
ニュージーランド海外研修･留学資料

4つの視点から社会変革を起こす

次世代グローバル人材育成プログラム紹介

2018-2019年度版

KJANZ代表 及川 孝信

ニュージーランドは2016年3月に国旗変更の国民
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クライストチャーチ教育協議会 地域包括連携推進チーム日本代表
KJANZ 代表

企業&公共コンサルタント／次世代教育コーディネータ／公共経営修士／ニュージー
ランド政府教育機関ＥＮＺ承認のＴｒａｉｎｅｄ Ａｇｅｎｔ. 日本国内と海外（ＮＺ）の両方で
起業経営経験を持つ社会変革に挑戦し続けるソーシャルイノベータ。主な活動領域は
新規事業マーケティング戦略構築, 地域中小産業活性化支援, グローバルインターン
＆若者起業支援、新しい公共経営推進 （次世代社会づくり）、ＮＺ教育・社会システム
の情報発信中。

【略歴】 28歳でビジネスコンサルティング会社を創業（東京都港区）。企業の人材
採用・組織活性・新規事業開発等を受託すると共に、全国自治体協働による地域
活性化を推進。東京と地方をつなぐ多くのマーケティングプロジェクトを仕掛け、若い
世代の登用や大学生インターンシップを積極的に取り入れる等「次世代企業経営」を
指向する。延べ600社以上の企業指導実績、300回以上の研修講師実績、100名
以上のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ学生を受入実績。
その後、自身の子育て期と並行して後進に事業を譲渡し、公共経営大学院で専門
修士課程を修了後、家族でニュージーランドに渡る。43歳で第二創業（海外起業）。
働き方・家族・教育・公共の4つの視点から日本流×NZ流＝次世代価値創造をメソッド
とした次世代ソリューション&ラーニングカンパニー Kiwi-J-Ana Ltd. 代表に加えて、
クライストチャーチ教育協議会の日本代表としてもNZと日本を往来している。

ニュージーランド国内での活動

2018年 NZ食農ビジネス研修、NZ社会福祉システム研修を開始

2017年 クライストチャーチ教育協議会 日本代表に就任

2016年 日本文部科学省の全国教員向け海外研修NZプログラム担当

Ｊａｐａｎ Day （ニッポン祭り）出展・ファドレイジング活動を強化

自治体職員向け海外研修（社会変革を学ぶ）プログラム開始

2015年 グローバルユース（高校生向け）プログラム開始

2014年 親子でワークライフ・エンジョイ短期留学 プログラム開始

ニッポン流とNZ流の教育ミックスした学校：ジャルパJalpaを開設

信州大学教育学部 NZ海外教育実践実習を共同計画・実施

国立ポリテク：CPIT日本語学科／国立カンタベリー大学文学部

インターンシップ単位認定プログラム指定企業となる

2013年 大学生向けKJAグローバルインターンシップ第1期生キックオフ

2011年 クライストチャーチ大震災に遭遇、両国間の復興ファンドレイジング

活動(延べ3000人参加）を企画主宰

2010年 次世代社会づくりカンパニー キウィ・ジェイ・アナ(KJANZ)社 創業

日本国内での活動

●講演活動： NZ Learning week Ver.01-07

2012年～ 日本各地で延べ50回以上の「NZを深く知る」セッション開催

宮崎・高知・島根・鳥取・長野・東京・京都・名古屋・ 岐阜・山形・岩手など

●ＮＺとニッポンの若者交流促進

2018年 NZ高校ラグビーチームの日本強化遠征を企画運営（岩手県）

2016年 NZ小中学生の日本学習旅行を企画運営（東京・岩手・長野編）

●信州・長野県での主な活動

2018年 新しい国際関係づくり：信州カンタベリー連携を推進中

2017年 長野県立大学（新設) 海外プログラム統括

2016年 長野県政策形成研究会民間メンバーに委嘱される

2015年 ＮＺ教育フェアin信州2015(長野県後援）を総合プロデュース

2012年 県内各地でのコミュニティ・ワークショップ開始

KJANZ 代表者プロフィール

【日本国内でのNZ講演・連携推進協議等】
長野県、岩手県、山形大、信州大、宮崎大、帝京大、明星大、実践女子大、
津田塾大、目白大短期部、上田女子短期大、岩手県立大学, 県立上田高校, 
松本市立寿小学校, 才教学園、釜石市、岩手県国際交流協会、県立鳥取西
高校、滝沢市立滝沢南中学校 等

【KJAグローバルインターン参加者所属大学（順不同）】
筑波大学、名古屋市立大、中央大、帝京大、東京女子大、明星大、実践女子大、
岐阜大、中京大, 愛知学院大, 信州大, 岩手大学., 山梨県立大, 岩手県立大 他

主な活動

主な実績

連 絡 先



KJANZが提案する「新しい学びの旅」

KJANZ (Kiwi-J-Ana Ltd.)

語学を学ぶだけではグローバル人材ではない。
語学が出来なくても学べることは沢山ある。

主体性のあるセルフ・マネジメント・キャリアを学ぶ。
ＮＺの家族最優先社会システムを学ぶ。
地球軸で自分軸を見つめ直すグローバル・プログラム。



Ⅰ-1. 学びの旅プログラムの共通コンセプト
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働き方 ――― Flexible and Self managed Career 主体的かつ柔軟な働き方と経済

週30時間労働、世界一起業しやすい国、農産品輸出国（自給率400％相当）、資格キャリア形成、男女公平など、労働と
経済におけるキーワードは「働かされ過ぎない主体的な働き方の構築」です。NZ建国の労働者精神は既に100年前から
ワークライフバランスを指向していました。

家 族 ――― Family First Lifestyle 家族最優先ライフスタイル

平日夕食は家族一緒、夫婦で家事・子育て分担は当たり前、残業・飲み会は子どもが就寝してからなど、日常の全てにおい
て家族が優先される暮らし方はどのように実現されたのでしょうか。男女公平な標準子育て家族のQOL （クオリティ・オブ・
ライフ）を探究します。

教 育 ――― Renewing Education System 変化し続ける次世代教育・子育て

1989年の「明日の学校」改革により、政府主導から学校・地域主体に切り替わったNZの学校制度。
併せて就学前教育における幼保一元化も実現しました。幾度となく変革を重ね、四半世紀以上に
わたり取り組んできた子育て・教育制度の“新しい仕組み”に次世代社会形成のヒントが数多く
隠されています。

公 共 ――― Resilient community (small government) 再生可能な市民社会と小さな行政

1980年代に財政破綻寸前から立ち直ったNZ政府は地方分権国家として生まれ変わりました。補助金ゼロと中央政府縮減、
ボランタリズムと日常ファンドレイジング、40年以上前に脱原発を決心した国民、地震大国の政府保障の在り方、投票率8割
の市民意識を生み出す社会など、新しい公共像のお手本が存在しています。

詳細は、KJANZ Website http://kiwijana.com/concept/index.html をご覧下さい。

※KJANZの企業理念＆社会的使命

四つの視点から学ぶニュージーランド社会



Ⅰ-2. 「新しい学びの旅」 例 ～ 大学生、高校生、親子、公務員、研究者、教師向け
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親も子も共に学ぶ
語学以外の目的もある

１～４週間（体験留学）

子どもは現地校通学
親は自分テーマ

（最初の1週間ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ化）

例）働き方と育児両立
例）父と子の学びの旅

例）三世代それぞれの学び

親子ＷＬＢ留学

英語力向上
本場の英語に触れたい

３～１０週間（体験留学）

短期学校体験
１学期留学(10W)

13～18歳の中高生向け
現地の5年制高校へ入学
親子下見学校見学対応可

中高生留学

大学2～3年生
英語は苦手、嫌い

２週間（インターン）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力を学ぶ
現地大学生交流

英語力不問。自分の事、日
本の事を伝えるプレゼン技能
を身に付けます。海外で自分
軸を見つめ直すプログラムで
す。

グローバルインターン
海外初挑戦

英語力を磨きたい
語学以外の目的

２～４週間（インターン）

教育インターン
企業インターン

書類選考・面接あり。自分の
課題・テーマ設定によりプロ
グラムをカスタマイズします。
日常英会話以上が必須。

グローバルインターン
英語力中級以上

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ型
NZ流のｶﾘｷｭﾗﾑ設計

２～４週間（団体研修）

午前中は語学学習
午後はプロジェクト学習
（小人数グループ編成）

語学学習だけでは物足りな
い。現地企業訪問、ボラン
ティア体験等、テーマ毎プロ
ジェクトを設定。現地日本語
指導付。

中学・高校・大学
短期ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ団体研修

学校現場型
NZ教師術に触れたい

１～４週間（団体/個人）

現地小中学校実習
教師の役割の違いを学ぶ

参加者の英語力によって幅
のあるプログラムを設計。１
週目は担任補助、2週目以降
実践実習。個人・団体可。

教育実習生・若手教員

海外教育実践実習

NZ再発見！
テーマのある旅

１日～１週間程度

教育全般
産業全般

例）震災復興ツアー
例）NZ学校経営を学ぶ
例）NZ公共ｼｽﾃﾑを学ぶ
例）農業・6次産業を学ぶ

例）ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ手法を学ぶ

オンデマンド
スタディツアー企画

＊WLBとはワークライフバランスのこと。

* 学びの旅（Ｌｅａｒｎｉｎｇ journey） とは、ＮＺ幼少教育におけるコンセプトであり、人生そのものが「学びの旅」と考えます。
* これまでに延べ150名以上の人々が体験した次世代社会づくりラーニング・プログラムです。



Ⅰ-3. キーワードで学ぶニュージーランドという国 ※ここではニュージーランド社会の主な特徴をキーワードで紹介します

Global Industries 世界を相手に競争する輸出促進

TPP宗主国。歴史的には1960年代までの欧州依存の経済環境

から脱却し、米国、豪州、アジア、南米と、時代変遷とともに世界を
相手にしたグローバルビジネスを選択してきた。伝統的に酪農・
食品・木材加工の主要産業に加え、観光や教育等のサービス
産業が輸出品目の上位に位置付けられている。常に時代の変化
を読み取る決断力とスピード性は、構造変革が求められる日本の
地方経済活力のヒントになるであろう。

Family-first Society 子育て、女性活躍、男女公平な社会

治安が良い国、子育てしやすい国、女性が活躍できる国、自由に生きら
れる国等の世界指標で常に上位にランキングされている。多くの子育て
家庭が、平日夕方に毎日家族揃って夕食を共にすることが出来る社会
システムが実現しており、男女が公平に働き、家事分担し、家族生活を
最優先に位置付けられた教育、労働、社会環境は、次世代日本におけ
る暮らし方・働き方の参考になるであろう。

Social Security 特徴ある社会保障・医療保険制度

高負担高福祉型の北欧諸国とも異なり、自己責任偏重型の米国とも異
なり、中負担でありつつ「社会＆自己責任メリハリ型」の各種社会保障
制度である。特に医療保険制度は1980年代後半からの行財政改革で、
IT技術浸透、GP制度の徹底等を改革断行した。これらの社会変革風土

を総称して、「実験国家」とも、「英語圏における課題解決先取り国」とも
呼ばれている。この国の次の課題は「高齢化」である（少子化ではない）

Self-Managed Life 主体性ある生き方

Te Whāriki（テファリキ）と呼ばれるNZ就学前教育の原理原則は、

子どもは元来、学ぶ力を持っている、から始まる。更に初等教育以降
では、人生における学びの旅を楽しく、主体的に取り組むための準備
期間が「学校教育」の役割と位置付けられている。5歳誕生日に小学
校入学、16歳義務教育修了、一斉受験・一斉就活のない進学進路

づくりは若者にとって、自分の意見を持ちながら自己キャリアを切り
開く環境がある。

Freedom 自由な風土

イノベーティブな国、起業しやすい国は、自由な発想を持ちや
すい。国政選挙投票率も概ね80～90％であり、至るところで
自分の意見を述べ易い環境もある。2016年3月に実施され

た「国旗変更」の国民投票に象徴されるように、個人主体、
シチズンシップ社会が浸透している自由な風土を体感できる。

New Zealand

先住民マオリ語では、Aotearoa（アオテアロア）、
漢字では「新西蘭」と表記する。

３つの公用語（英語, マオリ語, 手話）があり、多様
性を受容する移民国家である。

人口480万人。うちヨーロピアン系64%, マオリ系
15%, アジア系12％, 太平洋諸国他9％である。

5人に一人が子ども（年少人口20％）、4人に一人
が20歳以下、約4割の世帯が「子育て家庭」という

子ども・若者社会である。
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Ⅰ-4. クライストチャーチ市の特色

クライストチャーチ観光情報 www.christchurchnz.com/new-zealand/

www.ccc.govt.nz

観光都市

約20km四方の市内には、路面

電車、川下り、丘陵地ゴンドラ、
ガーデンツアー等、自然と調和
の保たれた観光資源が豊富です。

さらに拠点都市として、世界遺産
マウントクック、星空観賞テカポ、
スキーメッカのクイーンズタウン、
森歩きの憧れの地・ミルフォード
サウンド等の南島における有名
観光地の玄関口の役割も担う。

Christchurch クライストチャーチ市

先住民マオリ語では、Ōtautahi （オタウタヒ）と呼ばれる。
ニュージーランド南島に立地し、人口37万人の国内第2位の都市。
市内に大小700以上もの公園があり、緑に囲まれた「ガーデンシティ」と
呼ばれ、英国以外で最も英国らしい雰囲気を持つ町とも呼ばれる。

※ここではクライストチャーチ市の主な特色を紹介します

子育てしやすい町、町まるごと子ども祭り開催25周年

震災跡地を活用して、子どもたちが考えたアイディアが南半球最大規模
の「幼児専用公園（遊び場）」になる。一度やってみたい習い事の体験祭
りが25年も続く。子育てしやすい町とは、子どもが主役になれる町。
クライストチャーチで子育て中の日本人女性たちの満足度も高い。

Public Management 10万8000もの声を聞く震災復興プロセス

日本と同じ2011年に大震災を経験した町。それでも市民が主体となった
復興計画づくりでは、37万人都市で10万以上のアイディアが生まれた。
このプロジェクト名はShareanideaといい、同年オランダで開催された
「世界共創大賞2011」では、満場一致でグランプリに選ばれた。
市民が主役になれる町では、行政の役割は最小限で良い。

May 2018 KJANZ (Kiwi-J-Ana Ltd.) 4

Produced by KJANZ ©Kiwi-J-Ana-Ltd. 2010-18



May 2018 KJANZ (Kiwi-J-Ana Ltd.) 5

KJANZ 次世代人材育成プログラム一覧 2018/19年

※ニュージーランド・クライストチャーチで実施されます（現地発着プログラム）
● 内容・料金のお問い合せ KJAHS@kiwijana.com



KJANZ (Kiwi-J-Ana Ltd.)

KJANZ Kiwi-J-Ana Ltd.     

http://kiwijana.com 

Email: kjahs@kiwijana.com

TEL : +64-3-360-2128


