
 

 

 

 

 

◆ 渡航日程  

  ８月２日（金）～８月１１日（日） 

  オーストラリア滞在は、８月３日（土）～８月１１日（日）の９日間 

 

◆ 渡航メンバー   

 

（１）市内在住の中学生・高校生 １５名 

内訳 男 女  中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

人数 ５ １０  ０ ４ ３ １ ７ ０ 

 

（２）引率 

   レッドランド交流委員会  １名 （佐藤 誠） 

観光交流課職員      １名 （池田 麻実） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度かにっこ海外交流訪問団派遣事業（報告） 



 

 

令和元年度 可児市かにっこ海外交流訪問団派遣 実施要項  

 

１．概要        

 可児市の子どもたちが気軽に海外を訪問し、現地の人々と触れ合う機会を提供すること、

また国際的な感覚と幅広い視野を持ち、物怖じせずコミュニケーションできる人材を育成

することを目的とし、中学生及び高校生を市と協定を締結しているオーストラリア レッ

ドランド市に派遣する。 

 

２．派遣先      オーストラリア レッドランド市および周辺都市 

  

３．派遣日程     令和元年８月２日（金）～ ８月１１日（日）の１０日間 

 

４．内容       ホームステイ・自然学習・学校体験（授業参加）・観光等 

 

５．対象・定員    市内在住の中学生・高校生 １５名 

 

６．旅行代金     中学生・高校生  ２０万円 

 ※別途、燃油サーチャージ、パスポート取得代、海外旅行保険代、

その他現地での個人にかかる経費が必要。 

※令和元年度 自己負担金 ２２０，４００円 

 

７．募集・応募     広報、ホームページ等で公募し、参加希望者は所定の申込用紙に  

         記入し、郵送又は持参により応募する。 

            

８．選考・決定    書類選考及び面接を行い選考する。 

 

９．日程       ・募集期間      ４月 １日（月）～４月２３日（火） 

・面接日       ５月１１日（土） 

・説明会       ６月 ８日（土） 

・研修会①      ６月２１日（金） 

・研修会②      ７月 ５日（金） 

・研修会③      ７月１９日（金） 

・市長表敬訪問    ７月３０日（火） 

・渡航        ８月 ２日（金）～８月１１日（日） 

・帰国報告会        ８月２４日（土） 



■日程  

2019年 8月 2日（金曜日）～ 2019年 8月 11日（日曜日） 

日 日付 行      程 

１ ２日（金） 

市役所発：バスにて中部国際空港へ 

中部国際空港出発 仁川（韓国）空港経由 ・・・乗継４ｈ２５ 

 （ 機内 泊 ） 

２  
３日（土） 

 
レッドランド 

ブリスベン空港着 

市内観光・ランチ休憩・自由行動 

クリーブランド高校到着、ホストファミリー紹介   （ ホームステイ 泊 ） 

３ ４日（日） 
レッドランド 

ホストファミリーと終日フリータイム          （ ホームステイ 泊 ） 

４ ５日（月） 
レッドランド 

クリーブランド高校登校 

ウェルカムパーティー 

レッドランド市長表敬訪問 

レッドランド市散策 

クリーブランド高校で学校体験（午後）        （ ホームステイ 泊 ） 

５ ６日（火） 
レッドランド 

学校体験（一日）                     （ ホームステイ 泊 ） 

６ ７日（水） 
レッドランド 

学校体験（一日）                     （ ホームステイ 泊 ） 

７ 

８日（木） 

 
ゴールドコース

ト 

クイーンズランド大学見学 

インドロピリーショッピングモールにて買い物 

王立動物虐待防止協会見学             （ ホームステイ 泊 ） 

８ ９日（金） 
ブリスベン 

カランビン川（ゴールドコースト）へ 

カヤックにて野生動物探索 

デービッドフレイ野生動物公園見学（昼食含む）  （ ホームステイ 泊 ） 

９ １０日（土） 
ブリスベン 

ノースストラドブローク島ツアー                （ ホテル 泊 ） 

10 
１１日 

（日） 

ブリスベン出発 仁川（韓国）空港経由・・・乗継時間１ｈ３０ 

中部国際空港到着 

広見地区センター到着（可児市広見七丁目７７） 
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生徒とホストファミリー 
ホストファミリーと対面 

ブリスベン市内での集合写真 

 

１日目  ８月２日 金曜日 

中部国際空港を出発し、仁川空港（韓国）を経由でブリスベン空港へ。 

※乗継時間・・・約４時間 30分  

   

 

２日目 ８月３日 土曜日 

◆ブリスベン到着   

 仁川空港から約９時間のフライト後、ブリスベン空港

に到着。その後、ブリスベン市内の博物館見学、ショッ

ピングを経て、レッドランド市へ。    

         

     

◆ホストファミリーと対面 

念願のホストファミリーとの対面。出発前にホストファミリーとやり取りをしている生

徒達も多く、対面した際は喜びもひとしおだった。 

  

 

 

３日目 ８月４日 日曜日 

◆ホストファミリーと終日フリータイム 

 各ホームステイ先で終日を過ごした。ショッピングや食事、海釣りなど、ホストファミリ

ーと交流を深めた。 

 



レッドランド市長表敬訪問 

 

４日目 ８月５日 月曜日 

◆レッドランド市長表敬訪問 

 クリーブランド高校で学校生活の説明を受け

た後、レッドランド市役所へ。 

 カレン市長や職員の皆様から歓迎を受けた。

かにっこの代表から受け入れに対する感謝の言

葉と可児市の紹介を行った。 

 

◆レッドランド博物館見学 

 レッドランド市の歴史を知るとともに、地元ボランティアの方々に軽食を振る舞ってい

ただくなど、心温まるおもてなしを受け、交流を深めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５日目・６日目 ８月６日・７日 火曜・水曜  

◆学校体験 

 クリーブランド高校は、レッドランド市で唯一国際的認可団体（ＣＩＳ：国際学校協議会）

の認定を受けており、クイーンズランド南東地区で最も人気が高い中高一貫校（Year７～

Year12）である。アート、言語、スポーツに特に力を入れており、農業、科学などの特別プ

ログラムもある。各生徒は、バディというクリーブランド高校の同年代の生徒が割り当てら

れ、バディが実際受けている授業（数学、理科、日本語、体育等）にそれぞれ参加した。 

              

 

 

 



王立動物虐待防止協会見学にて、講演を受ける生徒 

クイーンズランド大学見学 

◆５日目 学校生活を案内してくれるバディと対面。 

オーストラリアの習慣で 10時頃に軽食を取る｢モーニングティ｣を初めて経験した。また、

日本語教室では自己紹介ゲーム、日本に関するクイズなどをしてクラスの子と交流を図っ

た。 

◆６日目 1日バディとともに行動。 

バディとともに音楽や中国語、数学などの授業に参加した。 

午後は、校長先生より認定書とプレゼントを一人ずつ受け取り、その後皆で写真を撮るな

ど学校体験最後の時間を過ごした。 

 

７日目 ８月８日 木曜日 

◆王立動物虐待防止協会見学 

病気や怪我、虐待を受けた動物などを保護し、治療及び世話、里親への動物の引渡しをし

ている。保護されている動物は、犬や猫をはじめ、馬、蛇など様々な種類の動物が保護され

ている。コアラやカンガルーなどが環境の変化により近年減少していることや、海洋のごみ

問題などについて、可児市オーストラリア交流顧問の水野氏より説明を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆クイーンズランド大学見学 

 世界大学ランキングで常に上位にランクイン

している名門大学。キャンパスはとても広大で、

大きな図書館やレストランやカフェなども入っ

ており、キャンパス一帯で１つの町のようにな

っている。生徒達は広い敷地に、多国籍、様々な

年齢の学生に圧倒されていた。 



カヤック体験 

 

８日目 ８月９日 金曜日 

◆カヤックによる野生動物探索 

 ゴールドコーストのカランビン川でカヤックをしながら、川沿いに生息する野生動物を

探索した。バスで上流地点まで行き、そこからカヤックに乗ってなだらかな川を、１時間 30

分ほどかけてゆっくり下った。野生動物の生態を学ぶことができた。 

  

 

◆デービッドフレイ野生動物公園見学 

約 50年前、世界で初めて人工的にカモノハシの繁殖に成功したことで有名なデービッド

フレイ博士が創立した、公立の動物園。日本の動物園とは違い、オーストラリア固有の動物

のみが飼われている。また、自然の生態に近づけようと、複数の動物が同じ囲いの中に飼わ

れている。オーストラリア特有の動物たちの生態について説明を受け、園内で動物を間近で

見ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



海ではしゃぐ生徒 

９日目 ８月 10日 土曜日 

◆ノースストラドブローク島ツアー 

 世界で２番目に大きな砂の島である。鳴き砂と呼ばれる白い砂浜と、透き通る青い海が特

徴的で、レッドランド市が誇る観光スポット。生徒達は島付近に生息する野生のイルカやク

ジラ、コアラを探したり、浜辺では水遊びをし、波打ち際の生物を調べたり自由な時間を過

ごした。 

 

 

 

 

 

10日目 ８月 11日 日曜日 

◆帰国 

ブリスベン空港を８時 25分発。仁川空港（韓国）経由で中部国際空港へ。 

中部国際空港からバスにて広見地区センターへ向かい、23時 30分到着、解散した。 


