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Dolphin Watch Cruises Jervis Bay - Educational Pack



Eco Treasures -
Manly Coastal 
Walk

• 海洋生物

• オーストラリア固有の動植物

• シドニーの独特な地形

• 海洋ごみの収集

https://www.ecotreasures.com.au/tours/manly-coastal-whale-walking-tours/
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メルボルンの特徴

多様な生活スタイル
メルボルンは、200を超える国から移民を
受け入れ、約180種類の言語が話されてい
ます。2011年から2017年まで7年連続
「世界中で最も住みやすい都市」の一位
に選ばれました。

交通の便利さ
市の中心部のエリアでは、市内オリエ
ンテーションやグループ研修に便利な
路面電車を無料でご利用することがで
きます。

学術都市
メルボルンは世界有数の学問の都であり、
2019年QS世界学生都市ランキングで、オー
ストラリアの都市として最高の3位にランク
インしました。

高度な安全とセキュリティ
世界で最も安全で友好的な街の１つです。
コロナ対策にも万全を期しています。

直行便でアクセスが良い
東京からメルボルンへ直行便あり、そし
てメルボルン空港から市の中心部までは
約30分間の距離です。

無料WIFI
メルボルン市の中心部には、オースト
ラリアで最大規模かつ最速の無料WiFi
サービスがあります。

ニーズに合わせた宿泊施設
ホームステイ、ファームステイやスクールキャ
ンプ等、メルボルンには教育旅行グループに適
した多くの宿泊施設があります。

多彩な学習素材
ファームステイ、フィリップ島やなど、
メルボルン近郊の主な教育研修地は、市
の中心部から約1.5時間以内で訪れるこ
とができます。



フィリップ島

野生動物の宝庫。自然環境と野生動物の保護に力を入
れている

➢ペンギンパレード

世界一小さなリトルペンギン達が、沖から巣へ列をな
して戻っていく様子を観察

➢野生動物保護プログラム

少人数のグループに別れ、ペンギンやポッサムを保護
するための木製の巣を作るプログラム

➢ボランティア体験プログラム（少人数向け）

植樹や外来植物の削除等、レンジャーのお手伝い
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©MAGNT Darwin

ミュージアム＆アートギャラリー・ノーザンテリトリー

ノーザンテリトリーの多くの多様な先住民コミュニティ全体か
らの先住民アートと文化の重要なコレクションを管理。

学生プログランデは、例えば展覧アートのさまざまな見方や関
わり方を学び、生徒は観察スキルを伸ばし、重要なスキルと芸
術の語彙を向上させるために、アイデアについて話し合ったり
もします。
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熱 帯 雨 林の テ ー マ パ ー ク

• ケアンズから30分、世界自然遺産の熱帯雨林内に作られた100エーカー(40
ヘクタール)にわたる施設には驚きと楽しみが盛りだくさん！

• アーミーダック（水陸両用車）

• コアラ、カンガルーとの触れ合い

• 先住民とのブーメラン投げ、やり投げ

• 先住民のパマギリ・ダンスショー

• バーベキュー食べ放題

• 団体用の特別プログラムもご用意できます

Cairns Rainforestation
レインフォレステーション

豆知識
• 世界最速の蝶と呼ばれるユリシス・バラフライは 3回見ると幸せになる。
• 第二次世界大戦時に使われていた水陸両用車アーミーダック（正式名称
D U KW )は主に女性に製造されました。 R F Sは 1 2台を所有している。



キュランダ
レインフォレステーション

ネイチャーパーク

東京ドーム約9個分の敷地に
広がる、熱帯雨林のテーマ

パークです。

おなじみの水陸両用車、
「アーミーダック」での

熱帯雨林散策、

先住民族文化を学ぶパマギリ、

オーストラリア固有の動物た
ちに会えるワイルドライフ

パーク、

3つの異なる体験を一か所で
体験できます。

先住民族アート体験、記念植
樹などを通して一般団体、
修学旅行にも意義ある旅行を

ご提案できます。

ソーラーパネル

先住民族文化

EVバス

排水の浄化

植林で熱帯雨林の保護

アボリジニアート
ジェンダー平等
エコツーリズム・オーストラリア
シチズン・オブ・グレートバリアリーフ

SDGsにも積極的な取り組み



カランビン動物保護園
野生動物基金、園収益により動物病院を運営

野生動物病院 1989年

設立

日本人の女性獣医さんも

野生動物病院基金

スポンサー、

チャリティーイベント

リサイクル

雨水を再利用
ペットボトル10セント基金

毎年12,000匹以上の野生動物を無償で治療し、野生に帰す



Tangalooma
タンガルーマリゾート モートン島 世界で３番目に大きな砂の島 湾にはジュゴンも

アイランドリゾート 豪快な砂滑り 野生のイルカに餌つけ

• ブリスベンの港から35km, フェリーで７５分 国立公園

• ゴールドコーストから日帰りも可

• 教育旅行で日本から年間5,000人送客 海洋保護教育センターで海洋生物の研究



海洋教育保護センター 1994年設立

このセンターはリゾートを訪れるお客様に人間が海洋生物や環境に及ぼす影響について伝え、
教育する事を目的とし、1994年に設立 興味→関心→保護

自然環境保護 SDGsプレゼンテーション 下水処理、ごみ処理、発電

✓ モートン湾海洋生物&自然環境保護プレゼンテーション
✓ タンガルーマSDGsプレゼンテーション

✓ バックオブハウスツアー 汚水、排出物を最小限に下水処理、 ご
み処理、発電



タンガルーマ エコマリーンズの活動

提携校78校 毎週水曜日昼食にラップ、ビニール製品を
使わない 金曜日は学校の周りを清掃

オーストラリア現地校と提携して、環境を守るための活動を行うNPO(非営利団体)。各学校に
「エコアンバサダー」と呼ばれる生徒が在籍して、エコアンバサダーは、学校やその地域で環境
保護のリーダー的役割を果たす。

学校とその地区で草の根的な環境保護活動を行うと同時に、これからの未来を背負って行く若
者達に、環境を守る大切さをこのプログラムを通して学習し、環境保護活動を将来へと繋げて
います。



（サマータイム 10月~３月）

－1時間
＋1時間

＋0.5時間

＋0.5時間
（＋1.5時間）

＋1時間
（＋2時間）

パース

シドニー

ダーウィン

アデレード

ホバート

ブリスベン

ゴールドコースト

ケアンズ

メルボルン

キャンベラ

西オーストラリア州

ウルル



西オーストラリアならではの教育素材
パースでSDGｓを学ぶ

• パース都市再開発 (世界で住みやすい街選定の7項目基準の検証)

• 天然資源 (日帰り鉱山見学： Mine to Mintツアー)

• 食料資源 (ファームステイ: 讃岐うどん粉の生産者)

• 再生可能エネルギーと環境衛生

(ロットネスト島で風力発電所と海水淡水化施設の見学、

砂漠化防止と緑化・植樹活動とビーチ・クリーンアップ活動)

• 重力研究所・天文台

(ピナクルズ観光と合わせての訪問で付加価値を高める)

• 無料巡回バス (パース市内４路線: グループ活動に最適)

• 先住民族アボリジナル文化体験

• オーストラリアの固有動物とのふれあい



ロットネスト島ならではの教育素材
持続可能な自然の島で再生可能エネルギーを学ぶ

島を1周するだけで再生可能エネルギーを間近に学ぶことができるプログラムが用意
されている。SDGsの：6、7、14、15をテーマにすることができる。

ロットネスト島では早くから再生可能エネルギーの創出やCO²をはじめとする温室効
果ガスの排出削減に取り組んでいる。
• 1979年から風力発電に取り組み風力タービンで島の電力の約30％を供給
• 2016年には太陽光発電を取り入れソーラーパネルで島の電力の約15％を供給
• 風力と太陽光の再生可能エネルギーで島の電力の約45％をカバー
• 1995年からは海水を淡水に変える装置を導入した。きれいな水を1日に約50万ℓ作る
• 出飲み水以外はすべて海水を淡水化し、生活汚水も島内の施設で処理
• 下水の淡水化していく目標を掲げる

2012年には島の最西端、ウエストエンドに牛乳のボトルやプラスチックの袋など再生
利用可能な素材で造られて遊歩道が完成

植樹プログラムやビーチの清掃ボランティアなどの既存プログラムも継続



西オーストラリアならではの教育素材
パースでSDGsを学ぶ



https://resources.australia.com/



オーストラリアのサプライヤーと

”いつでも繋がれる“プラットフォーム

登録対象：オーストラリアをご販売いただける

旅行会社様

提供内容：サプライヤーリスト

連絡先情報

最新プロダクト情報

ブランドアセット等

ご登録・プログラム詳細はこちらから

※右上のQRコードからもアクセスできます。

https://aus365.australia.com/event/australia-365-

on-demand



オーストラリアを万遍なく学べる
「オーストラリアの基礎」

カリキュラムを受講完了で認定！

スペシャリスト認定 特典 認定後の活用法

認定証、認定バッジのアクセス

豪華プレゼントと交換できる
リワード・プログラム

スペシャリスト限定の
現地ファム、国内イベントご招待

毎月発行のニュースレター

新規プロダクトやイベントなど
の最新情報

毎月開催されるテーマ別
オンライン

・オフラインセミナー

バーチャル・ホテル・インスペクション

ニュー・サウス・ウェールズ州のホテルから
30分間でライブ配信いたします。
次は11月4日（木）11時から！

New ASP 
website

Website URL : https://training.aussiespecialist.com/Saba/Web_wdk/A501PRD0107/index/prelogin.rdf?locale=ja_JP

2021年9月ウェブサイト・リニューアル！



問合せ先

オーストラリア政府観光局

木下百合 ykinoshita@tourism.australia.com

梅田七海（オージースペシャリスト） numeda@tourism.australia.com

クイーンズランド州政府観光局 ニューサウスウェールズ州政府観光局

柴田正三 Shozo.Shibata@queensland.com 成田仁子 jinko.narita@dnsw.com.au

ビクトリア州政府観光局 ノーザンテリトリー政府観光局

高森健司 kenji.takamori@visitvictoria.com.au 田中恵美 MTanaka@aviareps.com

西オーストラリア州政府観光局

吉澤英樹 hideki.yoshizawa@westernaustralia.com
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