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日程：日程：日程：日程：            2018201820182018 年７月年７月年７月年７月 23232323 日（日（日（日（月月月月）～７月）～７月）～７月）～７月 31313131 日（日（日（日（火火火火））））    

 

目的：     ラグビー大国ラグビー大国ラグビー大国ラグビー大国ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランドののののラグビーラグビーラグビーラグビー強豪高校強豪高校強豪高校強豪高校では高校生をどのような環境ででは高校生をどのような環境ででは高校生をどのような環境ででは高校生をどのような環境で    

どのように指導しているか？どのように指導しているか？どのように指導しているか？どのように指導しているか？    

    

ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランドの高校の高校の高校の高校における恵まれたにおける恵まれたにおける恵まれたにおける恵まれた「「「「学校ラグビー学校ラグビー学校ラグビー学校ラグビー」」」」のののの基盤を体験し、試合、基盤を体験し、試合、基盤を体験し、試合、基盤を体験し、試合、練習、練習、練習、練習、ホホホホ

ームステイなどを通して個ームステイなどを通して個ームステイなどを通して個ームステイなどを通して個々のラグビー技術向上と共に、地元の人達との交流をはかり、々のラグビー技術向上と共に、地元の人達との交流をはかり、々のラグビー技術向上と共に、地元の人達との交流をはかり、々のラグビー技術向上と共に、地元の人達との交流をはかり、

教員・生徒の教員・生徒の教員・生徒の教員・生徒の「「「「ラグビーに対する自己啓発ラグビーに対する自己啓発ラグビーに対する自己啓発ラグビーに対する自己啓発」」」」を諮るプログラムです。を諮るプログラムです。を諮るプログラムです。を諮るプログラムです。    

    

このプログラムでは、このプログラムでは、このプログラムでは、このプログラムでは、生徒生徒生徒生徒ひとりでも参加できひとりでも参加できひとりでも参加できひとりでも参加できニュージーランドラグビーを体験できニュージーランドラグビーを体験できニュージーランドラグビーを体験できニュージーランドラグビーを体験できるるるる機会を機会を機会を機会を

提供、提供、提供、提供、ニュージーランドでのラグビー体験をニュージーランドでのラグビー体験をニュージーランドでのラグビー体験をニュージーランドでのラグビー体験を通じ自己啓発や通じ自己啓発や通じ自己啓発や通じ自己啓発や国際理解国際理解国際理解国際理解教育に貢献し教育に貢献し教育に貢献し教育に貢献します。ます。ます。ます。

指導者には、学校内に指導者には、学校内に指導者には、学校内に指導者には、学校内に 23232323 チームをもつチームをもつチームをもつチームをもつ NZNZNZNZ 公立公立公立公立校のラグビー管理、育成校のラグビー管理、育成校のラグビー管理、育成校のラグビー管理、育成指導法指導法指導法指導法、トレーニ、トレーニ、トレーニ、トレーニ

ングングングングシステムなどを学んでいただけます。システムなどを学んでいただけます。システムなどを学んでいただけます。システムなどを学んでいただけます。    
 

＊現地ＮＺ高校との練習試合、  
＊ＮＺ高校生と合同練習、  
＊現地の試合観戦、 
＊NZ 高校でのトレーニングなどを含む 

企画：  日本ニュージーランドセンター 

NZ 受入：  NZ 公立男子高校 クライストチャーチボーイズハィスクール 

 
 
 
 
 

        

 

 



CBHS 校とは校とは校とは校とは               
 
 
 
 
 

 

 

Christchurch Boys’ High School(CBHS)は、1881 年創立、生徒数は 1349 名（2014 年現在）文

武両道を信条とするニュージーランドを代表する名門校です。学問、スポーツともに好成績の獲

得を目標とし、音楽、美術、演劇、文芸領域でも多くの受賞歴があり高等教育機関への進学率が

高く、スクールカラーは青と黒が特徴的な制服を着用。 

CBHS 校は 1996 年にラグビーがプロスポーツになって以来、間違いなく世界でナンバーワンのラ

グビー校となっています。 これまでに 45 名のオールブラックッス選手を輩出し、1996 年ラグビー

プロ化以来これほど多くの国際的な選手を生み出している学校は世界のどこにもないと言えます。

CBHS 校はこれまでオールブラックス 15 名、日本代表 3 名、アメリカ代表１名、アイルランド代表１

名、オールブラックスコーチ 2 名を輩出しています。2013 年の無敗オールブラックスメンバーには、

CBHS 校出身の選手 7 名とヘッドコーチが含まれていました。1996 年以来 65 名がプロのラグビ

ー選手として活躍しています。 

 

CBHS ラグビーの成功の秘訣は、学業の努力と、ラグビーの卓越性、文武両道という同校の理念

に基づくものです。同校のラグビープログラムは、リーダーシップ、イニシアティブ、バランスの卓

越性の追求に焦点をおいています。 

＊CBHS 校には 530 名のラグビー選手、U13―U19 まで 23 チーム、 

＊コーチ 44 名、マネジャー２３名、理学療養士 2 名、ウエイト・インストラクター１名、コンディショ

ニングコーチ 2 名が在籍 

＊ラグビーフィールド 4 つ、校庭 6ｈａ、体育館 2 棟、全天候型トレーニング施設１棟 

 
担当：   
  
             
 
 
 
       
 
 
 
 
 
     Mr Nic HILLMr Nic HILLMr Nic HILLMr Nic HILL  Mr Carl EVERETTMr Carl EVERETTMr Carl EVERETTMr Carl EVERETT     Mr Danny PorteMr Danny PorteMr Danny PorteMr Danny Porte    
  校長   国際部長  1 軍コーチ・国際ラグビーコーチ 
 
 
手配：  ニュージーランドの受入手配はクライストチャーチボーイズハイスクールです。同校が行程

に必要な現地全ての受入手配を行い、行程に学校職員を帯同させ、ラグビーキャンププロ
グラム遂行に積極的協力体制を整備します。 

 

宿泊： クライストチャーチ市内：    学生：CBHS 校ラグビー選手宅にホームステイ 

教員：市内モーテル（原則として 2 名 1 室） 

（※CBHS 校が全ての宿泊手配を行います。） 

 

■    日程：日程：日程：日程：    2018201820182018 年７月年７月年７月年７月 23232323 日（日（日（日（月月月月）～７月）～７月）～７月）～７月 31313131 日日日日（（（（火火火火））））    ：：：：    ８８８８泊泊泊泊 9999 日（機内日（機内日（機内日（機内２２２２泊）泊）泊）泊）    

 



■■■■    参加費：参加費：参加費：参加費：    一人＠一人＠一人＠一人＠2222７７７７万円万円万円万円    （学生・教員とも）  旅行諸費用は別途 

            （（（（関西関西関西関西空港までの交通費は空港までの交通費は空港までの交通費は空港までの交通費は各自別途各自別途各自別途各自別途））））    

（但、教員の方はホテル 2 名 1 室の料金。1 人部屋希望の場合は別途費用） 
＊燃油サーチャージ（2017 年 8 月付目安額￥28,600）などの旅行諸費用を除く 
＊NZ 教育省推薦の NZ で対応範囲の広い NZ 保険会社の旅行者用医療保険（別途）の 

加入をお勧めします。 
＊学生：現地試合用チームジャージ費用＠￥５，８００別途 
 

■ 申込締切：   2018201820182018 年年年年    ５５５５月月月月    21212121 日（月日（月日（月日（月））））    ≪≪≪≪生徒生徒生徒生徒申込先着順受付：申込先着順受付：申込先着順受付：申込先着順受付：    男子男子男子男子 30303030 名名名名≫≫≫≫    

※集合場所までの乗継航空券など、早期予約確保が必要です。 

募集人数に達した時は締切前でも募集締切ります。 
    

■ 集合：集合：集合：集合：                        関西空港関西空港関西空港関西空港    ４階４階４階４階    南側南側南側南側    国際線出発ロビー国際線出発ロビー国際線出発ロビー国際線出発ロビー    HHHH    チェックインカウンターチェックインカウンターチェックインカウンターチェックインカウンター    

          シンガポール航空シンガポール航空シンガポール航空シンガポール航空    カウンターカウンターカウンターカウンター前前前前    
    

                                        集合後、チェックインの前に全国から集合の選手・コーチが顔合わせを行います。集合後、チェックインの前に全国から集合の選手・コーチが顔合わせを行います。集合後、チェックインの前に全国から集合の選手・コーチが顔合わせを行います。集合後、チェックインの前に全国から集合の選手・コーチが顔合わせを行います。        
    

                                        
    

 

    
    

☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

    

    

企企企企        画画画画        ：：：：    日本日本日本日本ニュージーランドセンターニュージーランドセンターニュージーランドセンターニュージーランドセンター 

〒〒〒〒540540540540----0012  0012  0012  0012      
大阪市中央区谷町大阪市中央区谷町大阪市中央区谷町大阪市中央区谷町 1111----4444----2 2 2 2 大阪オルガンビル大阪オルガンビル大阪オルガンビル大阪オルガンビル 8888ＦＦＦＦ    
TEL : 06TEL : 06TEL : 06TEL : 06----6944694469446944----3511,  FAX : 063511,  FAX : 063511,  FAX : 063511,  FAX : 06----6944694469446944----3512351235123512    

 
協協協協        力力力力        ：：：：    ニュージーランド国・クライストチャーニュージーランド国・クライストチャーニュージーランド国・クライストチャーニュージーランド国・クライストチャーチチチチ    ボーイズハイスクールボーイズハイスクールボーイズハイスクールボーイズハイスクール    

                                PO Box8157, Riccarton, Christchurch, NEWZEALANDPO Box8157, Riccarton, Christchurch, NEWZEALANDPO Box8157, Riccarton, Christchurch, NEWZEALANDPO Box8157, Riccarton, Christchurch, NEWZEALAND    
                    TEL:64TEL:64TEL:64TEL:64----3333----346346346346----5003500350035003, FAX: 64, FAX: 64, FAX: 64, FAX: 64----3333----348348348348----8121812181218121    
    
    
    

    
後後後後            援援援援        ：：：：    ニュージーランド大使館ニュージーランド大使館ニュージーランド大使館ニュージーランド大使館    
                    〒〒〒〒150150150150----0047004700470047    
                        東京都渋谷区東京都渋谷区東京都渋谷区東京都渋谷区神神神神山町山町山町山町 20202020－－－－40404040    
                        TEL:03TEL:03TEL:03TEL:03----3463463463467777----2271227122712271,  FAX:03,  FAX:03,  FAX:03,  FAX:03----3467346734673467----6843684368436843    
    
    
    

    
    
    
渡航手配渡航手配渡航手配渡航手配    ：：：：    日通旅行株式会社：日通旅行株式会社：日通旅行株式会社：日通旅行株式会社：            

〒〒〒〒541541541541----0041004100410041    
        大阪市中央区北浜大阪市中央区北浜大阪市中央区北浜大阪市中央区北浜 1-1-6    

観光庁長官登録旅行業第１９３７号観光庁長官登録旅行業第１９３７号観光庁長官登録旅行業第１９３７号観光庁長官登録旅行業第１９３７号    

TEL:,:06TEL:,:06TEL:,:06TEL:,:06----6231623162316231----0303030303030303, FAX06, FAX06, FAX06, FAX06----6201620162016201----1991199119911991    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

2017 年ラグビーキャンプより：年ラグビーキャンプより：年ラグビーキャンプより：年ラグビーキャンプより： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試合をした CBHS 留学生たちと一緒にトレーニング 

 

 

生徒アン生徒アン生徒アン生徒アンケケケケートートートート抜粋抜粋抜粋抜粋：：：：    

＊ 初心者でもわかるように細かいところまでしっかり教えてもらいわかりやすかった。 

＊ できないところを正確に指摘してくれ、とてもためになる６日間でした。 

＊ どこがどう悪いかを的確に教えてくれたからわかりやすかった。 

＊ 体が大きくて元プロで活躍していた人が CBHS の一軍コーチでとてもよかった。 

＊ メニューの一つ一つの意味を教えてくれてわかりやすく自分の為になった。 

＊ 最初に簡単なメニューでポイントを確認してから徐々にメニューの難易度を上げていったので

どんなプレーをするのか明確な状態で練習できた。 

＊ 細かい説明を受けて理解しやすかった。またたくさん学ぶことができた。 

＊ 試合中どういう場面で使ったらよいかわかりやすかった。 

＊ とても分かりやすく例を出しながらトレーニングを進めるのでよく理解できた。 

＊  ホームステイでは最初は何を言っているのかわからなかったけれど日を重ねるごとにスピーキングができ

るようになり、ある程度のコミュニケーションはできた。家族が優しくて仲良くなり忘れられない思い出が

できた。またいつかＮＺに行きたいです。 

＊  このキャンプを通じて「外国人との交流」「仲間づくり」「ＮＺラグビーを学ぶ」を特に重点的に目標としてい

たが十分に達成できたと思う。他県の高校生とは昨年の高体連の合宿で対戦した相手チームの人がい

たりして話をよくすることができた。 

＊  このキャンプに参加して色々な面で成長できたと思う。参加して間違いなく正解だったと思う。失敗しても 

気にせず、挑戦することを kiwi boyから学びました。 

＊このキャンプでラグビーの理解度がとてもあがり充実したキャンプでした。ラグビーのことだけでなく、

色々な人と話すことができコミュニケーションをとることができた。このキャンプでの時間を大切にしてチー

ムにたくさんのことを持ち帰りたいと思います。                

＊ 初めての海外経験だったため不安が多かったが、ホストフアミリーの人たちも温かく迎えてくれて話しやす

かった。このキャンプに参加する前より英語をより聞き取れるようになった。コーチに教わったことを一生

懸命したが上手くいかない時もあった。他の高校の人たちは上手にできていて日本に帰ってからも頑張

らなければいけないと思った。 

 


