


小学校から大学・専門学校まで、修学旅行や研修旅行など、
海外教育旅行の目的地として
グアムを選択する学校が増えています。
直行便で行ける日本から最も近い英語圏であり、充実したインフラと、
豊かな自然と文化が息づくグアムでは、高い学習効果が期待できます。
かけがえのない体験をグアムで――
多彩なプログラムが待っています。
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教育旅行をグアムで！

ハファデイ！（グアムの言葉で「ようこそ」「こんにちは」の意味）

 
豊かな文化と素晴らしい自然に祝福されたグアムを日本
の皆様にご紹介できることを心より光栄に思います。
私たちの故郷グアムでは、温かいおもてなしの心、古くか
ら受け継がれるチャモロ文化、そして青い海、白い砂浜と
いった南国の美しさ、このような自然環境が育む多くの恵
みを感じていただけることでしょう。

4,000年に渡るグアムの歴史と文化のショーケースとなる
グアムミュージアムが2018年正式にオープンし、グアムへ
の知識を深める機会も増えており、様々な学習的要素を含
んだプログラムを組み込むことが可能になっています。

この「グアム教育旅行ガイド」が日本の教育関係者の皆様、
また旅行会社の皆様に、グアムではどのようなことが体験
できるのかということを具体的に知っていただくきっかけ
となれば幸いです。皆様の御訪問を心よりお待ち申し上
げております。

グアム政府観光局　局長兼 CEO 
ジョン・ネイサン・デナイト

グアム教育旅行ガイド
発行元：グアム政府観光局 
ⓒグアム政府観光局 2018
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グアムで教育旅行  　   つの理由9
日本から近く、時差わずか1時間！.
至便なアクセス

日本からグアムへは、飛行機でわずか約3時間半*、時差も1時間
と、身体的な負担が少なく、到着時から時間を有効活用できます。
全国各地から直行便でアクセスできるのも強みです。
＊出発地によって飛行時間は前後します

1
Point 

日本から最も近い英語圏

アメリカの準州であるグアムは、直行便で行ける
日本から最も近い英語圏です。本場の英語を体験
し、リアルな国際社会に触れることで、生徒の学
習意欲も刺激します。

2
Point 

短い日程でも充実したスケジュールが組める
日本から近いので、旅行費用の負担も軽減できます。また比較的短い日程で、現地での滞
在時間を有効活用できるのも大きな魅力です。

3
Point 

1年中が旅行シーズン

グアムは典型的な海洋性亜熱帯気候。冬の時期
でも泳ぐことができ、年間通じて温度変化が少な
く、年平均気温は約26度と常夏です。6～10月
の雨季でもスコールがある程度なので、大きな
支障なく、1年中旅行シーズンと言えます。

4
Point 

ユニークな歴史と文化

古代チャモロ人の文化と共に、スペインやアメリ
カ、そして日本の統治など、さまざまな文化が入っ
てきたグアム。その歴史背景はユニークで、文化
体験や平和学習など、大きな学習要素になります。

5
Point 

雄大な自然が残るグアムでは、自然を教室に、海と陸でさまざまなフィールド学習が可能
です。そんな大自然を体験できるプログラムが多彩に揃うのもグアムならではの特徴で
す。高度な自然学習は、SSH（スーパーサイエンスハイスクール）にも適しています。

「自然が教室！」海と陸でさまざまな体験を6
Point 

ホテルの受け入れ態勢は万全。イベント
に対応できる会場も充実しています。ア
クティビティーも豊富で、大規模なウォー
ターパークや団体スポーツができる施設
もあります。

充実の施設7
Point 

体験プログラムが豊富なのもグアムならでは。現地校
との交流は、本場の英語や国際性を身につけるまたとな
いチャンスです。ボランティア活動や資格
取得、キャリア形成につながるユニーク
なプログラムの実施例も多数あります。

現地校との交流など、
体験プログラムが豊富8

Point 

安心の医療体制
万が一の際にも充実した医療体制が整っているので、安心です。

9
Point 

グアムの旅行会社が共同出資して設立した会社です。24時間体制で、旅行中
の病気やケガ・盗難など、観光客のあらゆるトラブルに日本語で対応します。
www.mai-guam.com

●マイクロネシア・アシスタンス・インク （MAI）

日本人旅行者の不意の疾病や怪我に日本語で対応できる、日本人医師による観
光客専用のクリニックです。グアムで言葉や医療制度、文化、薬、病気の違いで
困ることなく診療を受けられます。
www.guamclinic.com

●グアム旅行者クリニック（Guam Travelers' Clinic）
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History / Peace

グアムで体験できること①

グ
ア
ム
の
歴
史

歴史／平和学習
太平洋に位置するグアムは、古来よりさまざまな人達が交わる場所でもあり
ました。そこからチャモロ文化が形成され、スペインやアメリカの統治時代
を経て今に至ります。また第2次世界大戦には一時的に日本の占領下となっ
たこともあり、先の戦争を知り、平和の尊さを学べる場所でもあります。

グアムを含むマリアナ諸島の島々には、4000年以上も前
に東南アジアの島々から渡来した人々が定住したと推定さ
れていて、後にチャモロ人と呼ばれるようになりました。

1967年5月1日、乗客109名を乗せ
たパンナム機が東京からグアムへ到
着、これが日本からグアムへの最初
の観光客となりました。以来、およそ
50年以上にもわたり、グアムの観光
産業は発展し続け、日本人にとってグ
アムは身近なビーチリゾートとして人
気を集めています。

1521年3月6日に、世界一周の航
海の途にあった探検家マゼランが
グアム島を発見、上陸を果たしま
した。その後1565年より333年
も続くスペイン統治の時代がス
タートしました。

スペイン統治時代

1898年～

1967年～

1500年～

日本から初めて観光客が訪れる

1898年の米西戦争により、グアムはアメリカの領地となりました。
その後、第2次世界大戦には一時的に日本の占領下となった時期もあ
りますが、1950年にアメリカの準州となり、現在に至ります。

アメリカ統治と大戦期

スペイン古橋

太平洋戦争国立歴史公園

自由の女神像

ソレダット砦

パンナム機初便の様子
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おすすめスポット

古代チャモロ時代から現代まで、グアムのユ
ニークな歴史と文化を伝えるミュージアム。
グアムの貴重な資料や遺物を一度に鑑賞で
きる施設として教育旅行に最適です。また
ローカルとの交流の場として会場を利用す
ることも可能です。
http://guammuseum.org

ラッテストーン公園
 

高さ1.5～2メートルの石柱「ラッテストーン」が並ぶ古代チャモ
ロ人の遺跡。「ハリギ」と呼ばれる石柱の上に、「タサ」と呼ばれる
頭石（キャップストーン）が上に乗っているのが特徴です。高床
式住居の土台とも言わ
れていますが、その実
態についてはまだ解明
されていません。

ハガニア地区にある、かつてスペインの総督邸があったところ。
スペイン総督邸跡や、チョコレート·ハウス、聖母マリア大聖堂
など見どころはたくさんあります。この一帯は、グアムの行政
の中心地で、グアム議
会やグアム政府、グア
ムミュージアムなど、
数々の政府機関が集
まっています。

スペイン統治時代のチャモロ人による悲恋伝説から名付けられ
た、タモン湾の北端に突き出す岬。海抜123mの断崖になってお
り、展望台からは、タモンの美しい海岸線を一望できます。静岡
県伊豆市（土肥）と、新
潟県柏崎市の恋人岬と
それぞれ姉妹岬提携を
結んでいます。

旧日本軍の司令部壕のあった場所に、第2次世界大戦にこの地域
で命を落とした50万人とも言われる戦没者への祈りを捧げる慰
霊碑が建っています。ほかにも苑内には、かつての司令部壕の足
跡が今でも残り、日本
兵の遺品が集められた
平和の祈りの家（我無
山平和寺）があります。
http://www.spmagu
am.org/

恋人岬
Two Lovers' Point (Puntan Dos Amantes)

南太平洋戦没者慰霊公苑


South Pacific Memorial Park

Latte Stone Park

スペイン広場


Plaza De España

グアムミュージアム


Guam Museum
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グアムで体験できること②

Language training / School exchange / Homestay
語学研修／学校交流／ホームステイ

日本から一番近い英語圏であるグアムは、英語教育に適し
た場所です。グアム大学などの教育機関で、高度な学習が
受けられるほか、現地校との交流やホームステイなどを通じ
て、異文化交流の重要性を肌で感じることができ、グローバ
ルな人材育成の上でも大きな機会を与えてくれるでしょう。

例えばこんなこと

1952年創立のグアムで唯一の総合大学。グアムだけでなく、周辺のミクロネ
シア各地域から多くの学生が集まっています。外国人向けの英語教育プログ
ラムにも力を入れており、幅広い年齢を対象に短期の研修から長期の留学ま
で、数多くの日本人がここで学んでいます。
www.uog.edu

グアムとミクロネシア地域の海洋資源の保全と開発を目
的とした研究所として、世界的に有名な施設です。米国及
びその他の諸国と連携を取り、研究活動を行っています。
ここでは、海洋生物に関するレクチャーを受けたり、施設
の見学ができます。

🅰子供向けの「ジュニア・キャンプ」
「英語漬け」の環境で英語を身につける（5~17才）
🅱夏休みの「アドベンチャー・スポーツ・キャンプ」

「英語漬け」の環境で英語を身につける（5~15才）
🅲生徒／学生交流
交流実現へ向け、手続きや内容面など、各種サポート
🅳4時間の漁業体験
伝統的な漁を体験、海洋学や水質汚染、環境保護に
ついても学ぶ（9~18才）

グアム大学海洋研究所「マリンラボ」



グアムでのアクティビティーを通じて、英語スキルの向上を目指すプログラム。レベルや
ニーズ、期間に合わせて、いろいろなアレンジが可能です。単なる英語学習に限らず、グアム
大学で力を入れる海洋学の研究所視察や、スポーツ、チームビルディング、アートなど、総合
大学ならではのさまざまな体験をしながら楽しむ英語を学習することができます。

レベルやニーズに合わせて楽しく英語を学習
English Adventure Program

グアム大学

グアム大学の
英語教育

プログラム

グアム大学キャンパスツアー
カルチャークラス
英語クラス
海洋学研究所視察
スポーツ体験
チームビルディング
グアムの歴史学習
アート体験

短期プログラム

➡期間に応じ、これらアクティビティー
を組み合わせたプログラムを提供

開会セレモニー	 英語クラス	
英会話実習	 スポーツ体験		
チャモロ文化体験
歴史ツアー
ウォータースポーツ	 	
ビーチアクティビティー	
閉会セレモニー

中長期プログラム：1～4週間

特別レクチャー
ビジネスプログラム	
フィールド体験／トレーニング

その他こんなアレンジも

実例

A

C

B

D

Marine Laboratory, University of Guam
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大学入学へ向けた高度なレベルを取得
English Language Institute (ELI)

1979年に設立されたグアム大学付属の英語教育機関。英語を母国語としない外国
人を対象に、語学研修プログラムを提供しています。18歳以上が対象で、アメリカ
の大学入学を目指す、高度なレベルの英語スキルを取得することが可能です。
授業はライティングから会話、リスニング、読解など、広範囲にわたります。授業を
通じて、自身の英語スキルに自信を持ってもらうことだけでなく、生徒同士の異文
化理解、社会的価値観の相互理解も目指しています。

対象：18歳以上
期間：14週間（1～4月、5～8月、9～12月の年間3回）

ハファデイ! （チャモロ語で「こんにちは！」「ようこそ！」）

 
啓発、発見、奉仕 
グアム大学はアメリカ合衆国の正式に認定された地域の
ランドグラント機関です。知識、見識、真理の普及に取り
組んでいます。
グアム、ミクロネシア、太平洋アジア地域諸国の学習者
やコミュニティーに奉仕し、 カリキュラム、学位プログラ
ム、研究や奉仕活動を通じて、知識、技術、能力の機会を
生涯にわたり提供しています。
西洋と東洋が出会う太平洋の中心において、先住民族や
世界的な知識を発見し、習得することが可能です。

グアム大学へ皆様を心よりお迎えいたします ! 

グアム大学
PMBA
ディレクター  

カルロス R. タイタノ

グアム大学以外の教育プログラム

グアム・コミュニティー・カレッジ サマースクール、ホームステイ

夏休みや春休みなどの期間を利用して英語を学ぶサマースクール
やスプリングスクール、また地元の人との触れ合いが体験できる
ホームステイなど、グアムではさまざまな教育／交流プログラム
が用意されています。

［i-Terras］englishclubfiesta.com/（1歳から18歳まで受け入れ可能）
［Barefoot Guam］barefootguam.com/

グアムにある2年制の短期大学で、単位取得後は4年制の大学へ
の進学も可能です。英語で料理実習を受けたり、グアムの観光産
業について学んだり、キャリア形成につながる実務的な内容を学
ぶことができる生涯学習機関です。
www.guamcc.edu
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 小学校
アダカオ小学校 Adacao Elementary School 1 （671） 300-1035 http://aeshilitais.weebly.com/
アガニア・ハイツ小学校 Agana Heights Elementary School 1 （671） 477-8040 http://aganaheightselementaryschool.weebly.com/
アスタンボ小学校 Astumbo Elementary School 1 （671） 635-4363 http://astumboelementary.weebly.com/
C.L.タイタノ小学校 C.L. Taitano Elementary School 1 （671） 472-4245 https://sites.google.com/a/gdoe.net/cltaitano/
B.P.カルブリード小学校 B.P. Carbullido Elementary School 1 （671） 734-4341 https://sites.google.com/site/carbullidoelementary/
チーフ・ブロディ小学校 Chief Brodie Elementary School 1 （671） 647-4444 http://cbmesbusybees.weebly.com/
D.L.ペレズ小学校 D.L. Perez Elementary School 1 （671） 653-0404 http://www.dlpesguam.com/
フィナガヤン小学校 Finegayan Elementary School 1 （671） 632-0361 http://finelementary.weebly.com/
H.S.トルーマン小学校 H.S. Truman Elementary School 1 （671） 565-5195 https://hstrumanguam.weebly.com/
イナラハン小学校 Inarajan Elementary School 1 （671） 828-8641 https://sites.google.com/a/gdoe.net/inarajan-elementary/
J.M.ゲレロ小学校 J.M. Guerrero Elementary School 1 （671） 632-1540 http://juanmguerrero12-13.wixsite.com/school-website
J.Q. サン・ミゲル小学校 J.Q. San Miguel Elementary School 1 （671） 477-9368 https://sites.google.com/a/gdoe.net/jqsm/
L.B.ジョンソン小学校 L.B. Johnson Elementary School 1 （671） 646-5046 http://lbjtames.weebly.com/
リグァン小学校 Liguan Elementary School 1 （671） 300-1680 http://lesguam671.wixsite.com/siheks
M.A.ユジョア小学校 M.A. Ulloa Elementary School 1 （671） 300-6742 http://mauelementaryschool.weebly.com/
M.U.ルーハン小学校 M.U. Lujan Elementary School 1 （671） 789-1535 https://mulujanelementaryschool.weebly.com/
マチャンナオナオ小学校 Machananao Elementary School 1 （671） 635-4381 http://machananaoelementaryschool.weebly.com/
マルシアル・サブラン小学校 Marcial Sablan Elementary School 1 （671） 565-2238 http://masesguam.weebly.com/
メリッソ小学校 Merizo Elementary School 1 （671） 828-8779 https://sites.google.com/a/gdoe.net/merizo-martyrs-memorial-school/
オルドット・チャラン・パゴ小学校 Ordot Chalan Pago Elementary School 1 （671） 477-9645 https://sites.google.com/a/gdoe.net/ordot-chalan-pago-elementary/
P.C.ルーハン小学校 P.C. Lujan Elementary School 1 （671） 734-3971 http://www.pclujanelementary.com/
プライス小学校 Price Elementary School 1 （671） 734-2159 http://chbpes.wixsite.com/lancheros
タロフォフォ小学校 Talofofo Elementary School 1 （671） 789-1171 http://talofofoelem.wixsite.com/talofofo-elem-school
タムニング小学校 Tamuning Elementary School 1 （671） 646-8058 http://lbjtames.weebly.com/
ウピ小学校 Upi Elementary School 1 （671） 633-1382 http://upielementaryschool.weebly.com/
ウェデンゲル小学校 Wettengel Elementary School 1 （671） 632-7770 http://wettengelelementaryschool.weebly.com/

 中学校
アッゲダ・ジョンソン中学校 Agueda Johnston Middle School 1 （671） 472-6785  http://aijms.net/
アスタンボ小学校 Astumbo Middle School 1 （671） 300-2310 https://sites.google.com/a/gdoe.net/schools/home/astumbo-ms
F.B.レオン・ゲレロ 中学校 F.B. Leon Guerrero Middle School 1 （671） 653-2080 https://sites.google.com/a/gdoe.net/fb-leon-guerrero-middle-school/
イナラハン中学校 Inarajan Middle School 1 （671） 475-0673 https://sites.google.com/a/gdoe.net/ims/home
ホゼ L.G.リオス中学校 Jose L.G. Rios Middle School 1 （671） 475-2426 https://sites.google.com/a/gdoe.net/jrms/
L.P.アンタラン中学校 L.P. Untalan Middle School 1 （671） 735-3110 http://www.gdoe.net/ums/
オーシャンビュー中学校 Oceanview Middle School 1 （671） 565-2961 https://omsjhtdms.weebly.com/oceanview-middle-school.html
ビンセンティ・ベノベンティ中学校 Vicente Benavente Middle School 1 （671） 632-5647 https://vsabms.weebly.com/

 高校
ジョージ・ワシントン高校 George Washington High School 1 （671） 734-2911 http://gwhs-guam.weebly.com/
ジョン F. ケネディー高校 John F. Kennedy High School 1 （671） 642-2100 http://www.jfkislanders.com/
ウックドー高校 Okkodo High School 1 （671） 300-1870 https://www.okkodohighschool.net/
サイモン・サンチェス高校 Simon Sanchez High School 1 （671） 653-2313 https://sites.google.com/a/gdoe.net/sshs-2016/home
サザン高校 Southern High School 1 （671） 479-2103 https://sites.google.com/a/gdoe.net/southern-high-school/contact-us
ティザン高校 Tiyan High School 1 （671） 300-5570 https://tiyanhigh.weebly.com/

 大学
グアム大学 University of Guam 1 （671） 735-2214 https://www.uog.edu/

 コミュニティ・カレッジ
グアム・コミュニティ・カレッジ Guam Community College 1 （671） 735-5531 http://www.guamcc.edu/Pages/Default.aspx

学校名 英文学校名 電話番号 ウェブサイト

公
立
学
校

 幼稚園前～中学校
セント・フランシス・カトリック学校 Saint Francis Catholic School 1 （671） 789-1270 http://www.sfcsguam.com/
サン・ヴィセンティ・ カトリック学校 San Vicente Catholic School 1 （671） 735-4240  http://svcsguam.com/
サンタ・バーバラ・カトリック学校 Santa Barbara Catholic School 1 （671） 632-5578 http://sbcs.edu.gu/
ドミニカン・カトリック学校 Dominican Catholic School 1 （671） 653-3021 http://www.dcsguam.com/
アワー・レディー・オブ・マウント・カーメル・カトリック学校 Our Lady of Mount Carmel Catholic School  1 （671） 565-5128 http://www.mcs57.org/

 幼稚園前～小学校
アイ・ラーン・アカデミー・チャーター学校 iLearn Academy Charter School 1 （671） 989-3789 http://www.ilearnacademycharterschool.com/

 幼稚園前～中学校
ビショップ・バームガートナー・メモリアル・カトリック学校 Bishop Baumgartner Memorial Catholic School 1 （671） 472-6670 http://www.bbmcs.org/
セント・アンソニー・カトリック学校 Saint Anthony Catholic School 1 （671） 647-1140 https://www.sacsguam.com/

 幼稚園～中学校
日本人学校 The Japanese School of Guam 1 （671） 734-8024 http://japaneseschoolguam.com/

 幼稚園前～高校
グアハン・アカデミー・チャーター学校 Guahan Academy Charter School  1 （671） 979-1065 https://guahanacademycs.wixsite.com/guahanacademy
セント・ジョーンズ学校 St. John's School 1 （671） 646-8080 https://www.stjohnsguam.com/
セント・ポール・クリスチャン学校 St. Paul Christian School 1 （671） 637-9855 http://www.spcsguam.com/
サザン・クリスチャン・アカデミー Southern Christian Academy 1 （671） 565-7020 http://scaguam.com/
グアム・アドベンティスト・アカデミー Guam Adventist Academy 1 （671） 789-1515 http://www.gaasda.org/
ハーベスト・クリスチャン・アカデミー Harvest Christian Academy 1 （671） 477-6341 https://hcaguam.org/

 幼稚園～高校
テンプル・バプテスト・クリスチャン学校 Temple Baptist Christian School 1 （671） 477-9507 http://www.tbcsguam.com/

 高校
アカデミー・オブ・アワー・レディ・オブ・グアム（女子校） Academy of Our Lady of Guam 1 （671） 477-8203 http://www.aolg.edu.gu/
ファーザー・デゥエニアス・メモリアル学校（男子校） Father Duenas Memorial School 1 （671） 735-3372 https://fatherduenas.com/
ノートル・ダム高校 Notre Dame High School 1 （671） 789-1676 http://www.ndhsguam.com/

学校名 英文学校名 電話番号 ウェブサイト

私
立
学
校

グアム現地校一覧
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グアムで体験できること③

チャモロ文化とは

Chamorro culture / Experience
チャモロ文化学習／体験

グアムには、独自のチャモロ文化が日々の生活の中で脈々と受け継がれてい
ます。古く紀元前から伝わり、スペイン統治時代を経て、アメリカや日本の
文化も取り入れながらブレンドされたこの文化は、グアムにしかない魅力と
して輝きを放っています。

古くグアムに移り住んだチャモロ人によって形成された文化。古代のチャ
モロ人は漁師としても職人としても優れ、自分たちの生活環境に適した独
特の住居やカヌーを造りました。また複雑な織物や、手の込んだ陶器の製
作にも通じていました。
さらに、強い母系社会を形成したことでも知られています。女性の力や社
会的地位によって、言語・音楽・舞踊・伝統など、チャモロ文化の大部分が
守り伝えられてきました。

ボートに乗り込み、タロフォフォ川の大自然へ。チャモロ文化にも
触れられ、椰子の葉で編むかごや帽子作り、火起こしなども体験で
きます。

［フィッシュアイマリンパーク］
www.fisheyeguam.com/
南国ムードあふれるレストラン会場で、郷土
食チャモロ料理を実演。日本人シェフの指
導で言葉の問題もありません。おいしい食
べ放題ランチ付き。他に、ダンスレッスンや
パレオ着付け等の文化体験コースも。

［グアム・コミュニティ・カレッジ］
www.guamcc.edu
調理専門学校などの学生が授業の一環とし
て、調理プログラムを体験できます。

グアムに伝わる伝統料理。ココナツや赤唐
辛子、醤油、酢、玉ねぎ、レモン汁、砂糖など
をよく使い、どの料理にも「甘さ・辛さ・酸っ
ぱさ」のいずれかがブレンドされているのが
特徴です。

グアムに古
くから伝わる
独自のダン
スで、グアム
の創造神や
自然をテー
マにした古

代風の「アンシェント・チャモロ」と呼ばれる
ダイナミックな踊りと、スペイン統治の影響
を受けた恋愛などをテーマにした「スパニッ
シュ」と呼ばれる２つのジャンルがあります。

水曜日の夕方から開催されているナイト
マーケットでは、縁日スタイルで手軽にチャ
モロ料理やローカルフード、メイドイングア
ムのお土産が販売されており、無料でチャモ
ロダンスショーを見学することができます。

チャモロ料理 チャモロダンス チャモロビレッジ

リナラ グアムビーチ＆カルチャーパーク アドベンチャーリバークルーズ
／バレーオブラッテ・アドベンチャーパーク

チャモロ料理教室
（フィッシュアイマリンパーク、グアム・コミュニティ・カレッジ）

チャモロ語覚えてみよう！

地元で使われる日常の言葉には、スペイン
語の名残も。特にこの３つの挨拶はぜひ
覚えて、滞在中はグアムの住民とコミュニ
ケーションを楽しんでみましょう！

Adios.（アディオス） さようなら

Si Yu'os Ma'ase.（シジュウス マアセ） ありがとう

チャモロ語 日本語

Håfa Adai.（ハファ デイ） こんにちは

（左）アーティチョークの実の汁で炊き上げたご飯
「レッドライス」　（右）チキンケラグエン

ザ・ビーチのショー会場、各施設を利用して、古代チャモロ人の生活
の実演パフォーマンスやアクティビティー体験、チャモロ語教室、チャ
モロダンス教室などの文化体験が可能です。チャモロ料理のランチ
がセットになったプラン、古代チャモロをはじめとする太平洋の島々

のダンスと食べ放題のBBQビュッ
フェディナーが人気のグアム最大級
アイランドショー	ザ・ビーチBBQ
ビュッフェディナー&ショー「タオ
タオ・タシ」がセットになったプラン
で参加が可能です。
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グアムで体験できること④

 Nature and Ocean Study
自然•海洋学習

海に、そして陸に、手付かずの大自然が広がるグ
アム。そんな自然について学んだり、体験したり
できる素材が揃っています。なかでも海洋学の分
野では、グアム大学が世界でも高い研究レベルを
誇り、より高度で専門的な学習も可能です。

グアムの暮らしや産業の現場に触れる素材をご紹介

地産地消の動きが盛んな
グアム。地元で採れた新
鮮な食材が集まる「デデドの朝市」は、地元の人
にも人気。朝食をとることもできます。グアム
産のバナナやマンゴーなど日本で見るものとの
違いにも注目してみましょう。

水耕栽培（ハイドロポニック）によって作られる
フレッシュなグアム産のレタス。栽培現場の見
学も可能です。また地元のスーパーなどでも販
売されているので、店頭に並ぶ様子を覗いてみ
るのも良いでしょう。

海や山、洞窟、川や滝など、グアムのバラエティーあ
ふれる大自然を、実際に歩きながら体験できます。
ハードなコースから誰でも気軽に参加できるもの
まで幅広く用意。

［U.S. Explore & Study, Inc.］www.usesguam.com
その他：タートルツアー、フロンティアツアー、アイ
ランドジャーニー

ガイド付きオーシャンエコツアーや
イルカウォッチングツアーに参加し
て、グアムの美しい自然と、そこに生
きる生物たちの営みについて理解を
深めることができます。

［アルパンビーチクラブ］
www.abcguam.jp/

本物の潜水艦で、サンゴ礁の海を海中散
策。海の中の生態系を間近にできます。
また、潜水艦の仕組みや海底の生き物につ
いてのレクチャーを受けることも可能です
（チャーターの場合）。
［アトランティスサブマリン］
www.atlantis-guam.com/

トレッキング

水族館の裏側見学、サメやサンゴ礁、
ウミガメなど、海洋生物の生態系や
環境保護について飼育員と教育チー
ムが考案した様々な学習プログラム
が用意されています。

［アンダーウォーターワールド］
uwwguam.com/

水族館での
海洋生物

学習プログラム

エコツアー

潜水艦ツアー

グアムの産業学習

グアムで作られたことを証明する「グアム・プロ
ダクト・シール」が貼られた商品。グアム準州
政府のお墨付きです。

その他自然・海洋自然学習

フィッシュアイマリンパーク（海中展
望台）、水中ボブ（水中バイク）、シー
ウォーカー、スノーケリング、イルカ
ウォッチング
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グアムで体験できること⑤

Sports study
スポーツ学習

年間通じてスポーツをするのに最適な練習環境が整うグアムでは、プロから
アマチュアまで合宿先として高い人気を誇ります。また充実した設備を利用
したアクティビティーは、結束力を高めるチームビルディングにぴったり。
現地校／団体とのスポーツ交流も可能です。

無限に広がる空と海、マリンスポーツや陽気なスタッフと
の触れ合いを通して、今の時代に求められている「自然と
の調和」を肌で感じるプログラムを用意しています。

［アルパン・ビーチ・クラブ］www.abcguam.jp
その他：ココパーム	ガーデン	ビーチ

ホテルの本格的なスポーツ関連施設を利用した野球や
フットサル、水泳などの競技大会も可能。スポーツ学習に
も最適です。屋内施設にはボウリング場もあります。

［レオパレスリゾートグアム］www.leopalaceresort.com/

ホテルのウォーターパークで行う「水上運動会」は、チームビル
ディングに最適。スタッフが進行役を務めたり、一部施設で
はプールを貸し切ったりすることも可能です。

［PICグアム］pic.premierhotel-group.com/guam
［オンワードビーチリゾート］www.onwardguam.com/
その他：ターザウォーターパーク（貸切可能な時間は要相談）

開放的なビーチでの
運動会

ホテルの施設を使った
競技大会

プール施設での
水上運動会
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グアムで体験できること⑥

Unique programs

その他
ユニークプログラム

グアムでは、他にはないここだけのユニークなプログラムが揃っています。
社会貢献活動に参加したり、将来のキャリア形成に役立つ話を聞いたり、
観光産業の現場を体験したり、資格を取得したり、その内容は実にバラエ
ティー豊か。生徒／学生たちにとっても忘れられない経験となるだけでなく、
高い学習効果も期待できます。

社
会
貢
献
活
動

観
光
産
業
学
習

キ
ャ
リ
ア
形
成

サンゴの生態観測、絶滅危惧動物の保護、
自然環境保護のための植樹やビーチク
リーニングなど、自然や環境について学ぶ
ことができます。また参加費の一部は環
境保護団体へ寄付されます。

［アルパンビーチクラブ］
www.abcguam.jp/

美しいグアムのビーチを後世に残すた
めの活動として、学校単位で実施するこ
とも可能ですが、定期的に行われている
ビーチクリーニングの活動に参加するこ
ともできます。時間は1時間半から2時
間程度。環境保護の意義、大切さを学べ
ます。

ボランツーリズム ビーチ
クリーニング

劇場の施設や設備を紹介するバックス
テージツアーを実施。ショー上映前に、
舞台裏や舞台装置、仕組みなどを案内、ツ
アーのあとは実際にショーを鑑賞します。

［サンドキャッスル・グアム］
www.guam-bgtours.com/activity/
sandcastle-guam/

専門学校やブライダルに関心のある学
生向けの数日間の実践カリキュラムを用
意。模擬挙式や接客に関する実践と講
義／講演のほか、インターンシップの受
け入れも行っています。

［ワタベウェディング］
問合せ:gumoperation@watabe.com

エンターテイメント
の舞台裏見学

模擬挙式と
職業体験

グアムの自然がそのままのトロピカ
ルフルーツの楽園で、オーナーのこれ
までの足跡や功績について知ること
ができます。農業体験も可能です。

［ハマモトガーデンズ］
www.hamamoto-guam.com

海外グアムで働く日本人の話を聞く

音響・照明設備、華やかな衣装を間近で見学することも。その他
ステージメイクアップデモンストレーションやダンスワークショッ
プなど、その分野で活躍を目指す学生にも最適です。
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生光学園中学校（徳島県徳島市）

英語教育に力を入れる同校。その実践の場
として、日本から一番近い英語圏であるグア
ムを修学旅行先に選びました。大きな目玉
のひとつが、チャモロビレッジのナイトマー
ケットでの販売体験。出発前にあらかじめ
用意した日本のおもちゃをその場で販売し
ました。もちろん、やり取りは英語のみ。は
じめは試行錯誤でしたが、だんだん慣れると
自然と英語が口に出てくるようになります。

販売体験を行うのはグアム到着の初日。到着してすぐに英語を話すことになるので、次の日か
らの学校交流や外出、お買い物でも、スムーズに英語でコミュニケーションが取れるようになり
ます。ここでの売上金は、全て現地の慈善団体に寄付しました。英語実践の場として、グアムへ
の修学旅行は、生徒だけでなく、保護者の方々からも高い満足度を得ています。

到着初日にチャモロビレッジで販売体験、英語実践の場に

立命館高等学校吹奏楽部（京都府長岡京市）

1年生と2年生、そして春には高校に内部進学する中学
3年生の計71名によるグアムの演奏旅行を2018年の
3月に実施。副部長で実行委員を務めた麻田さんは「合
同演奏会を通じた異文化交流で国際感覚を身につけ、ま
た音楽だけでなく、観光を通じて、その地域を知る機会
となれば」と、目的について語ります。2年に一度の演奏

旅行の決定にあたっては、生徒自ら目的地を選定。日本からの近さや予算面で今回はじめてグ
アムに決めました。4日間の日程で、提携校（セントジョーンズスクール）との交流のほか、グア
ムプレミアアウトレットで演奏を披露。「地元の人の反応はとても良く、たとえ言葉で通じ合わ
なくても、音楽で通じ合えたことが大きな収穫でした」（麻田さん）。旅行会社や提携校とのやり
取りはすべて生徒が行い、現地ではビーチアクティビティーやバーベキュー、自由行動など、グ
アムならではの魅力も満喫。「安全面でも大きな問題はなく、チームの結束を深めることもでき
ました」と、大きな成果が得られたようです。

ショッピングセンターで演奏を披露

グアムでダイビングショップ「アクア・アカデミー」を営む
岡 宏之さん。ショップでは、ダイビングのライセンス取得
コースを提供していますが、近年修学旅行や研修で訪れる高
校生や大学生、専門学校生の利用が増えています。

――どのような利用が多いですか？
体育／スポーツ系の高校や大学、専門学校の利用がほとん
ど。3クラスまで対応できるので、人数は30～130人くら
いです。コースではグアムに到着してから、2日間の海洋実
習でライセンスを取得します。そのため時間に限りがある
ので、事前に学科実習を日本で済ませます。必ず自ら日本の
学校にお邪魔します。
――学校の目的は？
「グアムで得られるもの」としてのダイビングの資格ライセン
スという認識が強いようです。グアムは世界で一番ダイビ
ングカードが発行されています。美しい海があり、常夏で一
年中楽しめ、さらに時差が少なく体調面においてもグアムは
ダイビングに最適な場所。大自然を体験できる素材として
も魅力があります。

――受講の効果は？
ライセンスが取得できるだけでなく、精神面の鍛錬にもなるよ
うです。例えばスポーツ科の生徒／学生の場合、陸上や球技
など、ダイビングにはあまり関係のない人たちもいる。ライセ
ンス取得は大変だが、忍耐力をつけると共に達成感を味わうこ
ともできる。それは今後の競技や社会人に出たときにも役立
つはず。人格形成の意味でも意義があると感じていますし、学
校側の皆さんも関心が高く、認識してもらっています。

ライセンス取得が人格形成の場にも
アクア・アカデミー 岡 宏之さん
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日程 時間                          ス ケ ジ ュ ー ル

1日目
水戸駅集合、貸切バスにて成田空港へ
成田空港出発	
グアム国際空港到着　
ホテル到着、夕食

6：30
11：00
15：45	
17：00

5日目
ホテル出発、グアム国際空港へ
グアム国際空港出発	
成田空港到着、貸切バスにて水戸へ　
水戸駅到着

9：30
12：40
15：40	
19：00

2日目
学校交流（UPI	Elementary	School）
マイクロネシアモール	
フードコートにて各自夕食を注文

9：00
午後	

16：30

4日目

ホテルビーチにてグループ活動	
テーマ別グアム研修　
❶	グアム文化体験
ハガニア地区見学（聖母マリア大聖堂、スペイン広場、
チャモロ・ビレッジ、ラッテストーン公園、お買い物体験）
❷	グアム環境学習体験
アンダー・ウォーター・ワールド、お買い物体験

9：00	
午後

3日目
グアム島1日見学
ガアン・ポイント➡スペイン古橋➡セッティ湾展望台
➡ソレダッド砦➡タロフォフォの滝公園
ホテル着、夕食

9：00

16：30

 Post report
実施校レポート

2018年度で創立7年目を迎えた茨城県水戸市の水戸英宏小学
校は2017年2月に、5、6年生を対象とした初めての修学旅行先
としてグアムを選びました。小学校としては珍しい海外修学旅行。
その選定の背景には、国際教育や英語学習に力を入れる教育方針
があります。子供たち、保護者、引率した先生たちも大満足の4
泊5日の修学旅行になったようです。

水戸英宏小学校  （茨城県水戸市）

グアム修学旅行は学校交流と近さが決め手
英会話実践として最適なデスティネーション

展望台などの観光名所を巡ったほか、横井ケーブ
にも立ち寄り、日本とグアムとの歴史的な関係も
学習しました。
　4日目は、「文化体験班」と「環境学習体験班」に
分かれて行動。文化体験班は、スペイン広場、聖
母マリア大聖堂などグアムの歴史的遺産が残る
ハガニア地区を回ったほか、チャモロ・ビレッジ
ではグアム文化を体験しました。環境学習班は
「アンダー・ウォーター・ワールド」を見学。サメ
やエイなど太平洋に生息する巨大な海の生き物に
大興奮だったといいます。その日のディナーはグ
アムで人気のビーチでのBBQ。「景色も美しく、
ご飯も美味しかった」と子供たちにも好評だった
ようです。

　グアムへの修学旅行は2017年2月19日～23
日の4泊5日で実施。参加人数は、5、6年生24
名と引率の先生3名。グアムを選んだ理由につい
て、引率した福原先生は「飛行機で約３時間半と近
く、学校交流もできることが決め手となりました」
と説明します。当初は、ハワイも検討していたよ
うですが、4泊5日という日程が決められていた
ため、「現地でのプログラムを考えたとき、ハワイ
よりも近いグアムを選びました」と付け加えます。
　現地では2日目に現地のUPIエレメンタリー
スクールと学校交流を実施。子供たちは、折り
紙、歌舞伎、合気道などの日本文化をパワーポイ
ントを活用して紹介しました。その後、外ではス
ポーツを楽しみ、ランチも一緒に取りました。そ
の日のディナーは、マイクロネシアモールのフー

ドコートでそれぞれ
好きなものを注文。
「子供たちは物怖じ
せず、自分たちで積
極的にオーダーして
いました」と福原先
生。現地の小学校
やコミュニティから
は「高校生以上にコ

ミュニケーションが取れた」と驚いた様子だった
ようで、先生としても「授業で習ったことの実践の
場として有益だった」と評価します。
　3日目はグアム島の見学。タロフォフォの滝、
イナラハン天然プール、アプガン砦、セッティ湾

       子供たちは物怖じせずコミュニケーション

　大部分の子供たちにとっては初めての海外体
験でしたが、帰国後の感想はとてもよく、福原先
生によると「海がきれいで、砂浜にはゴミもなかっ
た」という自然の美しさから、「地元のバスの運転
手にやさしくしてもらった」「グアムは優しい人ば
かりでコミュニケーションが取りやすかった」な
ど現地交流の思い出までさまざまな感動を子供た

ちは共有したようです。
　保護者の反応もよく、当初は「グアムは家族旅
行でも行けるところなのに・・・」という意見もあっ
たようですが、子供たちの反応を見て、「本当にい
い経験をさせていただいた」という意見を多く寄
せられたようです。

子供たちにとって貴重だった異文化体験

実施校レポート――❶
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日程 時間                          ス ケ ジ ュ ー ル

1日目

関西国際空港集合
関西国際空港出発	
グアム国際空港到着　
Kマート到着（ショッピング）
ホテル到着
夕食

8：30
10：40
15：10	
16：30
17：50
18：30

2日目

朝食
バスにてホテル出発	
オーシャンジェットクラブ（OJC）到着（マリンアクティビティ）　
ビーチで昼食
OJC出発（ホテルへ一旦帰る）
バスにてホテル出発
タモン地区到着（ショッピング・夕食）
ホテル到着

7：00
9：00
9：20	
12：00
13：30
14：45
15：30
19：00

4日目

朝食
バスにてホテル出発	
アプガン砦到着（観光・クラス写真撮影）　
恋人岬到着（観光）
マイクロネシアモール到着（昼食・ショッピング）
マイクロネシアモール出発
グアム国際空港到着
グアム国際空港出発
関西国際空港到着

7：00
8：30
9：00	
10：00
11：00
13：40
14：00
16：15
19：05

3日目

朝食
バスにてホテル出発	
サザンハイスクール到着（学校交流・学校見学）　
バディと一緒に昼食
サザンハイスクール出発
ホテル到着（ウォーターパーク利用可の自由時間）
BBQ開始

6：30
8：00
8：30	
12：00
13：00
13：30
18：30

※前団／後団に分かれ、日程をずらして実施

大阪府立佐野高校は、2017年10月に2年生を対象とした修学
旅行をグアムで実施。総勢354名の生徒を前後団の2 グループに
分けて、それぞれ3泊4日の日程で観光や現地交流を行いました。
国際教養科を設けるなど英語教育や国際教育に力を入れている同
校では、毎年海外への修学旅行を行っており、グアムは昨年度で
4回目。海外旅行の経験がある生徒たちにとっても、初海外とい
う生徒たちにとっても、かけがえのない4日間になったようです。

大阪府立佐野高校  （大阪府泉佐野市）

現地交流で異文化理解と英会話実践
将来に向けた平和教育も貴重な機会

　佐野高校がグアムへの修学旅行を初めて実施
したのは2012年度のこと。それまでは中国やシ
ンガポールなどアジアへの修学旅行を行っていま
したが、この年度はグアムを選定しました。その
理由について、昨年度引率された黒松先生は、当
時アジアの情勢が不安定だったことのほか、「英語
教育に力を入れているなか、学校で学んだことを
実践できる場であること」「現地の学校と交流がで
きること」「安全に連れていけること」を挙げます。
　しかし、昨年度の実施については、ちょうど北朝
鮮のミサイル問題があり、グアムでの実施は危ぶ
まれたそうです。それでも、校長先生のリーダー
シップのもと、外務省や現地と連絡を取り、保護
者とも話し合いを持ち、最終的に外務省の海外安
全情報がレベル2の「不要不急の渡航は止めてく
ださい」には引き上げられなかったことから、実施
を決めました。
　当時はこの問題でグアムへの修学旅行をキャン
セルする学校が多くあったため、現地の人たちか
ら温かく迎えられ、訪問を大変喜んでもらったそ

うです。
　現地では、タモン地区、恋人岬、アプガン砦など
の観光のほか、マイクロネシアモールやレストラ
ンでは、生徒それぞれが普段学習している英語を
用いて、買い物や食事を楽しみました。
　サザンハイスクールとの学校交流では、佐野高
校の生徒たちは落語や二人羽織など日本文化を

英語で実践し
たほか、複数
の生徒と相手
校1人が班行
動。身振り手
振りを交えながら、実地の英語コミュニケーショ
ンで友好を深めました。

　帰国後、生徒たちからは「異文化理解が進んだ
だけでなく、逆に日本のよさにも気がついた」「英
語力に自信がついた」「英語の勉強をもっと頑張ら
なければ」などの感想が寄せられ、いい思い出に
なっただけでなく、将来の勉学に向けたモチベー
ションにもなったようです。
　修学旅行先としてのグアムの利点について、黒
松先生は「大人数のため、何かあった場合の対応
が大切になってきますが、治安面や言語の面でも
グアムは比較的安心して動けます」と話します。

　また、英会話の実践では、「日本語がある程度通
じる点も生徒たちにはストレスにならなかったよ
うです」と明かしたほか、「日本とグアムの過去を
事前に学んで修学旅行に行ったが、過去を越えて
新しい未来をつくっていくことが大切」という生
徒の意見を引き合いに、平和教育としての貴重な
機会とも考えていると続けます。
　佐野高校は2018年度も10月にグアムへの修
学旅行を計画しているところです。

       英語学習の実践の場としてグアムを選択

異文化理解だけでなくモチベーションの向上も

実施校レポート――❷
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●グアムへの入国について

●電話
国際電話―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
グアムから日本へ　011+81+相手先電話番号（市外局番の最初の0を取る）
日本からグアムへ　国際電話識別番号（010など）-1-671+相手先電話番号
島内――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
公衆電話なら1通話25セント。ホテルからかける場合は、サービス料などが請求される場合
があります。

グアムはアメリカの準州です。入国審査（Immigration）はアメリカ連邦政府が管轄し、税関
（Customs）はグアム準州政府が管轄しています。
入国に関して詳しくは、グアム政府観光局ウェブサイトまで
http://www.visitguam.jp/plan/immigration-to-guam/

グアム政府観光局　日本事務所
営業：月～金 9：30～12：00／13：00～17：00、休み：土・日曜、祝祭日
〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル2階　TEL：03-3212-3630　FAX：03-3213-6087　E-MaiL：info@gvb.or.jp

Guam Visitors Bureau（本局）
401 Pale San Vitores Road Tumon,Guam 96911　TEL：1-671-646-5278 FAX：1-671-646-8861

　
日本とグアムの時差は、わずか1時間。グア
ムは日本より1時間進んでいます。

　
海洋性亜熱帯気候

総面積約549平方キロメートル。東京23区
の約84%のサイズ。

公用語は英語とチャモロ語

グアムの人口の85%以上がカトリック教徒。
　

時差

気候

地理

言語

宗教

110～120ボルト・60サイクル（日本は、100
ボルト・50または60サイクル）。100ボルト
仕様の日本の電化製品も短時間であれば使
用可能ですが、故障や火災の原因にもなりま
すので、 アダプター（変圧器）を使用するよう
にしてください。

グアムのコンセントは3穴。日本のプラグで
も使用可能ですが、電圧は異なりますのでご
注意ください。

水道水も飲用できますが、ミネラルウォー
ターを利用しましょう。

通貨は米国ドル

グアム空港、銀行、主要ホテルなどで両替す
ることができますが、できるだけ日本国内で
両替しておくことをおすすめします。

サービスを受けた相手にチップを渡す習慣
があります。

電話、郵便、インターネットが利用できま
す。上手に使って、現地での情報収集に役
立ててください。

電圧

飲料水

グアムの通信

グアムのお金

日本円からドルへの両替

チップのめやす

電流

www.visitguam.jp

チャモロビレッジ

タモン

ラッテストーン公園

アガットマリーナ

タロフォフォの滝

イナラハン天然プール

横井ケーブ

アプラ港

南太平洋戦没者慰霊公苑

グアムミュージアム

恋人岬

グアム大学

マゼラン記念碑

グアム国際空港

スペイン広場太平洋戦争国立記念公園

グアム歴史村 イナラハン ゲフパゴ公園

ハガニア
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