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JOTM Webinars 2021 教育旅行



内容
◆香港基本情報

◆教育旅行プログラム

◆香港プラス（グレーターベイエリア）

◆その他情報、入手方法



基本情報



九龍

新界地区

香港島ランタオ島

基本情報

深圳

マカオ



約1,104 k㎡ 約74０万人（2021年６月統計）
中国籍（漢民族）が95％占める
仏教（道教）、キリスト教

亜熱帯気候 1年中温暖な気温

広東語、英語。近年は中国標準語
（北京語）も使われている。

日本のマイナス１時間
日本が午前9時なら、香港は午前8時

基本情報

参考：東京都面積/人口
2,194km² 約1,404万人



220V
110Vコンセントを備えている
ホテルもある

香港ドル（紙幣は3つの銀行が、
硬貨は香港政府が発行
マカオでも香港ドルが使える）

イギリス植民地時代の名残り。
ホテル枕銭、トイレ、タクシーなど

日本⇔香港フライト わずか約4時間*

15の空港から直行便+

＊発着地や、季節風の関係で飛行時間が５時間以上になる事があります

＋（平常時）札幌、成田、羽田、中部、関西、岡山、米子、広島、
高松、福岡、長崎、熊本、鹿児島、沖縄、下地島から定期便

基本情報



基本情報

【教育旅行として訪問率が高いスポット】

ビクトリアピーク、レパルスベイ、スタンレーマーケット、黄大仙廟、香港歴史博物館
九龍寨城公園、アベニューオブスターズ女人街etc…



教育旅行のコンテンツ



コンパクトな都市で、公共交通機関を活用した班別行動可能
ICカード、ツーリストオクトパス（八達通）で小銭いらず（タクシー以外で利用可能）
操業から100年を越えるスターフェリー、2階建て路面電車（トラム）を体験

ユニークな体験（乗り物）

コンビニ、スーパー等でも利用可

2階建て路面電車（トラム）1904年から操業 スターフェリー 1８９８年から操業

ミニバス、ダブルデッカーバスでの移動は上級編 タクシーでの移動も安価、領収書がもらえるので安心

MTR（地下鉄）は1９７９年から（香港鉄道の開業は1910年）



班別行動コース、素材のご提案

【HKTB提案の街歩き】
・オールドタウンセントラル（高層建築、ストリートアート含む）
・シャムスイポー（下町散策）
・ウエストカオルーン（アート＆歴史）

【ヘリテージトレイル】

・屏山トレイル

・龍躍頭トレイル

ユニークな体験（乗り物）

ぴんしゃん

ろんゆっくたう



班別行動コース、素材のご提案

【博物館・美術館めぐり】
・香港歴史博物館～香港科学館～香港スペースミュージアム～香港文化博物館
・香港海事博物館～孫文記念館～大館

【寺院めぐり】
・文武廟～油麻地天后廟～黄大仙廟～車公廟

【アート鑑賞】
・M＋
・ザ・ミルズ
・香港大學アートギャラリー

ユニークな体験（乗り物）

2022年には香港故宮文化博物館が西九龍地区に完成予定



【香港ジオパーク】
自然保護の見地からみた「地質遺産」
ユネスコ「世界ジオパーク」2011年認定。
白亜紀の貴重な地層などが見学できる

【香港ウエットランドパーク】
中国の七大重要湿地帯のひとつに数えられるマイポー自然
保護に隣接、広さは約64ヘクタール
普段見ることのできない貴重な鳥、昆虫、動物を観察

ユニークな体験（自然・環境保護）



ユニークな体験（文化体験・実習）

★は香港の無形文化遺産に登録されています

★広東オペラ（戯曲センター）

★香港式ミルクティー製作技術

中国茶道 カンフー、ドラゴンダンス、
太極拳

調理実習（中華厨芸学院）



教育旅行プログラム
【オーシャンパーク】

ビハインド・ザ・シーンツアー 内容 プログラムの目的

レインフォレスト
場所: 熱帯雨林ゾーン
最大収容人数: 20名
催行時間: 13:30 – 14:00

熱帯雨林の動物たちの居心地の良い環境を
覗いてみましょう。熱帯雨林の奥深くを探検
したり、熱帯の昆虫を至近距離で観察したり
と、今までにない体験ができます。母なる自
然の繊細な美しさに感動してください。

レインフォレスト・アライアンス・サーティ
ファイド製品を使用することで、熱帯
雨林の資源を保護することができます。

ジャイアントパンダ
場所: ジャイアントパンダ舎
最大収容人数: 25名
催行時間: 11:00 - 1130/16:00 - 16:30

ジャイアントパンダの日々の世話をしている
動物飼育員の話を聞いた後、ジャイアントパ
ンダの好物を保存している竹製の冷蔵庫を
見学します。(注）パンダには会えません

グリーンな生活スタイルでジャイアント
パンダの生息地を守ります。

アザラシ
場所： ノースポールエンカウンター
最大収容人数: 100名
催行時間: 11:00 - 11:30/14:45 - 15:15

オーシャンパークでアザラシがどのように飼
育されているか気になったことはありませ
んか？海洋公園のマダラアザラシを訪ねて、
動物管理者のアザラシ飼育の仕事を直に見
てみましょう

温室効果ガスの排出を削減するために、
エネルギー源を賢く扱います。

アシカ
場所:パシフィックピア
最大収容人数: 35名
催行時間: 11:00 - 11:30/13:30 - 14:00

パシフィック・ピアで行われているアシカの
飼育の様子をご覧いただけます。プロの飼
育員から、アシカの元気な姿を知ることがで
きます。

使い捨てのプラスチック製品の使用を
減らし、正しいリサイクル方法を学びま
す

イルカ
場所:オーシャンシアター
最大収容人数: 30名
催行時間:10:30 - 11:00/14:30 - 15:00

イルカのケアについて専門家から直接情報
を得てみませんか？オーシャンシアターに来
て、バンドウイルカに会いましょう

プラスチック製品は適切に廃棄し、
バッグ、食器、ボトルなどの再利用
可能なアイテムを持参してください。

動物の生態や環境保護について理解を深めるため、ビハインド・ザ・シーン・ツアーの実施

※ツアーの内容は変更になる場合があります。



教育旅行プログラム

写真は一例です。ソーシャルディスタンスなどの衛生管理対策方針により状況は変わりますことご了承ください。最新情報は香港ディズニーランド・リゾートのウェブサ
イトをご確認いただくか営業部までお問い合わせください。

ディズニー・ホスピタリティ
対象年齢：14歳―25歳（中学生以上）

所要時間：3時間（午前10時～/午後2時～）
1グループ定員：15～24名

 香港ディズニーランド・ホテルとパークにてキャスト・メンバーの日常

業務を視察・考察するコースです。

 キャスト・メンバーからの体験談や業界に関する対話式コミュニケー

ションの中で、ワールド・クラス・リゾートとしてのおもてなしに関する

キーポイントや基本業務を学びます。

 ゲームやディスカッションを通して、“ディズニー”の特色を学び、また

ホスピタリティ業界で仕事をする上での重要な考え方を体感すること

目指します。

©Disney 

【香港ディズニーランド・リゾート】

ディズニー・キャリア・サクセス
対象年齢：14歳―25歳（中学生以上）

所要時間：3時間（午前10時～/午後2時～）
1グループ定員：15～17名

 ディズニーのキャスト・メンバーとして働くことを例えに学び進むこ

のコースでは、学生の皆さんそれぞれの自己鍛錬やモチベーション

が実社会においていかに大事かということを学びます。

 それぞれの興味、キャリアや人生設計、また自己について掘り下げ

て考えることは、社会に出る準備に役立つことでしょう。

 コース終盤では香港ディズニーランド内のリーダー職と、働くとい

うことについて話し合う機会があります。



ノアの方舟 マダムタッソー香港

ゴンピン360ダックリング

教育旅行プログラム

トラムツアー

PMQ

※ツアーの内容は変更になる場合があります。



食事がおいしいことも、選択理由のひとつ

広東料理をはじめ、各国料理が楽しめる



香港プラス
グレーターベイエリア周遊
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グレーターベイエリア（粤港澳大湾区）
えつこうおうだいわんく



基本情報（香港との違い）：

・気候 亜熱帯気候だが、地域によって天気が多少違う
GBAの天気… https://www.gbaweather.net/en/

・言語 北京語（普通話） 外国語が通じるのは一部観光地、ホテル

・ビザ 日本パスポートはビザ不要*

・通貨 人民元（RMB）※マカオはマカオパタカ（MOP）は香港ドル同じ為替レート

・両替 現地旅行会社、両替所

・使用時の注意点 お釣りは最小限になるように

*上記はコロナ以前時の対応。現在ビザ発給自体休止中
コロナ後は、上記の対応が変更される可能性があります

※香港到着後に両替所、または現地旅行会社から人民元を入手されることをお勧めします。
人民元を支払う時は、出来るだけ少額紙幣で。理由として…電子決済が普及しているため、
個人商店では現金を持ち合わせていないことあるため）

グレーターベイエリア（粤港澳大湾区）
えつこうおうだいわんく

https://www.gbaweather.net/en/


◆MTR（深圳まで）

こうしんこうこうそくてつどう

◆広東直通列車

◆広深港高速鉄道（XRL） ◆港珠澳大橋（マカオ・珠海）

こうじゅおうおおはし

◆越境バス

◆香港の3か所フェリーターミナル
（上環、尖沙咀、香港国際空港）

グレーターベイエリア（粤港澳大湾区）
えつこうおうだいわんく
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※香港からマカオや、中国都市への移動はパスポートが必要です

グレーターベイエリア（粤港澳大湾区）
えつこうおうだいわんく

珠海



グレーターベイエリア（粤港澳大湾区）
えつこうおうだいわんく



目的

標準化された感染拡大防止のガイドラインを観光業に提供し、
それを遵守してもらう。
これに準じた対策が、香港市民、観光客とも、容易に衛生と安全
の維持に努めているというメッセージが伝えられる

香港品質保証局（HKQAA）との連携

対象

ショッピングモール、ホテル、レストラン、小売業、バス会社、
観光施設、旅行代理店

HKTBはHKQAAと連携し、衛生対策基準実施要綱を発表

内容

要件を満たした企業や、店舗の詳細はHKQAAのサイト
(http://www.hkqaa.org/)に公表され、 事業者は、本実施要項

への参加を示すロゴ（右記ご参照）を掲示できる



香港品質保証局（HKQAA）との連携

衛生対策基準実施要綱の例



香港教育旅行実施例

◆3泊4日、4泊5日の行程が主流、各県の予算規定内で実施（私立除く）

◆ホテルは、中心街から離れた客室数が多くあるホテルの利用率が高い

◆班別行動は、大学生が動向するケースあり。１グループにつき1人の大学生

◆現地校交流、現地視察先は旅行会社経由で手配

◆マカオの日帰りを入れている

◆ 香港ディズニーランド、オーシャンパークなど
テーマパークも立ち寄りスポット

◆リピート率が高い（3年連続で訪問）



香港の最新情報 - 公式サイト

Source：MTR

www.DiscoverHongKong.com/jp/



Source：MTR

https://partnernet.hktb.com/japan/jp/home/index.html

香港の最新情報 - 旅行業界専用サイト
香港パートナーネット



香港アップデートセミナー

ご清聴ありがとうございました


