日を過ぎた場合はご相談ください。

■面談■
面談では、ご本人の留学に対する意識、異文化に適応する能力、また現地校・編入準備校及び
現地校で学習していく上で必要な基礎学力を有するかどうかを確認します。

会 場
OKC 株式会社内または指定会場

内 容
①

英語レベルチェック

②

適性審査

③

面談（本人及び保護者）

費 用
35,000 円（税込） ＊面談時にご持参ください。
（面談後は結果の如何にかかわらず返金いたしません。
）
面談の結果は約 1～2 週間後に書面にてご通知いたします。中学・高校留学が可能と認められた方には、
現地校・編入準備校の学校名、期間、入学予定日をお知らせいたします。この内容を承諾し、正式に留学
をお申し込みの方は、指定書類と右記の OKC 中学・高校留学管理費用をお振込み頂きます。
※6 ヶ月留学、1 学期留学、短期留学につきましては、ご相談ください。

OKC 中学・高校留学管理費用
≪1 年間留学・卒業留学共通≫
1 年目

180,000 円（税別）

2 年目

60,000 円（税別）

3 年目以降

60,000 円（税別）

■サポート内容■（OKC 日本事務所が行うサポート）
＜留学前＞

＜留学中＞

◇留学全般に関する相談

◇留学中の保護者の方との連絡・相談

留学に関する成果や課題の説明、

現地校、ホストファミリー、OKC 現地オフィス

現地校選定に関するアドバイス、費用など

からの定期的な報告

◇基礎英語指導(オプション)

◇保険会社（AIG）からの連絡

◇ビザ代理申請

万が一（事故等）の場合、AIG から OKC への連絡

ビザ申請から受領までの代行

（保護者様へ日本語でご案内）

更新時のサポート

◇卒業後進路サポート（日本の大学への進学）

◇現地校編入準備校及び現地校入学手続き

日本の大学への進学を見据えた留学プランの提案

現地校、現地オフィスと連携しての入学手続

帰国子女入試の為の現地校校長推薦状、ボランティア活

◇海外旅行傷害保険手配

動紹介、小論文作成サポート

◇学費及び諸費用の海外送金

◇卒業後進路サポート (海外の大学への進学)

◇出発前オリエンテーション
ホームステイの心得、入学予定校の詳細、留学の支

オーストラリア・ニュージーランドの大学の日本

度、緊急時の心得など

提携事務所として各大学への入学手続きや進路相談

現地サポート費用
国

オーストラリア（AUS$）

ニュージーランド（NZ$）

高校留学
中学留学
種別
高校留学
費用は現地通貨で、実費のみのお支払いをご請求
（不登校）
（不登校含む）
送金のアドバイス
1 年目
4,500
5,500
6,000

高校留学

中学留学

（不登校）

（不登校含む）

4,500

5,500

6,000

高校留学

2 年目

1,500

2,500

3,000

1,500

2,500

3,000

3 年目以降

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

■サポート内容■（現地到着時から留学中に現地事務所およびアドバイザーが行うサポート）
◇現地オリエンテーション
銀行口座の開設、郵便局の使い方など
日常生活に役立つアドバイス

◇留学中の連絡・相談
定期的に現地学校・ホストファミリーと連絡を
取り内容を日本の保護者様にご報告

◇定期報告レポート（学期末毎年４回）
成績表の日本語訳、ホームステイレポート、
アドバイザー報告書
※高校生は２年目以降年２回

◇カウンセリング
ホームステイ/金銭面/ホームシック
友人関係・英語力・学校生活

◇現地校編入手続きサポート
現地校担当者との窓口
選択科目へのアドバイス

◇海外の大学への進路サポート
現地高校卒業後、オーストラリア・ニュージーランド
の OKC 提携大学への入学相談

◇日本の大学への進路サポート
現地高校卒業後、日本の大学への入学相談、帰国子女
入試の為の現地校校長推薦状、ボランティア活動紹介

◇緊急時の 24 時間体制のサポート
万が一の際（病気・けが、事故、災害・犯罪に
巻き込まれとき）に現地警察・病院・学校関係者
や保護者の方との連絡など

◇ビザ変更サポート
学生ビザ延長などのお手伝い
◇その他
日本一時帰国の際の航空券手配
保護者の方の現地訪問時のホテル手配など

★不登校留学のサポート内容について
上記の内容に加えて別途のサポートがあります。
詳細は『現地サポート概要（不登校生用）
』を
ご参照ください。

※中学留学はサポート内容が若干異なりますので、担当者にご確認ください。
※上記以外に特別サポートが発生した場合、状況により別途実費を請求させていただきます。

準備から入学まで

資料請求・情報集め

OKC説明会参加

必要書類をそろえて
応募

面談

誓約書・承諾書提出
（管理費用お支払い）

ホームステイ決定

無料個別
カウンセリング

（適性審査）

結果通知・諸手続き
ご案内

授業料・滞在費用・現地
サポート費用等お支払い

渡航手続き開始
（パスポート、ビザ、航空券、
保険手配）

編入準備校入学

現地校編入・入学

出発前オリエンテーション

OKC 株式会社
http://www.koryu.co.jp
お申込み・カウンセリング予約はお近くの OKC まで！
24 時間無料 E メールカウンセリングを受付けています。
東京

〒163-0639 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 39 階
Tel: 03-3340-5300 Fax: 03-3340-5327 E-mail : info@koryu.co.jp
定休：土曜・日曜・祝日 ※第２・第４土曜は営業

大阪

〒530-0001 大阪市北区梅田１－１ 大阪駅前第３ビル 30 階
Tel: 06-6341-8248 Fax: 06-6341-8143 E-mail : okcosa@koryu.co.jp
定休：土曜・日曜・祝日 ※第２・第４土曜は営業

