
地球をキャンパスに英会話！

第105回ピースボート地球一周の船旅
洋上語学レッスンと英会話オプショナルツアーのご案内

「洋上留
学」で英

会話力を
アップ！

私たちがサポートします！

私もグローバル・イングリッシュをサポートします！！
ピーター・バラカン ブロードキャスター

言葉というものは、当たり前なことかも知れませ
んが、意思の疎通を図るための道具です。つまり、
相手に通じなければ役に立たないといえます。ま
じめに構えすぎて完璧な英語を目指すよりむしろ
簡単な単語を素朴に並べながら自分の気持ちを
真剣に伝えようとする方が効果的な場合が多いか
と思います。ただ、カタカナ発音の英語が通じな
いという事実を認識することは大切です。

本名  信行 青山学院大学名誉教授

英語はずっと以前から、イギリスやアメリカとい
う特定の国を越えて、世界の人々と交流する多
国間、多文化間コミュニケーションのことばとな
っています。そして、世界の人々は独自のお国柄
を臆せず、どんどん英語を使っています。私た
ちもグローバル・イングリッシュを自由に使っ
て、世界の輪を広めたいものです。

◎無断複製・転載を禁じます

お申込条件 ※詳しくはお問い合わせください。

03-5287-3192
FAX 03-5287-3193（24時間受付）

お問い合わせは …

ゲットユニバーサル （月～金 : 10～19時） 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-32-13-4F

〈WEB申込用URL〉
http://www.getuniversal.co.jp

ht tps: // i s .gd/SdiQHD
※GETプログラム受講には、ピースボートクルーズへの参加が必要です。詳しくは、GETユニバーサルまでお問い合わせください。 
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（4）クルーズ開始後行なわれる船内オリエンテーションには必ずご参加ください。
プログラムの詳細をご説明いたします。

（5）GETのレッスンは直接教授法に基づき対象言語で行われます。

※グループレッスンのクラス分けは、語学力のみならず面接の結果を考慮した上で
決定いたします。個別の希望などはお受けできませんので予めご了承ください。

※プログラムの進行を故意に妨害されたと判断される場合、欠席が度重なり授業内
容への適応が困難と思われる場合などは、その後のプログラムへの参加をお断
りする場合があります。その際のご返金はいたしかねます。

※GET洋上プログラム参加資格は16歳以上となっております。
16歳未満の方が参加を希望される場合は、下記までご相談ください。

※オーバーランドツアーに参加される場合は、一部の洋上レッスンを受講できない
ことがあります。その際は、レッスン時間を短縮して補講いたします。

（1）本プログラムは、「第105回ピースボート地球一周の船旅」に参加される方を対象
としたプログラムです。クルーズの詳細は、(株)ジャパングレイス発行の旅行パン
フレットをご覧ください。

（2）

※記載の受講料には寄港地におけるGETチャレンジプログラムの参加費は含まれていません

（3）キャンセル料金
正式なお申込後にキャンセルされる場合、以下のキャンセル料がかかります。

◆旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降にキャン
セルされた場合…受講料の50％
◆旅行開始後にキャンセルされた場合…受講料の100％

サラ・アンダーソン Sarah ANDERSON
3年ほど群馬に住んでいた時、日本語はあまり
喋れませんでしたが、友人たちと「グローバル・
イングリッシュ」や「グローバル・ジャパニーズ」
を通して仲良くなりました！今度は皆さまが「グ
ローバル・イングリッシュ」を使って目標を達成
するお手伝いをします！

クリス・リンドストローム Chris LINDSTROM
多くの言語を学習する中、その言語を常に使うこ
とでスキルを身に付けることが重要だと感じて
います。西アフリカでは、現地の言葉を学習しな
がらその言語に浸ることで身に付けました。異
文化コミュニケーションの楽しさを皆さんと分
かち合えることを楽しみにしています。

英語が話せるようになりたくて、アメリカに留
学。間違いを気にしない友人を手本に話した
ことが英語に慣れるきっかけでした。コミュ
ニケーションに必要なのは意外にシンプルな
表現です。外国語をたくさん話して船旅を楽
しみましょう。

中田  実可子 Mikako NAKATA
学生の頃は、「ネイティブのように話せること」が目
標でしたが、海外で出会ったのは非ネイティブの人
ばかり！つたない英語で一生懸命語り合う中で、知
りたい、気持ちを伝えたい思いこそが、言葉の正し
さよりも大事であることを学びました。世界の人々と
出会いながら英語・スペイン語を学びませんか。

あなたの「グローバル・イングリッシュ＝話せる英語」への挑戦を全力でサポート

GETスタッフ・専門家からの応援メッセージ

GET（グローバル・イングリッシュ・トレーニング）は、
地球上の人々と思いを伝え合う「コミュニケーションツ
ール」としての言語を身につけるための語学プログラム
です。NGOピースボートがコーディネートするクルーズの
洋上および東京にて行われています。

本プログラムにお申込いただくには、別紙「GET有料プログラムと英会話オプ
ショナルツアー申込書」に必要事項をご記入の上、(株)ジャパングレイスへご提
出ください。受付は先着順、定員（「英会話集中レッスン」と「スペイン語レッス
ン」合計168名）に達し次第締め切らせていただきます。お申込書到着後、「請
求書」をお送りいたしますので、ご確認の上、受講料を請求書記載の期日まで
にお支払いください。（株）ジャパングレイスがお客様からのご入金確認が出
来た 時点で正式 なお申込みとなります。



外国客船でのクルーズライフは、いわば洋上の海外生活。

毎日英語に触れることができ、世界各国での英会話体験も満載です。

英会話の習得に最適な環境を最大限に活かしたＧＥＴプログラムは

ピースボートクルーズで大人気の英会話レッスンです。

クルーズでの旅は
英会話レッスンに最適な環境

英語をビジネスや生活で日常的に使っている人たちは20億人。イギリス人やアメリカ人など英語を
母国語とする人たちは、その約二割に過ぎません。中学英語レベルの単語と文法でも十分に世界に
通用する国際英語。それがグローバル・イングリッシュです。

GETプログラムとは

グローバル・イングリッシュとは？
言語を学ぶときには、誰もが壁にぶつかるもの。そんな時頼りになるのが同行するGETコーディ
ネーターです。言語と国際経験豊かなバイリンガルスタッフが皆さんの相談役となり、学習をサ
ポートします。

充実のサポートシステム

「GETチャレンジプログラム」「GET洋上プログラム」
少人数制「英会話集中レッスン」と「英会話プライベ
ートレッスン」を中心に、「スペイン語レッスン」など
の語学レッスンがあります。スピーチフェスティバル
やパーティーなど英語イベントも盛りだくさんです。

英語を使うことを目的とした体験型ツアーです。英語
交流会や英語ガイド観光、ホームステイ、ゲーム感覚
の英語ミッションなどを行います。英会話レッスンと
の相乗効果で格段と英会話力がアップします。

1 船旅が「英語で話したい！」という気持ちを高めます！
何事もやる気が大切。いろいろな国を訪問するごとに「もっと話したい！」という気持ちが強まり、洋上レッ
スンへの真剣さにつながります。また寄港地での英会話体験が自信を養います。

2 英語シャワーと洋上集中レッスンで英会話力アップ！
外国人クルーや海外ゲストに囲まれた外国客船でのクルーズは、まさに洋上海外生活。豊かな船内の英語
環境と洋上集中レッスンで、英会話力がみるみるアップします。

3世界中で通じる英語を身につけましょう！
いま、英語は世界中で通用するグローバル・イングリッシュの時代です。このシンプルかつ国際的な英語を
マスターするには、いろいろな国の人々と出会い、語り合うピースボートの船旅がうってつけです。

学んで使う、使って学ぶ
GETサイクル

あなたのレベルと
興味にカスタマイズ

グローバルな環境、
グローバルな英語

コミュニケーション力を
総合的にアップ

■GETならではの4つのメソッド

クルーズライフを200%有効活用！

英会話オプショナル
ツアーで 使う

洋上の英会話
レッスンで 学ぶ

洋上でツアーを
振り返って 学ぶ

海外ゲストとの
交流で 使う

学ぶ使う

学ぶ 使う

１ 2

GETサイクルGETサイクル



チームに分かれ英語・スペイン語を使った
ゲームで言語を楽しむ『言語オリンピック』、
クラスの枠を超えて先生や生徒同士で交流する
パーティーなど、楽しいGETイベントが盛りだくさん！

イベント

英語・スペイン語で2分間のスピーチに挑戦！ 
プログラムの最後に開催されるこのイベントは、
自分の学んだ語学の成果を発揮できるとともに、
飛躍へのチャンスでもあります。

スピーチフェスティバル

わからないことを早めに
解消するのが上達への鍵。
レッスンで聞けなかったことや
宿題でわからないことを
質問できる場です。

勉強会

約２ヶ月間におよぶ創作活動。
先生のサポートのもと、学習言語を使いながらグループごとに
音楽や演劇、映像などの語学作品を創り上げ、発表します。

プロジェクト

英語・スペイン語を使った
実践アクティビティや
文化体験を通して、
国際感覚を高めます。

語学ワークショップ

先生と１対１でおしゃべり感覚の会話ができます。
日常会話力の向上や、
他クラスの先生とも仲良くなるチャンス！

Chat With!（チャット・ウィズ）

GETプログラムで5つのスキルを磨き「自信」をGET！

アクティビティ

クルーズによって、行われるイベントは多少異なります。※

船内ではレッスン以外にも先生やクルーと日常的に会話をする機会があり、
寄港地では現地の人々と話すチャンスも盛りだくさん！
そんな環境が「話したい」という気持ちを高め、話す力がぐんぐん伸びます。

Speaking
スピーキング力1

レッスンでは集中して先生の話に耳を傾け、海外ゲストの講座やワークショッ
プにも参加。とにかく日々英語に触れる環境でリスニング力がアップします。

Listening
リスニング力2

レッスンには文法の重要ポイントが自然なカタチで組み込まれています。
だから文法に対する過剰な意識が和らぎます。

Grammar
文法力  4

寄港地での英会話オプショナルツアー
「チャレンジプログラム」や
交流イベントを通して学んだ英語を使い
実践力をアップ。
「学ぶ、使う、学ぶ」サイクルが自信を生み
出します。

Practice
実践力5

ひたすら単語を覚えても「使える英語」にはなりません。実際に繰り返し使う
ことで生きた単語力が身につきます。

Vocabulary
単語力3

クルーズライフという環境と時間を存分に活用し、
「聞く力」「話す力」を集中トレーニング！


洋上での集中語学レッスン

GET洋上プログラム
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● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

英会話やスペイン語を楽しみながら実力アップにつなげる
GET洋上プログラム受講生向けのアクティビティ（任意参加）です。

実 践

60分

１セミナー

TOEICテスト対策セミナー + テスト 受講料：17,000円（テスト受験料込）

TOEIC未経験の方でも受講可能です。
ご自分のレベルがわからない方はご相談ください。
セミナーは船内企画や講座などと重なる場合がございます。

寄港地停泊中はレッスンをお休みします。
TOEIC IPテストのスコアの有効性はTOEIC公開テストと同一です。（TOEIC運営委員会ウェブサイトより） 

※
※
※

※

受講料はテキスト代を含みません。※
※

1クラス

～20人 8回

セミナー回数

SEMINAR

中級程度

対象レベル




他のGET有料プログラムと併講される方は

12,000円の特別価格

英会話集中レッスンと併講される方は

80,000円の特別価格

 スペイン語レッスン

英会話レッスンと同時にお申し込みいただけます。

レッスンは船内企画や講座などと重なる場合がございます。

※

※
英語の「チャレンジプログラム」にもお申し込みいただけます。※

以前にスペイン語を学習されたことがある方はお申し込み前にご相談ください。※

寄港地停泊中はレッスンをお休みします。※

世界20カ国以上で、4億人近くの人々
が話すスペイン語。
陽気なラテン文化にも触れられるプロ
グラムです。

TOEICは今や就職や昇進には欠かせない指標。
このセミナーではテストの傾向分析や問題を解く
コツを学び、短期間でのスコアアップをめざします。
コース終了後、洋上でTOEIC IPテスト（団体特別受
験）を受けることで学習の成果も確認できます。
他の英会話レッスンとの同時受講をおすすめします。

平均100点アップの実績

●

●

60分

１レッスン

全レベル対象

全レベル対象

語学
ワークショップ

など

対象レベル

+

 英会話集中レッスン〈グループ〉 受講料：110,000円（教材費込）

受講料：90,000円（教材費込）

受講料：90,000円（教材費込）

あなたのレベルや興味に合わせた細かなクラス分け
少人数・担任制ならではのアットホームな雰囲気

●

●

自分の弱点を知り克服するチャンス
マンツーマンだから分からない箇所もその場で質問
できて安心

●

●

旅行や買い物、交流に役立つ旅の基礎会話
少人数･担任制ならではのアットホームな雰囲気

1クラス

5～7人 35回

レッスン回数

LESSON

20回

LESSON

30回

LESSON

アクティビティ


レッスンは船内企画や講座などと重なる場合がございます。
寄港地停泊中はレッスンをお休みします。

※
※
英会話プライベートレッスン、スペイン語レッスンと同時にお申し込みいただけます。※

英会話集中レッスン、スペイン語レッスンと同時にお申し込みいただけます。※

少人数集中レッスンで生きた英会話を
身につけます。
英会話オプショナルツアー「チャレンジ
プログラム」との併用で会話力が格段
にアップします。

 英会話プライベートレッスン

レッスンは船内企画や講座などと重なる場合がございます。
寄港地停泊中はレッスンをお休みします。

※
※

先生と１対１で体験を通し、聞く力と話
す力、そして自信を身につけます。
本気で英語力をものにしたい方におす
すめです。

語学
ワークショップ

など

+

アクティビティ

語学
ワークショップ

など

+

アクティビティ

60分

１レッスン

初級

対象レベル1クラス

5～7人

レッスン回数



40分

１レッスン 対象レベル1クラス

1人

レッスン回数





遺跡や素晴らしい街並みなど、
観光の見所を訪れます。

長い距離の徒歩や、急な坂道などがあります。
履き慣れた靴をご準備ください。

5 6

現地の方とのコミュニケーション通じて
特別な体験ができるコースです。

とにかく体力勝負のコース。
体を動かすことが大好きな方にお勧めです。

世界各国を訪問するなかで、
見聞を広められるコースです。

「世界一周」ならではのユニークな英会話ツアーで、
洋上レッスンの成果を試します。
「学ぶ（洋上）→ 使う（寄港地）→学ぶ（洋上）」というサイクルで
実践的な英会話力が着実に身に付きます。



体 験 者 の 声

GETプログラムで
自分の世界を広げる
チャレンジを！！

吉沢 美江子 さん（60代）

使って覚えて、弱点克服！

語彙が少なく限られた会話しかで
きない弱点を、毎日5単語以上を覚
える目標で克服。新しい単語を日
々の会話やアクティビティの中で繰
り返し使い、自分の意見をより明確
に表現できるようになりました。

加藤 拓也 さん（20代）

完璧主義を捨てたら
話せた！

テストは得意だったけど話すことは
怖かったです。すぐに使えるフレー
ズを学んで抵抗感から解放。文法
が完璧でなくてもジェスチャーとフ
レーズで伝えられるとわかり、積極
的に話せるようになりました。

山田 未来穂 さん（40代）

「英語で伝えたい！」が
止まらなくなる。

最初は緊張したけれど、船旅が進
むにつれ伝えたいことが増えてい
きました。勇気を出して話すことの
楽しさは、外国語が飛び交う船の
上だからこそ体験できたことだと
思っています。

北田 勲 さん（70代）

いつでもどこでも
英語が話せる環境

世界中から集まった優秀な先生の授
業は日常会話中心の役立つ内容。船
の上は先生やクルーといつでもどこ
でも英語が話せる環境なので、英語
が身近な存在に。2分間の英語スピ
ーチで感動し自信もつきました！

坂 礼子 さん（30代）

言葉以外のことも
教えてくれる先生たち

先生たちと一緒に映画作りやダン
ス、スピーチや様々なイベントに
参加。コミュニケーションはすべ
て英語！とても楽しくすばらしい
先生たちと出会えたことで英語が
大好きに。

世界各地で英会話オプショナルツアー

GETチャレンジプログラム

※GETチャレンジプログラムをお申し込みの際は第105回ピースボート地球一周の船旅
　「オプショナルツアーのご案内」に記載の旅行条件をご確認の上お申し込みください。　

※旅行企画・実施　株式会社ジャパングレイス（東京都新宿区高田馬場1-32-13）
　観光庁長官登録旅行業第617号      一般社団法人日本旅行業協会 正会員

観光 見聞

海水浴などの時間や、水着を着用して
体験するアクティビティがあります。水着体力

交流

アピア D

GETチャレンジ 英語でサモア文化体験【11/22実施】
14,000円■定員：25名　■約7時間　■昼食：1回

※本コースは、観光バスを使わず徒歩と公共交通機関での移動となります。
※本コースは「マーライオン公園」または「シンガポール植物園」から訪問地をお選びいただき、
　それぞれグループに分かれて実施します。訪問地のご希望は船内にてお伺いします。
※ガイドは同行しません。

※ガイドは同行しません。

※ガイドは同行しません。

GETチャレンジ インドの人たちと英語で文化交流【9/4実施】
コーチン F

シンガポール F

14,000円■定員：30名　■約6時間　■昼食：1回

グループに分かれて英語で街歩き（マーライオン公園、リトルインディア、ローカルフードの屋台など）。

独特な単語や言い回しが特徴的なシンガポール英語「シングリッ
シュ」にふれ、少人数のチームごとに英語を使ったミッション（課題）に
取り組みながら街歩きを楽しみます。英語力に自信がない方も同行する
先生のサポートがあるので、安心してご参加いただけます。英語を使う
楽しさとシンガポールの魅力が実感できるプログラムです。

モンテゴベイ・ボーイズ・アンド・ガールズ・クラブの若者や子どもたちと交流会、ビーチで海水浴、クラフトマーケット。

元気いっぱいの地元の若者たち、子どもたちと交流します。ビーチ
で一緒に海水浴をし、簡単なゲームやスポーツに挑戦、また暮らし
や社会背景についても考えてみましょう。ジャマイカに友だちが出
来る忘れられない1日になるでしょう。

サモア文化体験、アピア車窓観光など。

米国やドイツ、ニュージーランドなど欧米列強による植民地時代を
経て独立したサモア。こうした歴史の中、サモアの伝統文化を守り続
けてきた人びとと交流します。クルーズ最後の寄港地で、これまでに
学んだ英語と旅の経験を使って、笑顔の１日をつくりましょう！

地元の人たちと英語で交流会、小グループに分かれてコーチン市内散策（マッタンチェリー地区またはフォート・コーチン地区）。

主要なものだけでも20以上もの言語が使われているこの国で、人
びとを繋ぐのが英語です。ここでは、そんな“コミュニケーション
ツール”（道具）としての英語にふれてみましょう。地元の人たちと
ゆく、コーチンの街歩きも楽しみです。

GETチャレンジ 英語でミッション IN シンガポール！【8/29実施】
7,000円■定員：35名　■約7時間　■昼食：1回

観光 見聞交流 交流

モンテゴベイ E

GETチャレンジ ジャマイカの子どもたちと大交流【10/21実施】
13,000円■定員：60名　■約6時間　■昼食：1回

世界遺産に指定された場所を訪れます。世界
遺産

世界
遺産

観光

徒歩

体力

ローカルフードの屋台で（イメージ）

地元の人たちと（イメージ） サモアの人びとと交流（イメージ）

ジャマイカの若者と（イメージ）

観光 見聞 体力徒歩

体力

水着

徒歩徒歩

交流
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