
GILでは、国際人として未来を担う若者の
「これから」を応援しています！！
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会社紹介 Company Profile

会社名
Gold Intercultural Learning 
(ゴールドインターカルチュアルラーニング)
設立
2004年
登録
オーストラリアビジネス番号 (ABN) 48618799152
代表者
Jason Hutchinson（ジェイソンハッチンソン）
社員数
７８名（契約社員、大学生リーダー含む）
所在地
2/157 Main Street Osborne Park WA 6017 Australia
電話番号
+61 8 9444 7687
Email
ryugaku@goldil.com.au
URL
https://www.goldil.jp/
会社案内
https://www.goldil.jp/posts/7003500?categoryIds=1842560

Gold Intercultural Learning (GIL)では、小学生から大学生を対象に留学手配を行っています。
2004年の創業以来、西オーストラリア州教育省をはじめ、現地の学校や3,000軒以上の
ホストファミリーと密接な関係を築き、日本からの学生に最適な海外体験プログラムを提供しています。
個人留学から大型グループまで幅広く対応しており、年間約2,000名の生徒様を受け入れています。

弊社では現在50以上の公立・私立校と直接やりとりしているため、訪問先として質の高い現地校を
選ぶことが可能です。
生徒様に合った現地校での体験はもちろんのこと、グループの規模や研修旅行実施の期間・時期、
研修目的など、学校様のご希望に合わせてプログラムをカスタマイズできるのも弊社の強みです。

美しい自然と温かい人柄が魅力のパースにて、皆様をお待ちしております。

国際化が進むにつれて、英語力だけでなく異文化を理解・尊重できる能力も重要視されてきています。
GILでは、英語「を」学ぶだけでなく英語「で」学ぶ機会を提供し、異文化に触れ日本との違いを理解
する場を設け、両国の良いところを大切にできる未来の国際人の育成にフォーカスを当てています。

GILが抱く国際人像

1

GILは、アングリカンスクール(イギリス国教会系の大規模なミッションスクール)にスタディツアーを
派遣できる唯一の留学エージェントです。
州内11校、いずれの学校も教育水準が一定に保たれており、どの学校に通っても同じレベルの
教育を受けることができます。

アングリカンスクール留学代表エージェント
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パース (Perth) とは？

約208万人 (国全体の約8%)
WAの人口は約263万人

西オーストラリア州(WA)の州都
１時間 サマータイム導入なし

(日本が９時の場合、パースは８時)
緊急事態の際にも連絡が容易です

四季がはっきりとした地中海性気候
一年を通して朝晩は気温が下がる

人口増加に応えるため、現在も都市の開発が積極的に行われています。
新たに土地が開発され、住宅地ができ、学校を含む新たなコミュニティが日々形成されています。
新しく立ち上がった現地校と契約を結び、学校とともに成長できる日本の学校様の
受け入れを計画しています。

７・８月 平均最高気温：18℃ 平均最低気温：7℃
３・４月 平均最高気温：29℃ 平均最低気温：16℃

パース開発事情

安全・安心・衛生面
①安全面は世界屈指
(親日国家、地元警察の充実、低い重犯罪率)

②日本人が安心して暮らすことができる環境
(在パース日本総領事館、日本語医療センター、日系企業100社以上、在留邦人数850人以上、日本人学校、右側通行、水道水が飲める など)

国内平均と比べてアングロ=サクソン系の
人口の割合が大きい

パースについて About Perth
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Gold Intercultural Learningが選ばれる４つの理由

カスタマイズ英語レッスン

種類豊富なアクティビティ

・現地校との直接のやりとりにより、厳選された訪問校を提供することが可能
・ホストファミリーはすべて自社直接契約。質の高さには自信があります(詳細後述)
・トレーニングを受けた自社のコーディネーターや大学生リーダー

・滞在中は24時間日本語のサポートサービスを提供
・現地校には日本語コーディネーター*が常駐
・現地校、ホストファミリー、引率者、スタッフ間の確立した連絡体制

*現地校のスタッフや教師、英語レッスンの教師が兼任する場合があります。

・英語のレベルや研修の目的によって内容のカスタマイズが可能
・英語教師は全員TESOLあるいはCELTA*保持者。日本人学生に英語を教えた経験が豊富
・「通じる英語」に焦点を当てた参加型の授業形態

手厚い現地サポート

１００％自社手配

*英語を母語としない人への英語教授に必要な資格

・英語「で」学ぶ機会を提供
・同じ訪問先でも、英語のレベルや研修の目的に合わせて内容のカスタマイズが可能
・SDGs、WWL、SSH、STEM、トビタテにも対応可能
・少人数グループに分かれ、アクティブラーニングを通して積極性と協調性を養う
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アングリカンスクール

提携校 Who We Work With

・公立・私立あわせて50校以上と提携
・現地校との直接のやりとりによる手配・斡旋
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提携校 Who We Work With
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ホストファミリーの質が高い理由

3,000家庭以上の全ファミリー自社にて直接契約 (仲介業者なし)
生徒様が安心して滞在できるよう、三段階の審査を実施

口頭審査

留学生受け入れ

書類審査

訪問審査

・異文化交流、日本文化、日本人に興味があるか
・家庭内での言語 (英語が第一言語か)
・家族構成 (留学生が安心して生活できる家庭環境か)
・職業 (頻繁に家庭を空けないか、留学生の面倒を見る保護者がいるか)

・写真の提出 (家の外観、ゲストルームなど)
・家族に関する詳細の提出 (趣味など家族の紹介文)
・その他資格 (WWC*および無犯罪証明書の提出)

・ゲストルームの設備確認
・面談 (口頭・書類審査の内容を再確認)
・採用決定後、ホストファミリー対象のガイドブック配布
受け入れ前・受け入れ中も完全サポート

弊社コーディネーターによる家庭訪問

*WWC … Working With Children。オーストラリアで未成年と接する場合に必要な免許

事前のやりとり

マッチング終了後、ホストファミリーと
直接連絡をとることが可能です。

ファミリーとのマッチング

生徒様の家族構成、年齢、趣味、
アレルギー、留学にかける思い などを考慮し
一人ずつ丁寧にマッチングを行います。
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大学生リーダー University Students

弊社で採用・トレーニングを行っている現役の大学生です。
現在、50名の大学生を採用しています。
様々な文化背景を持つ彼らは、親しみやすく頼れる存在として
アクティビティの進行をお手伝いします。

大学生リーダーとは？

限られた英語力でも楽しく活動し、
「英語が通じた」という喜びを
感じることができるように
全員が平等に発言できる雰囲気を設け、
簡単な言い回しで会話・説明を行う
トレーニングを受けています。

年齢の近い「ロールモデル」と
活動することによって
将来の夢や今後学びたいことについて
考えるきっかけが生まれます。
また、様々な文化背景を持つ彼らから
オーストラリアの多様性についても
学ぶことができます。

以下のアクティビティを一緒に行うことができます

◉ キングスパークでフィールドワーク (11ページ参照)
◉ アメージングレース (13ページ参照)
◉ 現地大学でアクティブラーニング (16ページ参照)
◉ ロットネスト島でフィールドワーク (17ページ参照)

少人数に分かれて活動するメリット

リーダーの目が届きやすく、発言しやすい
環境を作ることができます。
能動的にアクティビティに参加することで、
英語に自信がつくことにもつながります。

オーストラリア８大学のひとつ。
州内で最も歴史のある大学で、海洋学や
農業科学の分野は世界トップレベルです。
ネオロマネスク様式の講堂など、20世紀初期に
建てられた美しい建物が特徴です。

州内最大規模の大学。
前身の工科大学時代から理系分野に強い
大学として知られています。
キャンパス内に点在する近代的な建物が特徴です。
NASAの公式共同研究所でもあります。

西オーストラリア大学 カーティン大学

大学生リーダーが学ぶ大学
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弊社プログラムの特徴 How Our Programs Work

弊社提供のプログラムは、英語のレベルや研修の目的に合わせて
幅広い参加層に対応可能です

英語に自信をつけたい

国際人としての一歩を踏み出したい

海外・留学に興味がある

積極性・協調性を磨きたい

SDGsに関連したトピックを学びたい

事前学習 事後学習

弊社オリジナルのワークブックを
利用し、パースやアクティビティに

関する事前知識を深める
(詳細：９ページ)

研修旅行

それぞれの目的に合わせたプログラム

ホームステイ

・異文化の体験・理解
・英語力向上
・海外生活体験
・日本との比較・研究

現地校体験

・異文化の体験・理解
・英語力向上
・日本との比較・研究
・同世代との意見交換

アクティビティ

SDGsの指標をもとに
パース市を学び、日本の都市や
地域と比較・研究を行う

帰国後の振り返り

発表会・報告会

「これから」を考える
各アクティビティについては
11～19ページをご覧ください

現地校体験については
14ページをご覧ください

ホームステイについては
6・19ページをご覧ください
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オリジナルワークブック Workbook

GILでは、日本での事前学習および研修中に利用できる自社作成の教材(ワークブック)を提供しています。
事前学習と研修中に取り組む内容が一冊になっているため、学習の流れが確認しやすくなっています。
アクティビティに関連したワークブックに取り組むことにより、現地での体験をより有意義なものにすることができます。
また、事前学習中に浮かんだ疑問を現地で確かめることにより、探究型の学習を行うこともできます。

参考) 東桜学館高校 様
こちらよりご覧いただけます

・ワークブックはデータにて送付いたします
・ご希望に応じて日本語訳の記載が可能です
・掲載内容は英語のレベルや研修目的によって
カスタマイズが可能です

ページ 内容
2 SDGs 17の目標の確認
3 - 5 研修に役立つ英単語の学習

8 - 11 「住みやすい街」の選定基準について学び、日本の都市のどういった部分が
それぞれの要素に当てはまるのかを考えます。

12 日本での生活費(物価)について記入します (パースの部分は現地で記入し、比較します)
24 訪問先のカーティン大学に関する知識を深めます
29 多民族国家に関する学習を行います

39 - 42 ロットネスト島に関して学びます。持続的な開発についても取り扱います
56 - 59 カバシャムワイルドライフパークやオーストラリアの固有動物に関することを学びます
62 キングスパークと日本の公園を比較し、それぞれの公園のあり方について考えます
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パース近郊地図 Perth Map

ロットネスト島

キングスパーク

パース市内

パース市中心部

フリーマントル

カバシャム
ワイルドライフパーク

カーティン大学

西オーストラリア大学

パース市内より車で約1時間以内に
位置しています
*左図黒楕円のエリアが該当地域です

パース市拡大地図

スワン川

ホテルエリア

キングスパーク ........................................ P.11
カバシャムワイルドライフパーク ........ P.12
フリーマントル ........................................ P.13
現地大学 .................................................... P. 16, 18
ロットネスト島 ........................................ P.17

インド洋

各地のアクティビティは
以下ページをご参照ください

現地校所在地
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キングスパークは総面積400ヘクタールを誇る世界一大きな都市公園です。
美しい街並みを一望できる展望台や植物園、オーストラリア軍の慰霊塔などが点在する市民の憩いの場となっています。

アクティビティ：キングスパークでフィールドワーク

キングスパークは自然や景観を提供するだけでなく、アボリジナルに関する展示や
ANZAC(オースラリアとニュージーランドの連合軍)慰霊塔、
開拓者の銅像など、パースの歴史が反映された公園でもあります。
地元の人々と精神的な結びつきも強いこの公園を散策しながら
日本の都市公園との違いやキングスパークが担う役割などについて考えます。

目的
・都市の中の自然がもたらす効果について考える
・ANZACとオーストラリア人の精神的な結びつきについて考える
・先住民族の歴史や文化について学ぶ
・日本の都市公園との違いを考える
・グループワークを通して、自主性や積極性を高める
・英語を使って活動し、自信をつける

内容
・5-10名で1組になり、それぞれ案を出し合いながら
英語で書かれたお題(タスク)に取り組みます
・活動中は徒歩にて散策します
・展望台でクラスごとに集合写真を撮ることも可能です
・ご予算に合わせて大学生リーダーの同行も可能です

SDGsとの関連性
３番：都市の中の自然がもたらす健康への効果について考える
4番：キングスパークおよびパース・オーストラリアの歴史について学ぶ
11番：キングスパークがどのようにパースの「住みやすさ」に貢献しているか考える
15番：観光地としての発展と自然のバランスをとることの大切さを考える

キングスパーク Kings Park

参考ワークブック ‒ p. 62

１時間～２時間

大学生リーダーと活動可
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カバシャムワイルドライフパーク Caversham Wildlife Park

カバシャムワイルドライフパークは、地元の人にも観光客にも大人気の体験型動物園です。
約200種類2,000頭の飼育動物の多くはオーストラリアの固有動物です。
一部の動物は触れ合いながら記念撮影を行うことができます。

アクティビティ：ワイルドライフパークで研修

ワイルドライフパークの知識豊富な飼育員とともに園内を散策しながら、オーストラリアの固有動物についての知識を深めます。
飼育員の案内は全て英語で行われるため、事前学習にて関連する単語を確認し、アクティビティに備えます。
交通事故などで親を亡くした野生動物の保護なども行っているこの動物園ならではの取り組みについても学びます。

目的
・オーストラリアの固有動物について学ぶ
・都市としての発展と野生動物の共存について考える

内容

・複数のグループに分かれ、飼育員とともに園内を散策します
・コアラ、カンガルー、ウォンバットは触れ合いながら
記念写真を撮ることができます
・園内ピクニックエリアにて昼食後、出発まで自由時間を設けます

SDGsとの関連性
15番：固有種の保全と街の発展のバランスについて考える

参考ワークブック ‒ p. 56 - 59

約２時間
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パースから車で30分に位置する港町・フリーマントル。
近代化が進むパース市内とは対照的に、英国入植時代の建物が数多く残るこの町は、観光客だけでなく地元の人にも人気のスポットです。

アクティビティ：大学生リーダーとアメージングレース

歴史あふれるフリーマントルを舞台に、大学生リーダーと一緒にレースを行います。
道ゆく人の助けを借りながら、町中に散りばめられたお題(タスク)に取り組みゴールを目指します。
勝敗の分かれ目となりうる問題を選択する場面もあり、戦略力も試されます。

目的
・フリーマントルの歴史について学ぶ
・住みやすい街と呼ばれる理由について考える
・グループワークを通して、自主性や積極性を高める
・英語を使って活動し、自信をつける

内容

・日本人学生5-10名に大学生リーダーが1名同行します
・緊張をほぐすために、まずはアイスブレークを行います
・制限時間は1時間45分
・活動中は徒歩にてフリーマントルを移動
・すべてのお題に回答したグループから自由時間となります
・制限時間経過後、一旦全員集まり表彰式を行います
・昼食後は改めて自由時間を設けます(大学生同行可能)

SDGsとの関連性
4番：町の歴史や地元の人とのつながりについて学ぶ
10番：複数の文化がどのように共存しているかを学ぶ
11番：歴史的建造物の保全と持続可能な町の発展について考える
15番：観光地としての発展と自然のバランスをとることの大切さを考える

フリーマントル Fremantle

アメリカでスタートした番組。
様々な交通手段を利用し、番組が指定する
目的地へ移動、そこで新たな指令を受け次
の目的地を目指していくゲーム。
指令にはそれぞれ課題や条件があり、それ
をクリアしなければ次のポイントに進むこ
とができないようになっている。

アメージングレースとは？

レース用ワークシートの一例はこちらからご覧いただけます。

２時間

大学生リーダーと活動します

ご希望に合わせて、
パース市内での実施も可能です。

選べるレース会場
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現地校 Local Schools

アクティビティ：現地校通常授業体験

年齢の近いパースの学生と同じクラスに参加し、現地の学生になったつもりで
授業を体験します。それぞれの授業を通して現地の学生と交流し、
学習内容や学校での過ごし方の違いについて考えます。

現地校授業とは？

授業内容は訪問する学校によって異なります

例) 調理実習、体育、音楽、日本語、社会、生物、演劇 など

内容
・各現地校約20名ずつの受け入れとなります
・全員で同じ授業に入る場合と、スクールバディ*と一緒に
それぞれの授業に入る場合などがあります
・日本や学校を紹介するプレゼンテーションを
行うこともできます(事前にお問い合わせください)

*日本人学生1人に対し1名、あるい複数につき1名や
特定のバディを斡旋せずに全員で授業に参加する場合もあります

SDGsとの関連性(例)
３番：オーストラリアの学校生活がどのように健康に影響するか考える
4番：オーストラリアの学生が何を学んでいるのか体験する
５番：日本の学校との制服の違いなどからジェンダーについて考える
10番：多文化都市に暮らす学生がどのように学んでいるかを考える
11番：「住みやすい街」に暮らす学生にとっての「住みやすさ」とは何かを学ぶ

各自のテーマに沿って他のSDGsの項目と関連づけることも可能です

国内の他の州ではできない
「現地校との直接のやりとり」を強みとして
質の高い訪問校を提供しています。

GILはここが違う！

半日～

英語レッスンと同日実施可能
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小学校訪問 Primary School Visit

アクティビティ：小学校訪問

日本語を第二言語として教えている小学校を訪問し、日本文化の紹介を通して交流を行います。
生徒様にとっても、改めて日本の文化や歴史について考える良い機会となります。

小学校訪問とは？

日本文化を紹介し、現地の小学生と一緒に実践します。
例)いろはかるた、福笑い、お手玉、けん玉、クイズ(漢字の意味を当ててもらう) など
*オーストラリアの学校には校歌がないので、日本の校歌を歌うと喜ばれます！

内容
・各小学校20名前後の受け入れとなります
・衛生上、食べ物を利用した交流はできません
・実施内容は日本でご準備ください(弊社へ事前の共有をお願いいたします)

SDGsとの関連性(例)
4番：①日本の文化や歴史について改めて考える

②海外で日本文化を正しく学んでもらうために工夫する

半日

初めて折り紙に挑戦する生徒がほとんどだったので、
鶴などの難しいものよりも、かぶとなどの方が
簡単で楽しく作ることができました。

完成できなかった生徒には、日本で折っていたものを
プレゼントするととても喜ばれました。

あやとりは、見せて説明することに加えて
詳しい指の動きを英語でしっかり説明すると
相手にうまく伝わりやすいと感じました。

折り紙を実践する場合、
口頭での説明に加え
英語で折り方を説明したものを
持参すると便利です！
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パース近郊には４つの公立大学と１つの私立大学があります。それぞれ得意とする分野があり、世界に誇るハイレベルな教育を提供しています。
日本の大学よりも開放感のあるキャンパスは、誰でも自由に入ることができます。
この機会にぜひ、オーストラリアのキャンパスライフを肌で感じてみてください。

アクティビティ：大学生リーダーとアクティブラーニング

現役大学生と一緒に広大なキャンパスを散策しながら、将来を担う若者にとって
身近な問題に関するディスカッションを行います。
学ぶことができる分野やキャンパスライフなどについて話しながら、
日本とオーストラリアの大学のイメージやあり方の違いについて考えます。

目的
・「海外で学ぶ」ことについて考える
・海外でのキャンパスライフを体験する
・日本とオーストラリアの高等教育の違いを考える
・グループワークを通して、自主性や積極性を高める
・英語を使って活動し、自信をつける

内容

・日本人学生5-10名に対し訪問先で学ぶ大学生リーダーが1名同行します
・緊張をほぐすために、まずはアイスブレークを行います
・それぞれ英語で意見を交換しながらお題(タスク)に取り組みます
・グループごとにカフェテリアや図書館など
大学の施設を見学することも可能です

SDGsとの関連性
4番：①大学生が専攻分野を決めた理由や、学んだことを将来にどのように活かしたいかを

話し合い、高等教育の位置づけについての理解を深める
②留学生の割合や男女比などから、オーストラリアの高等教育が包括的かを考える

５番：大学でのジェンダー平等に関する取り組みについて考える (各学部での男女比など)
９番：太陽光発電など、災害時にも施設が稼働し続けるための取り組みについて学ぶ
11番：誰でも立ち入り可能なキャンパスがパースで担う役割について考える

学校様が重点を置くテーマに沿って他のSDGsの項目と関連づけることも可能です

現地大学 Local University

参考ワークブック ‒ p. 24 (カーティン大学の場合)

１時間３０分～２時間

大学生リーダーと活動します
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フリーマントルからフェリーで約30分に位置する、コバルトブルーのインド洋に囲まれた地元の人にも人気のリゾートアイランドです。
「世界一幸せな動物」と称されることもある有袋類・クォッカの生息地でもあります。

アクティビティ：ロットネスト島でフィールドワーク

目的
・ロットネスト島の歴史について学ぶ
・ロットネスト島が地域で担う役割を考える
・豊かな自然を守るために、ロットネスト島が行っている工夫について考える
・グループワークを通して、自主性や積極性を高める
・英語を使って活動し、自信をつける

４時間～７時間
(フェリー乗船時間含む)

内容

・5-10名で1組になり、それぞれ案を出し合いながら
ワークシート*(英語)のお題に取り組みます
・活動中は徒歩にて島内を移動します
・すべてのお題に回答したグループから島内で自由時間
・ご予算に合わせて大学生リーダーの同行も可能です

*ワークシートの内容は年齢や目的にあわせカスタマイズが可能です

大学生リーダーと活動可

SDGsとの関連性
4番：島の歴史や地元の人とのつながりについて学ぶ
6番：限られた水源の効率利用とバーチャルウォーターについて考える
7番：再生可能エネルギーと環境問題、自立した電力供給について考える
11番：島の文化や伝統の継承と持続可能な発展について考える
14番：海の環境を守るために行われている取り組みについて学ぶ
15番：観光地としての発展と自然のバランスをとることの大切さを考える

ロットネスト島 Rottnest Island

参考ワークブック ‒ p. 39 - 42

ロットネスト島は時代によって異なる用途に利用され、地元の人と深く結びつきのある島です。
観光スポットとして確立するまでに辿った歴史に加え、持続可能な観光地のモデルとしての
取り組みについて学び、発展を続けるために先進国がどのように貢献できるかを考えます。
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アクティビティ 世界が抱える問題 アクティビティ内容 各分野での捉え方 SDGsとの関連性

雑草探索ロボット
・農業従事者の減少
・気候変動による農業の難航化
・人口増加に伴う新しい農地開発の必要性

プログラミングの技術を用い、雑草を見つける
ロボットを操作する

【理系】プログラミング、数学、物理、デザインの
　　　　知識を深める
【文系】ロボットがどのように農業が抱える問題を
　　　　解決できるかを考える

　　　　　食糧の安定確保

水上プラットフォーム
地球温暖化に伴う海面上昇により、水上での
生活を余儀なくされる人たちが出現する可能性が
ある

身近な材料を利用し、決められた予算の中で
浮き橋を作成、耐久性を競う

【理系】物理、コンストラクション・マネジメント、
　　　　デザインの知識を深める
【文系】プラットフォームがどのように気候変動と
　　　　戦うことができるかを考える

　　　　　
　　　　　安定した住居の確保による健康改善
　　　　　
　　　　　持続可能な生活環境の提供

　　　　　気候変動に対応できる生活環境の提供

ウォーターロケット
気候変動に伴う地球以外の惑星への居住必要性
　　NASAと共同研究を行うカーティン大学の
　　宇宙研究を反映させたアクティビティです

身近な材料を利用し、ウォーターロケットを
設計し飛行実験を行う

【理系】物理に関する知識を深め、デザイン力を磨く
【文系】宇宙開発がどのように世界の問題解決に貢献
　　　　できるかを考える

　　　　　気候変動に伴う地球以外の惑星への居住必要性

カーティン大学 Curtin University
カーティン大学は、40,000名以上が在籍している西オーストラリア州で最も規模が大きい大学です。
前身の工科大学時代から知名度の高い工業工学、化学工学、海洋科学などでは世界トップレベルの教育を提供しています。
また、TESOLの資格を持った英語講師による、学習目的に応じてカスタマイズされた英語レッスンは
20年以上続く人気のプログラムです。

アクティビティ：STEMプログラム

内容

・各クラス30名前後。クラス内で5名前後のグループに分かれて活動します
・各プログラムの所要時間は約2時間です
・カーティンの大学生あるいは大学院生の指導のもと行われます
・SDGsとの関係性について意見を交換します

Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、
Mathematics(数学)の教育分野を総称した言葉。
これらの分野の教育に焦点を当て、IT社会とグローバル社会に
適応できる「自分で学び、自分で理解する」人材を生み出す
ための教育システム。
最近では、STEMにA(Arts: リベラルアーツ)を加えたSTEAMも
注目されてきています。

STEMとは？

世界の「これから」を担う若者たちが直面するとされている、世界の様々な問題点をSDGsに
関連させて考えます。コンセプトはとてもシンプルで、専門用語や理系科目の高い知識を必
要としないため、文系・理系それぞれの目線から学ぶことができるアクティビティです。

プログラム紹介ビデオは
こちらからご覧いただけます
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アクティビティ：ホームステイを通して探究型学習

プログラムの「要」であるホームステイは、一番身近に異文化に触れることができる場です。
ただファミリーとの時間を過ごすのではなく、各自テーマをもってものごとをとらえることによって
それぞれの国の相違点について気付き、考えることができる絶好のチャンスです。

目的

・様々な視点から日本とオーストラリアの相違点について考える
- 食生活
- 健康面
- 放課後・休日の過ごし方
- 家族間の交流 など

内容

・各家庭でのホームステイを通して、それぞれのテーマに沿って
各自調査を行います
・テーマに制限はなく、生徒様に合ったものを選ぶことができます

SDGsとの関連性(例)
３番：オーストラリアの生活様式がどのように国民の健康に影響しているかを考える
４番：オーストラリアと日本の生活様式を比較し、文化の違いについて考える
５番：オーストラリアと日本の家庭内での男女の役割について比較し、違いについて考える
９番：どのような自家発電を採用しているか、あるいはなぜ採用していないのかを学ぶ

選ぶテーマによって、他のSDGsの項目と関連づけることも可能です

・全ファミリーは自社手配(仲介業者なし)
・口頭、書類、訪問審査をクリアした家庭のみ採用

*詳細は６ページを参照してください

ホームステイ Homestay

GILはここが違う！

２泊～
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日数 曜日 時刻 行程 (宿泊先) 食事

シンガポールにて観光

5:25
SQ225 パース国際空港到着、荷物整理・トイレ休憩

7:30 - 9:00 カバシャムワイルドライフパークにて研修

大学生リーダーと合流、各現地校へ

日中 現地校にて交流 (プレゼンテーション、ディスカッション)

キングスパークにて集合写真撮影

夕方 ホテルチェックイン　　　　　　　　　　     　　　(ホテル)

ホテル出発、各グループ研修へ

①アボリジナル文化体験

②ロットネスト島にてエコ学習

③ピナクルズ見学

研修後、パース市内にて自主研修(自由時間)
夕方 ホテル到着　　                                                 　(ホテル)

9:00 ホテル出発

10:00 - 12:00 フリーマントルにて大学生リーダーとアメージングレース

大学生リーダーとともに昼食(フィッシュ＆チップス)
14:00 パース国際空港到着、チェックイン
17:30
SQ214 空路シンガポールへ

5 日 日本到着

1
朝：-
昼：-
夜：-

3 金
朝：ホテル
昼：お弁当
      (弊社手配)
夜：ホテル

2 木
朝：機内
昼：現地校
夜：ホテル

日中

4 土
朝：ホテル
昼：レストラン
夜：-

広島大学附属高等学校 様
参加学年：1～3年生 参加人数：39名
実施年：2018～2019年 実施期間：11日間

SDGsの観点から「住みやすい街」を考えることに
焦点を合わせたプログラムです。
大学生と協力して行うアクティビティでは
協調性や積極性を養います。

サンプル行程 Sample Itinerary

日数 曜日 時刻 行程 (宿泊先) 食事

パース国際空港到着、専用車にてホテルへ

(ホテル)

9:30 ホテル出発、キングスパークへ
午前 キングスパークにて研修 (日本の公園と比較)

午後 大学生とパース市内にてフィールドワーク (住みやすい街の要素について考える)

夕方 ホストファミリーとマッチング後、各家庭へ      　　       　　　   (ホームステイ)

3 土 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

４ 日 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

現地校にてオリエンテーション、キャンパスツアー
午前 英語レッスン(2時間)
午後 現地校通常授業出席

(ホームステイ)

午前 英語レッスン(2時間)

午後 現地大学にて大学生リーダーとアクティブラーニング 
(住みやすい街について意見交換)

(ホームステイ)

ロットネスト島にてフィールドワーク (再生可能エネルギーについて学ぶ)

(ホームステイ)

午前 日系企業スタッフによるビジネスセミナー(持続可能なビジネス展開について学ぶ)
午後 現地校通常授業出席

(ホームステイ)

午前 英語レッスン(2時間)
午後 現地校通常授業出席

(ホームステイ)

9:00 現地校出発

フリーマントルにて自主研修 (昼食：フィッシュ＆チップス)

14:30 パース国際空港到着、チェックイン
17:30
SQ214 空路シンガポールへ

１０ 土
朝：ホスト宅
昼：レストラン
夜：-

８ 木
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

９ 金
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

５ 月
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

７ 水 終日
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

６ 火
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

1 木 23:55
SQ215

朝：-
昼：-
夜：-

２ 金
朝：ホテル
昼：各自
夜：ホスト宅

様々な視点から
住みやすい街について考えます

資源関連の企業で働く
日本人にお話をうかがいます

福岡県立嘉穂高等学校 様
参加学年：2年生 参加人数：320名
実施年：2017～2019年 実施期間：5日間

A班とB班で半数ずつに分かれ
到着日を１日ずらしての実施となります。
修学旅行だからこそ、学年全員が楽しめるよう
工夫されたプログラムとなっています。

日中が英語漬けのため
夜はゆっくり休めるよう
ホテル滞在としています

滞在時間を有効利用するために
研修は選択制となっています

英語力に関係なく楽しめるよう
実習系の授業に参加します
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清風南海高等学校 様
参加学年：2年生 参加人数：66名
実施年：2019年 実施期間：6日間

SDGsの視点から、生徒様それぞれのテーマに沿って
パースについて学びます。
自主性を磨くため、フリーマントルでの自主研修や
ロットネスト島を自転車で周るなどの工夫が
施されています。

サンプル行程 Sample Itinerary

日数 曜日 時刻 行程 (宿泊先) 食事

パース国際空港到着、専用車にてホテルへ

(ホテル)

9:30 ホテル出発、キングスパークへ
午前 キングスパークにて研修 (歴史や自然などから日本の公園と比較)

ショッピングセンターにて各自昼食
午後 カバシャムワイルドライフパークにて研修 
夕方 ホストファミリーとマッチング後、各家庭へ       　   (ホームステイ)

午前 ロットネスト島にてエコ学習 

午後 フリーマントルにて自主研修 
夕方 (ホームステイ)

終日 現地校交流 
(環境問題などにまつわるディスカッション)

パース市内自主研修
ホテルチェックイン、レクリエーション　　　　　　　　  　(ホテル)　　　　　　　　

午前 現地大学にて大学生リーダーとアクティブラーニング 

昼食はキャンパス内で各自購入
14:00 パース国際空港到着、チェックイン
17:30
SQ214 空路シンガポールへ

６ 日 日本到着

５ 火
朝：ホテル
昼：各自
夜：-

３ 日
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

４ 月
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜:：各自

1 金 23:55
SQ215

朝：-
昼：-
夜：-

２ 土
朝：ホテル
昼：各自
夜：ホスト宅

都市開発と自然保護の
バランスについて考えます

島内を自由に周りながら、
それぞれのテーマについて
リサーチを行います

大学生におすすめのお店を
教えてもらいます

若者目線で「住みやすい街」の
意見交換を行います

日数 曜日 時刻 行程 (宿泊先) 食事

パース国際空港到着、専用車にてホテルへ

(ホテル)

9:30 ホテル出発

キングスパークにて研修

西オーストラリア大学訪問

フリーマントルにて昼食(フィッシュ＆チップス)

午後 フリーマントルにて大学生リーダーとアメージングレース

ホストファミリーとマッチング後、各家庭へ 　   (ホームステイ)

終日 現地校交流 (現地交通業授業参加)

ホストファミリーと帰宅
(ホームステイ)

現地校集合

午前 パース市内にて自主研修 

14:00 パース国際空港到着、チェックイン

17:30
SQ214 空路シンガポールへ

５ 土 日本到着

４ 金
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：-

午前

３ 木
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

1 火 23:55
SQ215

朝：-
昼：-
夜：-

２ 水
朝：ホテル
昼：レストラ
ン
夜：ホスト宅

大分県立大分上野丘高等学校 様
参加学年：2年生 参加人数：307名
実施年：2019年 実施期間：5日間

２組に分かれ、途中で
訪問先を入れ替えます

最後のお買い物タイムを
お楽しみいただきます

現地校は約20名ずつの
受け入れとなります

A班(157名)とB班(150名)に分かれ、
到着日を１日ずらしての実施となります。
少人数グループで行うアクティビティを
含むことにより、一人ひとりがより充実した
研修を行うことができるよう工夫されています。

10名前後のグループに
分かれて活動します
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日数 曜日 時刻 行程 (宿泊先) 食事

パース国際空港到着、専用車にてホテルへ

(ホテル)

9:30 ホテル出発
午前 カバシャムワイルドライフパークにて研修

午後 現地大学にて大学生リーダーとアクティブラーニング
夕方 キングスパークにて集合写真撮影

ホストファミリーとマッチング後、各家庭へ      　　　   (ホームステイ)

3 土 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

４ 日 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

終日 現地校交流 
(自己紹介ノートを用いたディスカッション、現地校授業参加)

現地校出発後、ホテルにてチェックイン
ホテルにて夕食後、社会人講話　　　　　　　　　　　　　　  　(ホテル)　　　　　　　　
ホテル出発

午前 ロットネスト島にてエコ学習

フリーマントルにて大学生リーダーとアメージングレース
夕方 ホテル到着　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　(ホテル)

9:00 ホテル出発

パース市内にて自主研修 

14:30 パース国際空港到着、チェックイン
17:30
SQ214 空路シンガポールへ

８ 日 日本到着

７ 水
朝：ホスト宅
昼：各自
夜：-

５ 月
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホテル

６ 火

朝：ホテル
昼：お弁当
　  (弊社手配)
夜：ホスト宅

1 木 23:55
SQ215

朝：-
昼：-
夜：-

２ 金
朝：ホテル
昼：各自
夜：ホスト宅

サンプル行程 Sample Itinerary

筑紫女学園中学校 様
参加学年：3年生 参加人数：180名
実施年：2019年 実施期間：5日間

A班(110名)とB班(70名)に分かれ、
到着日を１日ずらしての実施となります。
週末を挟むことにより、ホストファミリーと
過ごす時間をしっかり設けています。

生徒様の負担を考慮し、
ホームステイとホテル泊を
取り入れています

パースで働く日本人から
話をうかがいます

週末は完全自由行動。
ホストファミリーとの時間を
お楽しみいただきます

将来の夢や目標について
考える機会を設けます

日数 曜日 時刻 行程 (宿泊先) 食事
5:25
SQ225 パース国際空港到着、荷物整理・トイレ休憩

朝 キングスパークにて研修 (日本の公園と比較)

日中 フリーマントルにて自主研修
カーティン大学到着

夕方 ホストファミリーとマッチング後、各家庭へ    　　　   (ホームステイ)

２ 土 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

３ 日 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

カーティン大学にてオリエンテーション

午前 現地大学にて大学生リーダーとアクティブラーニング 
(住みやすい街について意見交換)

午後 英語レッスン(2時間)
(ホームステイ)

午前 STEMプログラム① ロボットのプログラミング

午後 英語レッスン(2時間)
(ホームステイ)

午前 STEMプログラム② 水上プラットフォーム

午後 英語レッスン(2時間)
(ホームステイ)

午前 STEMプログラム③ 化学物質マジックショー

午後 英語レッスン(2時間)
(ホームステイ)

午前 STEMプログラム④ ウォーターロケット

英語レッスン
午後 プレゼンテーション

(ホームステイ)

９ 土 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

１０ 日 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

8:45 カーティン大学集合

ショッピングセンターにて自由時間

14:00 パース国際空港到着、チェックイン
17:30
SQ214 空路シンガポールへ

12 火 日本到着

８ 金
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

６ 水
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

７ 木
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

11 月
朝：ホスト宅
昼：各自
夜：-

４ 月
朝：ホスト宅
昼：各自
夜：ホスト宅

５ 火
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

1 金
朝：機内
昼：各自
夜：ホスト宅

山口県桜ヶ丘高等学校 様 参加学年：2年生 参加人数：25名
実施年：2019年 実施期間：12日間

STEMプログラムに焦点を当てたプログラムです。
カーティン大学の英語講師(TESOL保持者)が
英語レッスンを通してプログラムの予習・復習を
行います。

英語レッスンはカスタマイズ可能。
TESOLの資格をもった
カーティン大学の英語講師が担当します

英語レッスンは、それぞれのSTEM
プログラムの内容を反映させたものに
なっています

滞在中に学んだことをまとめた
プレゼンテーションを行います

週末は完全自由行動。
ホストファミリーとの時間を
お楽しみいただきます
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日数 曜日 時刻 行程 (宿泊先) 食事

午前 キングスパークにて屋外学習

午後 キングスパークにて自然体験学習 

夕方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　  (ホームステイ)

終日 大学生リーダーとともにアメージングレース

(ホームステイ)

午前 英語レッスン

小学校訪問 

現地校通常授業出席

特別クラス：パースの歴史・文化について学ぶ
(ホームステイ)

午前 英語レッスン
午後 現地校通常授業出席

(ホームステイ)

午前 英語レッスン
午後 プレゼンテーション

(ホームステイ)

21:00 現地校集合、空港へ向けて出発

パース空港到着
23:50
QF648 パース出発

１５ 日 日本到着

１０ 火
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

１１ 水
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

午後

９ 月
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

１４ 土
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

１２ 木
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

１３ 金
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

サンプル行程 Sample Itinerary

日数 曜日 時刻 行程 (宿泊先) 食事

13:45
QF475 パース空港到着

夕方 ホストファミリーとマッチング後、各家庭へ      　　　   (ホームステイ)
現地校にてオリエンテーション、キャンパスツアー

午前 英語レッスン
午後 現地校通常授業出席

特別クラス：オーストラリアの歴史・文化について学ぶ
(ホームステイ)

午前 英語レッスン

特別クラス：オーストラリアの自然・生き物について学ぶ

カバシャムワイルドライフパークにて研修
(ホームステイ)

午前 英語レッスン
午後 現地校通常授業出席

特別クラス：オーストラリアの環境保護について学ぶ
(ホームステイ)

終日 カーティン大学にて大学生リーダーとアクティブラーニング
(ディカッションとキャンパスツアー)

(ホームステイ)

フリーマントル歴史散策

アボリジナルアクティビティ(歴史学習と伝統楽器演奏)
(ホームステイ)

7 土 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

8 日 終日 ホストファミリーと過ごします
朝：ホスト宅
昼：ホスト宅
夜：ホスト宅

６ 金 終日
朝：ホスト宅
昼：レストラン
夜：ホスト宅

４ 水
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

５ 木
朝：ホスト宅
昼：各自
夜：ホスト宅

２ 月
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅

３ 火
朝：ホスト宅
昼：お弁当
夜：ホスト宅午後

１ 日
朝：-
昼：-
夜：ホスト宅

ベネッセ リサーチ学習プログラム 様
参加者年齢：14～18歳 参加人数：25名
実施年：2016～2019年 実施期間：15日間

「トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム
高校生コース」の申請要件を満たしたプログラムです。
プログラムを通して、英語講師の丁寧な指導のもと
それぞれのトピックでリサーチ活動を行います。
現地校最終日には、集大成としてプレゼンテーションを行います。

週末は完全自由行動。
それぞれのテーマに沿って
自主活動を行います

昼食はオーストラリア名物
フィッシュ＆チップスを
お召し上がりいただきます

パースの美しい街並みを
見渡しながらの屋外学習で
気分もリフレッシュ

広大な公園内を散策しながら
キングスパークの歴史や自然に
ついて学びます

現地の小学生に日本の文化を
紹介します

当日リハーサルを行います

英語レッスンはすべて
TESOLあるいはCELTA保持者
によって行われます

各特別クラスでは、オーストラリアや
パースに関する知識と理解を深めます
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