世界自然遺産とフランス文化を感じる教育旅行

ニューカレドニア

New Caledonia

南太平洋のフランス・ニューカレドニアは、
世界遺産のラグーンをはじめとした自然に恵まれているうえに、
都市機能が整い、治安・衛生面でも安心の旅行先だ。
フランスやメラネシアの伝統文化など教育旅行に適した
学習素材も豊富にある。

教育旅行ガイド
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ニューカレドニアの特徴
日本

アクセス抜群

良好な治安とインフラ

直行便で約8時間。時差2時間で移動による負担も軽く、
学びや観光に集中できる。

治安が非常に良好なので班別行動の際にも安心。
衛生面を含めたインフラも日本と遜色ない。

親日国でおもてなし

幅広い学習テーマ

明治〜大正期に日本人が移住しており、有数の親日国。
日本人に合わせたサービスや学習素材も豊富。

世界的にも希少な自然環境に関する体験学習に加え
産業学習やフランス文化など幅広い学習テーマがある。

日本に最も近いフランス

SSH、SGHに最適

専門的な分野や深い学びを求める学校のニーズに対応。
フランス食文化をはじめとしたカルチャー体験や
異文化交流が可能。料理関連の学校にも引き合いが強い。 ここでしかできない学習体験を。

トントゥータ国際空港

オーストラリア

ニューカレドニア

©CREIPAC

S

/NCTP

miere
s de Lu

©Terre

ヌメア

Nature

海陸ともに豊富で希少な自然
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ニューカレドニアには自然・環境をはじめ、平和や歴史、異文化交流など
多彩な教育素材がそろっている。
それら教育旅行テーマを厳選して紹介する。
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ニューカレドニアならではの
教育旅行テーマ
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世界最大面積を誇るラグーンが島々を取り囲み、本島内陸部
には山岳地帯が横たわり、変化に富んだ自然を有するニューカレ
ドニア。この独自の自然環境は、約1万5000種にのぼる海洋生
物に加え、3000種以上におよぶ固有植物、23種の固有鳥類を
育んでおり、動植物における固有種比率は世界3位だ。また、世
界遺産のラグーンを保護するため環境保全への取り組みも盛んで、
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自然学習・環境学習には最適な環境となっている。
ニューカレドニアの海を再現した「ニューカレドニア・ラグーン
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水族館」では、生きる化石と呼ばれる固有種オオベソオウムガイ
や光るサンゴなど、ここならではの展示で学びを深められる。固
有植物の宝庫「リビエール・ブルー州立公園」や、固有鳥類につ
いて詳しく知ることのできる「ミシェル・コルバソン動植物森林
公園」も魅力的な学習体験スポットだ。

1 ニューカレドニア・ラグー
ン水族館は、環境保全活
動にも積 極 的に取り組む
2 珍しい光るサンゴを観察
3 固有種であり絶滅危惧種
の鳥カグー
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History

Melanesian Culture

受け継がれる先住民族文化

南太平洋から見た平和や歴史

左／チバウ文化センターでは、
世界的にも著名な建築家レ
ンゾ・ピアノ氏による建築
デザインも見どころ 下／
メラネシアの伝統文化を今
に受け継ぐ演奏隊WeCeCa

明治〜大正時代にかけて、5500人以上にのぼる日本人がニ
ッケル鉱山労働者として移り住んだことから、日本と非常に関
わりが深い。平和学習では、
「南太平洋から見た第二次世界大
戦」といったテーマで、幅広い視点を養うことができる。大戦
当時、地理的な要因により、日本の侵攻を阻止するためのアメ
リカ軍の後方戦略拠点となった歴史があり、「第二次世界大戦
博物館」にはその時代へ
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の理解を深める展示がそ
ろう。
「海洋博物館」では、

3000年以上前から人が暮らすニューカレドニアには、今なお

海を通じて発展してきた

メラネシア系の先住民族・カナックの伝統文化が根付いており、

国の歴史について詳しく

本島北部やロワイヨテ諸島などでは、多数の部族が昔ながらの

知ることが可能だ。
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スタイルを守りながら暮らしている。ヌメア郊外にある「チバウ
文化センター」では、メラネシアの伝統文化にまつわる展示やイ
ベントが行われ、異文化交流の一大拠点となっている。敷地内
に再現された伝統家屋「カーズ」の見学や、カナックの伝統食
「ブーニャ」の調理・試食などの教育プログラムが体験可能。

上／海洋国としての歴史にまつわる
2000点以上の資料が展示されている
海洋博物館 下／南太平洋から見た
第二次世界大戦のテーマで学べる第
二次世界大戦博物館
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French Culture
フランス文化を体感

“ 日本から最も近いフランス ” であるニューカレドニアでは、食

1

をはじめとするフランス文化体験にも注目したい。ヌメアは南仏
の港町の趣にあふれる都市で、コロニアル様式建築や大聖堂など
が点在し、洗練された雰囲気と歴史を随所から感じることができ
る。またこの街は、フランスを象徴する食文化においても本国に
引けを取らない。ブランジュリー（パン屋）やパティスリー、シ
アレンジが可能。さらに「天使のエビ」や品質の高いバニラなど、
特産の食材も豊かで食にまつわる学びの刺激には事欠かない。マ
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1 地元の人々でにぎわうブ
ランジュリー 2 本格フレ
ンチの技を学ぶ 3 新鮮な
食材が数々並ぶマルシェ

ルシェ（朝市）で食材を購入し、それを使った料理をシェフから
学ぶといった体験は、料理専門学校の教育素材にもふさわしい。
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Language

フランス語学習 & 国際交流
グローバル化の時代を担う若者にとって国際交流は欠かせない
教育素材だが、交流の第1歩は言葉から。ヌメアで使われるフラ
ンス語は発音も本国とほとんど変わらず、クオリティーの高い学
習環境が整っている。ニューカレドニア政府が運営する語学学校
CREIPAC（クレパック）では、語学レッスンだけでなく、ニュー
カレドニア大学との学生交流や、教師とともにめぐる博物館見学
など、修学旅行向けの1日体験プログラムを通じて国際交流や異
文化交流を行うことができる。
©CREIPAC

ヌメア中心部のココティエ広場近くにあるヴォルテール学院で

上／本格的なフランスを学べるクレ
パック 右／地元の学生たちとの
交流は、きっと忘れがたい体験に

は、個人からグループレッスンまでさまざまなニーズに対応。両
校ともホームステイしながら、より長い期間学ぶことも可能だ。

TeamBuilding
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Industry

チームビルディング

産業学習

なれない異国での集団行動を通じ、コミュニケーション能力や団結力を養い
協調性やリーダーシップの重要さを学ぶのも海外教育旅行の大切な意義の1つ
だ。ニューカレドニアならではの美しいビーチを生かし、チーム対抗のマリンア
クティビティーなどの体験プログラムを行うことができる。例えば、首都ヌメア
から船で約20分のメトル島や、自然保護区の海に囲まれたアメデ島を舞台に体
験学習を行ってみてはどうだろう。
白亜の灯台がシンボルとなっているアメデ島。
ウミガメとの遭遇率も高い
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ニュ ーカレドニ
アは世界有数の
ニッケル産出地

世界のニッケル資源の4分の1を埋蔵すると
いわれるニューカレドニアにとって、ニッケル
鉱業は経済を支える基幹産業。ニッケル関連
の教育視察も可能で、グランドテール島内に
は見学可能な2つの精錬所がある。ドニアンボ・
ニッケル精錬所はアクセスも便利。工場見学
体験を通じて、ニッケル輸入国である日本と
ニューカレドニアの関係も学べる。
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Model Course
モデルコース

SSH 向けコース

ニューカレドニア観光局（日本オフィス）
URL：www.new-caledonia.travel
Facebook、Twitter、Instagram、LINE で
最新情報を配信中

SGH 向けコース

ラグーンをはじめ原生自然が育む
生物多様性と環境保全を学ぶ

南太平洋の視点から学ぶ平和教育と
フランス メラネシアの異文化体験

ニューカレドニアは多様な海洋生物の宝庫であるラグーン

現地の人々との交流や各種体験を通じて、グローバルな人

に加え、ラグーン保護の観点から陸地にも広大な自然保護

材教育に欠かせない国際交流と、
「南太平洋から見た第二次

区を有している。世界的にもまれな生態系や自然環境につい

世界大戦」という視点による平和学習ができる。明治〜大

てくまなく学び、環境保護の取り組みについて知識・理解を

正期に多くの日系移民が渡った歴史があり、日本や日本人

深めるコース。実際の動植物を間近に見学し、現地の人々

との関わりに着目しながら学びにつなげてほしい。異文化体

の話を聞きつつ行う体験学習は、生徒にとって深い学びや感

験としては、カナック（メラネシア系先住民族）の伝統文化

動につながるに違いない。あわせて、メラネシア系民族の伝

に触れられるだけでなく、
「日本から最も近いフランス」なら

統文化に触れることもできる。

ではの食文化の体験が用意されているのも魅力。

都市

時間

スケジュール

1日目 東京 or 大阪 午後 ・東京または大阪発でヌメアへ
ヌメア
2日目 ヌメア

夜

・
トントゥータ国際空港着
送迎バスでヌメア市内へ移動

午前 ・チバウ文化センター
先住民族の生活習慣や祭礼・儀式などを学び、伝統
料理・ブーニャづくりを体験
午後 ・ニューカレドニア・ラグーン水族館
世界遺産のラグーンを再現した水族館で多様な海洋
生物生態系とその保全について見学・説明を受ける
・ミシェル・コルバソン動植物森林公園
カグーや、
世界一賢い鳥といわれるカレドニアンガラスな
どの固有鳥類や固有植物について解説付きで見学

3日目 アメデ島

終日 ・アメデ島
自然保護海域となっているラグーンに囲まれた島。
シュノーケリングやグラスボトムボートなどの体験がで
き、
ウミガメとの遭遇率も高い。班ごとの成果発表や意
見交換会などワークショップ的な使い方も可能

4日目 ヌメア

終日 ・リビエール・ブルー州立公園
多様な自然体系を誇るニューカレドニアを象徴する自
然保護区をガイドの説明を受けながら散策。
カグーとの
遭遇率が非常に高いのも魅力の1つ

夜

5日目 東京 or 大阪

朝

都市
ヌメア
2日目 ヌメア

スケジュール

夜

・
トントゥータ国際空港着
送迎バスでヌメア市内へ移動

午前 ・チバウ文化センター
先住民族の生活習慣や祭礼・儀式などを学び、
伝統
料理・ブーニャづくりを体験
午後 ・ヌメア市内観光
植民地時代から残るコロニアル建築や、
キリスト教普
及に伴って建てられたカトリック系大聖堂を巡る

3日目 ヌメア

午前 ・クレパックで現地交流
クレパックによるニューカレドニア大学キャンパスツアー
の後、現地学生との交流会やディスカッションを体験
午後 ・第二次世界大戦博物館
カナックたちの世界大戦との関わりや、
太平洋戦争時
の日本国軍の状況などについての展示物を見学
・海洋博物館
ニューカレドニアの海を通じた世界との関わりや日系移
民について学ぶ。旅行記「天国にいちばん近い島」の
森村桂氏のサイン入りビジターブックの展示も

・ディナーパーティー

・東京または大阪に到着

時間

1日目 東京 or 大阪 午後 ・東京または大阪発でヌメアへ

夜
4日目 ヌメア

5日目 東京 or 大阪

・日系三世である日本名誉総領事のマリージョゼ・ミッ
シェルさんとの交流

終日 ・アメデ島
島散策やマリンアクティビティーを通じてのチームビル
ディング体験実施。班ごとによる成果発表・意見交換
or 会などワークショップ的なイベント実施も可能
・フレンチ食文化体験、
インタビューなどオリエンテーション
マルシェ、
ブランジュリー、
パティスリー、
ショコラトリーといっ
たフランスならではのスポッ
トを班ごとに分かれて見学
朝

・東京または大阪に到着
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