
  

 

 

                         

      

 

 

ツアー期間：平成 28年 7月 24 日(日)～平成 28 年 7 月 30日(土)   

場所：台湾 台北市近郊  

定員：20名（参加希望のエントリー受付後、選考会を経て参加者を決定します。）   

対象：高校 1年生～高校 3年生 

 

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会（理事長 角 和夫) と兵庫県立人と自然の博

物館（館長 中瀬 勲）、台北市立動物園、（財）台北動物保育教育基金会は、合同で企

画主体となり、「高校生のための生き物調査体験ツアーin 台湾」を平成 28 年 7 月 24

日(日)～平成 28年 7月 30日(土)の日程で開催いたします。 

 

 本ツアーは日本からの参加高校生および台湾からの参加高校生に対して、兵庫県立

人と自然の博物館研究者（4名）および台北市立動物園（4名）計 8名が指導役として

付き、研究員それぞれの専門分野の視点から、台湾北部のフィールドで動物や植物、

昆虫を観察、採集するなど、生物相調査を実施し、本格的な生態研究を体験すると共

に、海外の青少年との交流によるコミュニケーション能力の向上を図ります。 

  

 

 

平成 28年度海外青少年交流事業 

「高校生のための生き物調査体験ツアーin 台湾」 

参加者を募集します。 
 

 

 



平成 28年度 海外青少年交流事業 

「高校生のための生き物調査体験ツアーin台湾」募集要項 

 

1． 目  的  本事業は、次世代を担う高校生が海外の未知の自然環境に触れることで、自然科 

   学分野での視野を広げると共に、現地の高校生との交流により、国際的な感覚を 

身につけることを目的としています。 

2． 研修企画  公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会 

兵庫県立人と自然の博物館 

台北市立動物園 

財団法人台北動物保育教育基金会 

3． 旅行主催  株式会社ＪＴＢ西日本 

4． 事業内容   （１）訪問先 台湾（台北市周辺） 

（２）ツアー実施期間  平成 28年 7月 24日（日）～平成 28年 7月 30日（土） 

（３）内容（詳細は別紙日程表参照） 

日本からの参加高校生（定員 20名）および台湾からの参加高校生に対して、兵

庫県立人と自然の博物館研究者（4名）および台北市立動物園（4名）計 8名が

指導役として付き、研究員それぞれの専門分野の視点から、台湾北部のフィー

ルドで動物や植物、昆虫を観察、採集するなど、生物相調査を実施し、本格的

な生態研究を体験すると共に、海外の青少年との交流によるコミュニケーショ

ン能力の向上を図ります。 

5． 定  員  ２０名（参加希望のエントリー受付後、選考会を経て参加者を決定します。） 

6． ｴﾝﾄﾘｰ資格 （１）高等学校 1年生～高等学校 3年生までの生徒 

（２）規律ある団体生活ができること 

（３）7日間の共同生活に適応できる良好な健康状態であること 

（４）渡航に必要な手続き（旅券取得）を 6月末日までに行えること 

（５）選考会（1回）、事前学習会（1回）、事後学習会（2回）の計 4回への参加が 

可能な事 

             （６）本事業へのエントリーに保護者の同意を得ていること。 

7． 旅行費用  126,800円（税込 ただし、旅券取得費用等は別途自己負担） 

8． ｴﾝﾄﾘｰ書類  エントリーシート、健康調査カード（書式は花博記念協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ） 

9． ｴﾝﾄﾘｰ書類提出先    封筒に書類 2点を入れて、以下の宛先まで郵便にてお送りください。 

〒538－0036 大阪市鶴見区緑地公園２－１３６  

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会「台湾調査体験ツアー」係 

10． ｴﾝﾄﾘｰ締切  平成 28年 5月 20 日（金）必着 

11． 選考方法  ｴﾝﾄﾘｰ書類での１次審査、指定日に大阪市内に集合しての、簡単な作文および集 

団面接による選考会（２次審査）を経て、参加者を決定いたします。 

12． 選考会（作文および面接による２次審査） 

            （１）日時：平成 28 年 6月 5日（日） 10時～16時 

            （２）場所：大阪市内を予定 

13． 参加者の決定・通知  平成 28 年 6月 17日（金）までに、自宅に結果および参加決定者には 

旅行参加申込書を郵送します。 

14． 事前学習会  平成 28年 7月 10 日（日） 

15． 事後学習会   1回目 平成 28年 8月 8日（月） 10時～16時 

2回目  平成 28 年 8月 22日（月） 10時～16時 

16． エントリーに関する問い合わせ先 

公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会 企画事業部第二課 

（電話）06－6915－4513 （FAX）06－6915－4524 

（E-mail）hanahakupps@expo-cosmos.or.jp   （受付時間）平日 9：30 ～ 17：30 



「高校生のための生き物調査体験ツアーin台湾」日程（予定） 

 

■現地での日程 

日目 日・曜日 テーマ 地名 
交通 

機関 
予 定 

１ 7/24 

(日) 

台湾へ出発 関西国際空港 

 

桃園国際空港 

台北市内 

動物園 

 

 

 

飛行機 

 

バス 

関西国際空港 集合 

関西国際空港 発 

桃園国際空港（台湾） 着 

台北市立動物園 

 ■日台高校生 対面 

 ■昆虫トラップ等製作・設置 

         ｟動物園 泊｠ 

２ 7/25 

(月) 

高地の東眼山へ 

 

 

 

動物園 

台北市内 

東眼山 

 

バス 

 

■昆虫トラップ確認・撤去 

台北市立動物園 発 

東眼山自然教育センター 着 

■オリエンテーション 

｟東眼山自然教育センター 泊｠ 

３ 7/26 

(火) 

台湾高地の 

生き物調査 

 

 

東眼山  ■午前中 生き物調査 

■午後  同定および標本づくり等 

■夜   夜間生き物観察 

（ライトトラップなど） 

｟東眼山自然教育センター 泊｠ 

４ 7/27 

(水) 

台湾の 

文化・自然史 

にふれる 

東眼山 

台北市内 

バス 東眼山自然教育センター 発 

台北市内での施設見学 

 ■龍山寺、台湾国立博物館など 見学 

｟台北市内ホテル 泊｠ 

５ 7/28 

(木) 

広大な台北市立

動物園内での 

生き物調査 

台北市内 

動物園 

バス ホテル 発 

台北市立動物園 着 

■午前中 生き物調査 

■午後  同定および標本づくり等 

■夜   夜間生き物観察 

（ライトトラップなど） 

｟動物園 泊｠ 

６ 7/29 

(金) 

広大な台北市立

動物園内での 

生き物調査 

動物園 

 

台北市内 

 

 

バス 

■午前中 生き物調査 

■午後  高校生 お別れ 

台北市内ホテルへ移動 

｟台北市内ホテル 泊｠ 

７ 7/30 

(土) 

日本へ帰国 台北市内 

桃園国際空港 

関西国際空港 

バス 

飛行機 

空港へ移動 

桃園国際空港（台湾） 発 

関西国際空港 着 

解散 

 

 


