
マレーシア政府観光局 海外教育旅行を成功させるための提案 

 ケーススタディ  ＜南京都高等学校の場合＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q 生徒さんに好評だったのは具体的にどういった点ですか？ 
 

A  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q マレーシアでの初めての実施にあたり、特別な事前学習をされたそうですね 

A     
 
 
 
 
 
 

南京都高等学校は昨年初めて、マレーシア（シンガポール含む）で修学旅
行を実施した。これまでの行き先は韓国だったが、今回は文化や気候も異
なる東南アジアへの変更だ。新たな挑戦はどんな結果をもたらしたのだろ
うか。同校の小川教諭に生徒さんの反応を伺うと、「好評でした」と即答
をいただいた。 

【実施日時】2008 年 11 月 28 日～12 月 2 日 
【参加人数】240 名 

ホームビジット体験ですね。村の家庭に５～６人ずつで受け入れられ、お昼ごはんによば
れたのですが、この時の家庭料理が修学旅行の中で何よりもおいしかったと評判でした。
特にチキンカレーは人気がありましたよ。修学旅行中にはかなりいいレストランへも行き
ましたが、やはり家庭料理が一番。味だけでなく、人と人の交流による、アットホームな
温もりがあるからでしょう。 

生徒たちは近代化した街並みを好むと思っていたのですが、むしろ、素朴な料理を
手で食べたり、お芋を揚げてチップスにしたりといった、村での体験に大喜びして
いました。普通の観光よりもずっと親しみやすく、私としても昭和３０年代のよう
な「懐かしい感じ」がありました。その感じが生徒には良かったのですね。 

日本からはそれぞれお茶やゲームなどを持っていきました。村には子どもさんが多かったので、
一緒に遊ぶうちにすぐに仲良くなり、「英語を使わなあかん」と背伸びをしなくても楽しめたと
思います。村の農業も少し体験させてもらい、ゴムの木からゴムを採取したり、タピオカやパ
ーム椰子を収穫したことにも新鮮さを感じたようです。 

今回は、機中１泊、シンガポールからマラッカへ渡るときの船中１泊と、変則的な
宿泊が含まれる日程でした。また、例年は全員で市内から関西空港へ向かうのです
が、今回は関西空港に直接集合することになりました。そこで予行練習として、関
西空港前のワシントンホテルに１泊する宿泊行事を事前学習に採り入れたのです。
修学旅行と同じように空港に直接集合し、ホームビジットのグループメンバーで泊
まり、食事はホテルにお願いして、バイキングに東南アジア風の料理を用意してい
ただきました。 



 
 
 
 

Q 今回の行き先変更にあたり、保護者の方からご意見はありましたか？ 

A 
 
 
 
 
 
 

Q 今後の展望について教えてください 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 －どうもありがとうございました 
 
 
 
 
 
 
 
 

授業内では、２学期から英会話に力を入れたほか、社会科で雨期・乾期など東南アジアの風土に関する学習を深めました。
実施時期はちょうど雨期に入る頃です。実際に行ってみると、熱帯の空気や国土は日本と全然違う。バスから景色を眺めな
がらも、生徒たちは感激していました。 

質問やクレームはまったくありませんでした。毎年一度、保護者の方には修学旅行
説明会を開いています。今回は行き先を変更したことや船を利用することを考慮し
て、５月と９月の二度行ないましたが、特に反対意見は出ませんでした。察するに、
マレーシアにまだ馴染みがないので、まず実施してみないことには何とも言いよう
がなかったのかもしれません。行って帰ってきてから生徒本人に聞こう、という心
境でしょうか。 

今回の実施はマラッカとその郊外の村のみとなりましたが、下見ではクアラルンプ
ール（KL）もまわりました。KL で民俗芸能の鑑賞もできるほか、マレーシアには
オランウータンもいますし、マレー鉄道など鉄道路線も充実しており、オプション
がいろいろと可能なので気になっています。次回はもう少し工夫していきたいです
ね。 

また、３月の下見の際には道すがら、「果物の王様」と言われるドリアンがたくさん売っているのを見
ました。村で生徒たちに食べさせたいと思っていたのですが、11 月はドリアンの季節ではありません。
実施時期を考え、そういう珍しい果物を食べさせられるようにできたら、とも思います。 

これまでの修学旅行はどうしても歴史学習が中心となり、日本の歴史を振り返る学習、
つまり相手国よりむしろ日本を学ぶ時間が多くなっていました。今回マレーシアで実施
してみて、歴史だけでなく、風土や暮らしなど「マレーシアそのもの」の学習素材が多
かったと感じています。 



【行程】 

 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



8:30 関空南広場集合・点呼・業者説明・諸注意等 10:30 関空南広場集合・点呼・業者説明・諸注意等

9:00 チェックイン後カウンターで再集合 11:00 チェックイン後カウンターで再集合

9:40 出国審査 11:40 出国審査

10:30 トイレをすませて搭乗口へ 12:30 トイレをすませて搭乗口へ

11:00 フライト(昼食：機内食） 13:00 フライト(昼食：機内食）

17:00 チャンギ国際空港着 18:50 チャンギ国際空港着

17:30 預け荷物受け取り 19:20 預け荷物受け取り

18:00 入国手続き 19:30 入国手続き

18:30 対面式 20:00
ショッピング(シンガポール港にて）パスポー
ト回収

19:00
ショッピング(シンガポール港にて）パスポー
ト回収

21:30 出国審査・乗船開始

20:30 出国審査・乗船開始　入室後デッキ集合 22:00
乗船後直接デッキ集合 避難訓練・学年集

会

22:00 避難訓練・学年集会 22:30 室長ミーティング(ロビーにて）

22:30 室長ミーティング(ロビーにて） 23:00 点呼・消灯

23:00 点呼・消灯

6:00 起床 6:00 起床

6:20 朝食　部屋員チェック 6:20 朝食　部屋員チェック

7:00 ホール集合　下船手続き　カード配布 7:00 ホール集合　下船手続き　カード配布

7:30 下船マラッカ港へ 7:30 下船マラッカ港へ

8:10 マラッカ港着　バス移動 8:10 マラッカ港着　バス移動

11:00 セパン村着　入村式　終了後各家庭へ 11:00 セパン村着　入村式　終了後各家庭へ

11:30 ホームビジット開始（昼食・農業体験等） 11:30 ホームビジット開始（昼食・農業体験等）

16:00 再集合　退村式 16:00 再集合　退村式

16:30 セパン村発　ポートクランへ 16:30 セパン村発　ポートクランへ

17:30 トイレ休憩 17:30 トイレ休憩

第1日目　２８日（水） 第1日目　２８日（水）

第２日目　２９日（木） 第２日目　２９日（木）



18:30
夕食（ポートクラン郊外レストラン
ショッピング(船持ち込み用軽食）

18:30
夕食（ポートクラン郊外レストラン
ショッピング(船持ち込み用軽食）

20:30 ポートクランへ移動 20:30 ポートクランへ移動

21:00 港着　乗船手続き 21:00 港着　乗船手続き

21:30 乗船　カード回収　各部屋へ 21:30 乗船　カード回収　各部屋へ

21:50 室長ミーティング他船内自由行動 21:50 室長ミーティング他船内自由行動

23:00 点呼・消灯 23:00 点呼・消灯

8:00 起床 8:00 起床

8:20 朝食　部屋員チェック 8:20 朝食　部屋員チェック

10:00 デッキ集合 10:00 デッキ集合

11:30 昼食会場へ移動（洋食レストラン） 11:30 昼食会場へ移動（洋食レストラン）

11:45 昼食 11:45 昼食

13:30 荷物まとめ　デッキ集合 13:30 荷物まとめ　デッキ集合

14:00 パスポート返却　下船手続き開始 14:00 パスポート返却　下船手続き開始

15:00 シンガポール港着　バス乗り込み 15:00 シンガポール港着　バス乗り込み

16:00 ホテルチェックイン　荷物整理 16:00 ホテルチェックイン　荷物整理

16:30
バス乗り込み
シンガポール市内見学(車窓より）

16:30
バス乗り込み
シンガポール市内見学(車窓より）

17:30 シンガポール市内観光・散策準備 17:30 シンガポール市内観光・散策準備

20:00
ショッピング(Ｖｉｖｏにて　ホテル持ち込み
用軽食）各自最寄り駅および集合場所確認

20:00
ショッピング(Ｖｉｖｏにて　ホテル持ち込み
用軽食）各自最寄り駅および集合場所確認

21:30 バス乗り込み　ホテルへ 21:30 バス乗り込み　ホテルへ

21:50 ホテル着　室長ミーティング 21:50 ホテル着　室長ミーティング

22:30 点呼・消灯 22:30 点呼・消灯

7:00 起床 7:00 起床

7:30 朝食　部屋員チェック　荷物まとめ 7:30 朝食　部屋員チェック　荷物まとめ

第４日目　１日（土）

第３日目　３０日（金） 第３日目　３０日（金）

第４日目　１日（土）



9:00 ロビー集合 9:00 ロビー集合

9:20 バス発(各方面へ） 9:20 バス発(各方面へ）

10:00 班別研修開始 10:00 班別研修開始

15:00
Ｖｉｖｏ屋上広場集合（ハーバーフロント駅
上層階）

15:00
Ｖｉｖｏ屋上広場集合（ハーバーフロント駅
上層階）

15:30 セントーサ島へ移動開始　モノレール 15:30 セントーサ島へ移動開始　モノレール

16:20 ビーチ着　セントーサ島散策開始 16:20 ビーチ着　セントーサ島散策開始

18:30 島内夕食会場集合　夕食 18:30 島内夕食会場集合　夕食

20:00 バス乗り込み　空港へ 20:00 バス乗り込み　空港へ

20:30 ショッピング（チャンギ空港内免税店） 20:30 ショッピング（チャンギ空港内免税店）

23:00 出国手続き開始 21:30 出国手続き開始

0:30 トイレをすませて搭乗口へ 23:25 トイレをすませて搭乗口へ

1:00 フライト(朝食：機内食） 23:55 フライト(朝食：機内食）

8:15 関西国際空港着 7:00 関西国際空港着

9:15 荷物受け取り　入国審査 8:00 荷物受け取り　入国審査

9:45 各方面バス分乗 8:30 各方面バス分乗

主要駅にて解散 主要駅にて解散

第５日目　２日（日） 第５日目　２日（日）




