
 

【現地８日間】KJANZ 家族最優先社会を学ぶ旅 in NZ 2019 

KJANZ Family-First Society in NZ 2019 2018 年 12 月 10 日作成 

１．プログラムの目的 

NZ が実現している「家族最
．
優先社会」や「子どもの主体性を育む教育環境」を体験する為に、現地にホームステイしな

がら NZ 流の子育て・教育・働き方等を学ぶ１週間の現地プログラムです。研修内容例は下記の YouTube をご参照下さい。 

映像: KJANZ 家族最優先社会を学ぶ旅 【公開版 2018】 https://youtu.be/zecTRDLPERk 

（しあわせ信州グループ編：ダイジェスト写真集（2018 年 8 月実施, 13 名参加。なお実施内容は毎年調整されます） 

２．7 泊 8日間のニュージーランドを学ぶ旅： 現地発着型プログラムの基本内容（案） 

基本期間：A 日程 2019 年 8 月 11 日(日)現地集合 ～ 8 月 18 日(日)現地解散 又は、 

          B 日程 2019 年 8 月 25 日(日)現地集合 ～ 9 月 1 日(日)現地解散。 

※2019 年 2 月 4 日(月)より受付開始。締切は 2019 年 4 月 26日(金)必着。各日程とも受付受理先着順。 

集合解散：ニュージーランド南島カンタベリー地方クライストチャーチ国際空港ロビー 

募集人数：各日程, 最大 15 名（最小催行人数 8 名）※一人,夫婦,親子,家族,三世代単位で申込可。パパ割制度有り。 

滞在方法：HS ﾀｲﾌﾟ：1-2 名で参加の場合は、現地子育て家庭ﾎｰﾑｽﾃｲが原則 (朝夕 2 食付, 日英･英英･日日応相談) 

HH ﾀｲﾌﾟ：3 人以上の家族で参加の場合は、ﾎﾘﾃﾞｰﾎｰﾑ(戸建貸家)での滞在を推奨 (食事別, 別途見積) 

移動手段：往復航空券は各自手配して下さい。現地ではレンタカー利用を予定（参加者の中からドライバー希望制） 

基本内容：(1) 家族最優先生活体験 (ﾎｰﾑｽﾃｲ)：暮らすように学ぶ。平日夕方早く帰宅＆週末の家族生活ﾘｽﾞﾑを体験 

(2) 子育て座談会：現地子育て中の日本人たちとの座談会 ＜NZ の親は何をして、何をしないのか？＞ 

(3) 学校制度研究：幼保･小･中･高･大を見学訪問予定 ＜NZ の学びのシステム：2･8･5･3 制度を学ぶ＞ 

 (4) 社会福祉研究：特別支援や障害者支援の在り方を学ぶ ＜NZ のｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの現場を学ぶ＞ 

(5) 個別要望(Optional)：お子様の学校体験, 下見留学見学, 個別視察分野等をご要望下さい <別費用> 

参加費用：別紙参照 

３．基本スケジュール（日程例）         ※天候や先方都合により A/B 日程で内容が変更されることがあります。 

Date AM 9-12pm,   ※ﾗﾝﾁは各自手配(自由) PM1-4pm 迄     ※5pm 迄に帰宅 食事・滞在 

Day1 

8/11(Sun) 

8/25(Sun) 

 往復航空券は各自手配。 

前日夕方日本出発着, ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ経由 

 昼頃ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ着, 空港ロビー集合 

合同滞在ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ, ﾗﾝﾁ休憩, 

ﾚﾝﾀｶｰ手続き,各自ﾎｰﾑｽﾃｲ Check-in 

 

－ 

夕 

HS1 
or 

HH1 

Day2 

8/12(Mon) 

8/26(Mon) 

【共通】：復興中の町並や暮らしを学ぶ 

① ①-1 市内中心地視察 (大聖堂＆仮設聖堂) 

①-2 子ども公園, 市民図書館視察, 自由行動 

各自ランチタイム 

①-3 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ視察, 自由行動 

※班行動で 5pm 頃までに帰宅 

朝 

夕 

HS2 
or 

HH2 

Day3 

8/13(Tue) 

8/27(Tue) 

【共通】：子育てを学ぶ（ﾃﾌｧﾘｷ教育） 

②-1 幼児教育施設視察 (ECE) 

②-2 子育てﾌﾞﾗﾝﾁ (現地日本人と座談会) 

②-3 Christchurch NZ 訪問 (予定) 

  ※観光･教育･経済に関する官民方針 

※班行動で 5pm 頃までに帰宅 

朝

夕 

HS3 
or 

HH3 

Day4 

8/14(Wed) 

8/28(Wed) 

【共通】：学校教育を学ぶ ※学校体験応相談 

③-1 小学校視察 (5-13 歳相当) 

(ｸﾗｽ見学, 先生対談, 特別支援見学等) 

各自ランチタイム 

③-2 中学校又は高校視察 (13-18 歳相当) 

③-3 参加者ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(WS1)＆夕食会 

朝

(夕) 

HS4 
or 

HH4 

Day5 

8/15(Thu) 

8/29(Thu) 

【共通】：高等教育･社会人教育を学ぶ 

④-1 大学等視察 (18 歳以上大人向け) 

 (国立大学, 国立高等総合職業大学等) 

【選択】観光体験   各班 5pm 帰宅 

④-2A 郊外ﾜｲﾝ･ﾃｲｽﾃｨﾝｸﾞ体験＆ﾗﾝﾁ 

④-2B 南極ｾﾝﾀｰ体験 or 国鳥ｷｳｨ観察体験 

朝

夕 

HS5 
or 

HH5 

Day6 

8/16(Fri) 

8/30(Fri) 

【選択】社会を学ぶ A 又は B を選択 

⑤-1A 企業又は自治体訪問 (予定) 

⑤-1B 障害者福祉施設訪問 (予定) 

【共通】各自ランチタイム 

⑤-2 参加者ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ(WS2) 振り返り 

※発見した点を相互共有, 5pm 帰宅 

朝

夕 

HS6 
or 

HH6 

Day7 

8/17(Sat) 

8/31(Sat) 

【共通】週末の過ごし方を学ぶ 

※ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰと週末ｴﾝｼﾞｮｲﾀｲﾑ（多くの家庭はｽﾎﾟｰﾂ応援や週末ｲﾍﾞﾝﾄ等に出かけます） 

※ｸﾞﾙｰﾌﾟ日帰り観光：ﾊﾝﾏｰ温泉ﾂｱ-, ｱｶﾛｱﾂｱｰ等の近郊観光手配可 (希望者のみ, 別途費用) 

朝 

夕 

HS7 
or 

HH7 

Day8 

8/18(Sun) 

9/1(Sun) 

(帰国組) 朝ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ空港待ち合せ 

(滞在延長組) 各自ﾁｪｯｸｱｳﾄ後, 自由行動 

ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ→ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ経由日本帰国 

航空券は各自手配。 
－  

注記) プログラム中の視察訪問先は 5−7 か所、参加者ワークショップ 2 回を予定。HS: ﾎｰﾑｽﾃｲ, HH: ﾎﾘﾃﾞｰﾎｰﾑ。 



 

【現地８日間】KJANZ 家族最優先社会を学ぶ旅 in NZ 2019 

（つづき）KJANZ Family-First Society in NZ 2019 

 

基本期間：A 日程 2019 年 8 月 11 日(日)現地集合 ～ 8 月 18 日(日)現地解散 

          B 日程 2019 年 8 月 25 日(日)現地集合 ～ 9 月 1 日(日)現地解散 7 泊 8 日間のニュージーランドを学ぶ旅 

４．お申込み方法について 

◆ 申込方法：別紙、KJA ホームステイプログラム申込書記入・捺印の上、Email 又は FAX送信して下さい。 

◆ 申込期間：2019年 2 月 4 日(月)受付開始、2019 年 4月 26日(金)受付終了。定員になり次第締め切ります。 

◆ 申込金振込：2019年 5 月 15日(水)迄 ※申込書受理後、請求書を発行。海外送金の為の簡単ガイドラインも提示します。 

◆ 参加費用残金振込：2019年 7月 12 日(金)迄 ※参加者確定後に残金請求書を発行。 

◆ 海外旅行保険／パスポートコピー提出期限：2019年 7 月 12 日(金) ※遅くともこの日までにご準備下さい。 

◆ 最小催行人数： 8 名に満たない場合はプログラム中止又は内容変更調整をすることがありますので予めご了承下さい。 

５．費用に関しての説明 

◆ 参加料金表（概算額）：下表参考。申込単位ごとで、参加人数・詳細内容確定後に請求書を発行します。 

         基本料金： 大人お一人様 NZ$2,700.00-から 中高生お一人様 NZ$2,300-から      

        基本料金に含まれているもの： 訪問視察・研修一式、ﾎｰﾑｽﾃｲ 7 泊(朝夕全 12 食付)又はﾎﾘﾃﾞｰﾎｰﾑ 7 泊(食事別)、 

現地ﾚﾝﾀｶｰ手続き費用（燃料費・駐車代除く）、現地ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ費用、現地消費税。 

        含まれていないもの： 往復渡航費, 海外旅行保険代, 日本国内移動費, 基本料金に含まない食事代, 燃料費・駐車代, 

観光ｵﾌﾟｼｮﾝの入場料等, 個人行動に係る実費, その他別途手配の現地費用 

      ※お一人参加、ご夫婦参加、親子参加、家族・三世代参加などあらゆるタイプでの参加が可能ですのでご相談下さい。 

      ※子育てパパ割制度*5もあります。過去の参加メンバーでは、最年少 1 歳児から最年長 75歳までいらっしゃいます。 

 

◆ プログラム参加：現地費用（一週間：7 泊 8 日の場合） 

区分 参加単位 記号 基本料金 2019 *1 参考円 *2 申込金 *2*3 備考 

一人 

参加 

大人(18 歳以上) GA NZ$ 2,700.00- 21-22 万円 

NZ$500 (4 万円) 

【基本】 

・往復海外航空券は自己手配 

・海外保険加入は必須条件 

・ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ空港発着 

・申込金振込締切 4/26(金) 

 

【現地滞在】 

・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ別紙提示 

・原則ﾎｰﾑｽﾃｲ(朝夕付) 

・ﾚﾝﾀｶｰ共有で現地移動 

・その他個別見積 

中高生(14 歳以上) *4 GS NZ$ 2,300.00- 17-18 万円 

二人 

参加 

大人 2 名 AA NZ$ 5,000.00- 39-40 万円 

NZ$800 (6 万円) 親＋中高生 *4 AS NZ$ 4,600.00- 36-37 万円 

親＋小学生以下 *4 AK NZ$ 4,300.00- 33-34 万円 

三人 

以上 
家族構成で見積 GF NZ$ 5,500.00～ 43 万円～ NZ$1000 (8 万円) 

･原則ﾎﾘﾃﾞ-ﾎｰﾑ(自炊) 

･詳細内容確定後別途見積 

 

単独 

別日程 

二人で申込 

三人以上申込 

TA 

TF 

NZ6,000/2名～ 

別途見積 

48 万円～ 

＊＊＊ 

NZ$1000 (8 万円) 

＊＊＊ 

※本ｸﾞﾙｰﾌﾟとは別日程で単独

で旅程を組まれる場合(1 週間) 

  注*1) 料金は 2019 年 12 月末迄適用（申込 9 月末以前迄） 注*2) 参考円は為替 NZ$=78-80 円で仮計算。為替変動にご注意下さい。 

  注*3) 申込金は申込書受付後に発行される請求書期日までに振込下さい。申込金は振込後の返金不可となります。 

  注*4) 中高生の一人参加は保護者同意書捺印の上、満 14 歳以上(現地到着日時点)から受付けます。小中高生で「学校体験又は留学

検討下見希望」の方は事前にご相談下さい。現地学校の受け入れ打診後の確定となります（別途費用がかかります）。 

  注*5) パパ割は、子育て積極参加を促進する制度で、一人参加で NZ＄300 値引、親子二人以上参加で NZ＄500 値引となります。 

６．現地コーディネータ 

 

次世代社会づくりカンパニー キゥイ・ジェイ・アナ社 Kiwi-J-Ana Ltd. 

次世代教育コーディネータ 及川 孝信 Tony Oikawa 

   【お問合せ・連絡先】Email: KJAHS@kiwijana.com  Phone/Fax: +64-3-360-2128 

mailto:KJAHS@kiwijana.com

