
米国で広く実践されているHighScope カリキュラムの教育現場を視察します。
HighScope カリキュラムは、ペリー幼児教育研究で科学的効果があるとされ、OECD（国際機関 経済協力開発機
構）が世界５大幼児教育プログラムの一つとして認めています。
今回は、デトロイト郊外にある HighScope教育研究財団の本部とその附属幼稚園を訪問し、HighScope カリキュ

ラムについて説明を受け、私立グレッツェンズハウス子ども発達センター、州立オークランド大学附属ローリー幼稚
園、公立ステファンスキー幼稚園で、HighScope カリキュラムの現場を視察します。アメリカの幼児教育を体験され
たい方、自身の園でHighScope カリキュラムを実施したい方などの参加をお待ちしております。

旅行日程 ２０２０年３月２２日(日)または３月２１日(土)～３月２７日(金) ＊現地集合･現地解散
＊日本～デトロイト間の往復航空券は、本視察ツアーの実施が確定後に、ご自身で予約・購入いただくか、本ツアーを取り扱う
(株)JTB東京中央支店にご依頼下さい。本視察ツアーの実施の可否については、参加者が催行最少人数に集まった時点で、すぐ
に、皆様にお知らせします。

＊渡米前に、スカイプ等で参加者を対象とした「事前説明会」

定員 ２０名程度 ＊最小催行人数：１０名程度 を開催します。

参加対象 申込みは、当研究所の賛助会員やメルマガ会員、Web会員、セミナーなどに御参加いただいた
幼稚園や保育園の経営者など
幼稚園教諭、保育士、小中高の教師、子育てに係わる方々など
幼児教育等の研究者、行政職員など

旅行代金 お一人様：３８５,０００円、３／２１（土）の場合は ４０５,０００円

＊旅行代金には、宿泊費（1人部屋）、専用車代、食事（朝5回、昼4回、夜3回）、各訪問先の視察料金、視察先での解説料や資料代

が含まれています。
＊旅行代金に含まれないもの＝日本～デトロイト間の往復航空運賃、旅行中の個人的な費用（クリーニング、電話、旅程予定以外の
飲食、土産、チップ等）、海外旅行障害保険、視察先で個人が各自で購入する書籍代や教材代金等、旅券印紙、証紙代等

＊添乗員は同行しませんが、研究所の研究員や職員が同行します。
＊当ツアーは公益社団法人子どもの発達科学研究所が契約責任者として、株式会社JTBと契約する事業者を相手方とする受注型
企画旅行にて実施されます。

月日 場所 行 程 （現地での状況で変更の可能性があります） 食事

３ ／ ２ １ デトロイト ※日本出発は、３／２１(土)です
予 (土) 夜 宿泊ホテルロビーに集合
備 【デトロイト空港近く泊】 夕×

３ ／ ２ ２ デトロイト ※日本出発は、３／２２(日)です 終日 自由行動
１ (日) 夜 各自指定ホテルに到着 チェックイン （希望者には有料オプショナル

夜 全体ミーティング（参加者紹介、日程 ツアー有り）
説明等） 【デトロイト空港近く泊】 【デトロイト空港近く泊】 夕×

２ ３ ／ ２ ３ デトロイト 早朝 ホテル発 朝○
(月) 午前 HighScope 教育研究財団本部 及び 附属幼稚園視察 昼○

（その後、希望者はヘンリーフォード博物館へ） 夕○
夕 ホテル着＋全体ミーティング その後 【デトロイト空港近く泊】

３ ３ ／ ２ ４ アナーバー 朝 ホテル発 朝○
(火) 午前 グレッツェンズハウス子ども発達センター 昼○

午後 移動－途中Teacher's Store と Wall Mart に立ち寄る 夕○
夕 ホテル着＋全体ミーティング 【トロイ泊】

４ ３ ／ ２ ５ トロイ 朝 ホテル発 朝○
(水) 午前 州立オークランド大学付属ローリー幼稚園 昼○

午後 Trader Joe's に立ち寄る ホテル着＋全体ミーティング 夕×
夕 自由行動 【トロイ泊】

５ ３ ／ ２ ６ トロイ 朝 ホテル発 朝○
(木) 午前 公立ステファンスキー幼稚園 昼○

午後 イートンアカデミー特別支援学校 夕○
夕 ホテル着＋全体解団ミーティング 【デトロイト空港近く泊】

６ ３ ／ ２ ７ デトロイト 朝 各自でチェックアウト、解散、帰国する皆様で飛行場へ、飛行機に搭乗 朝○
(金)

※日本到着は、翌３／２８(土)となります

●視察日程の前後で、シカゴやニューヨーク等への訪問も可能ですので、航空機手配の際は、各自でアレンジ下さい。
＊本ツアーは、専用車で移動します。
＊朝食は各自ホテル、昼食は視察先、夕食はホテルから徒歩。各夕食時の飲み物代は別途各自でご負担下さい。
＊ホテルは、Hampton Inn & Suites by Hilton Detroit/Airport、同 Detroit/Troy 又は同等クラスを予定

2020アメリカ幼児教育 HighScope視察ツアー



＜企画・実施＞ 公益社団法人 子どもの発達科学研究所 TEL：０５３－４５６－０５７５ 担当：西川
＜旅行取扱＞ 株式会社ＪＴＢ 東京中央支店
＜募集締切＞ ２０２０年２月２１日（定員になり次第締め切ります）
＜申込方法＞ 別紙申込書に必要事項を記載のうえ、メールでお申し込み下さい

お申し込み日から7営業日以内に申込金65,000円を指定の口座にお振り込み下さい
＜問い合わせ先＞お申し込みや、旅程や視察内容については（公社）子どもの発達科学研究所へ

●旅行条件（要約）＊こちらに記載のない事項については、別途お渡しする旅行業約款（受注型企画旅行契約）に

よります。不明な点はお問い合わせ下さい。

■旅行代金 お一人様385,000円、3月21日（土）からの場合は405,000円
■旅行代金に含まれるもの
１．宿泊料金：1室1名利用（★★★同等クラス）
２．食事料金：朝５回、昼４回、夜３回
３．専用車代
４．各施設訪問先の視察料金
５．視察先での解説料や資料代

■旅行代金に含まれないもの
１．日本－デトロイト間の往復飛行運賃
２．旅券印紙・証紙代
３．旅行中の個人的な費用（クリーニング、電話代、飲食代、土産、チップ等）
４．夜３回の食事における「飲み物代」、3月25日(水)の夜の食事代)
５．視察先で、個人が各自で購入する書籍代金や教材代金等
６．任意の海外旅行傷害保険料

■取消料
１．お申し込み日後、7営業日まで：無し
２．お申し込み日後8営業日から2019年11月31日まで：65,000円
３．2019年12月1日から2020年2月5日まで：旅行代金の20％
４．2020年2月6日から2020年2月20日まで：旅行代金の40%
５．2020年2月21日から2020年3月7日まで：旅行代金の75%
６．2020年3月8日から旅行開始日前日まで：旅行代金の80%
７．旅行開始後又は無連絡不参加の場合：旅行代金の100%

■免責事項
お客様が次に掲げるような当研究所又は、当研究所の手配代行者の管理外の事由により損害を被ったときは、責
任を負いません
１．天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止
２．運送・宿泊期間等の事故、火災により発生する損害やサービス提供の中止又はこれらに生じる旅行日程の変
更もしくは旅行の中止

３．官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらにより生じる旅行日程の変更もしくは中止
４．食中毒及び盗難
５．運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等またはこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞
在時間の短縮

■その他
ここに記載のない事項については、旅行業約款（受注型企画旅行約款）によります。不明な点は、お問い合わせ
下さい。

＊本視察ツアーの参加者が
最少催行人数に満たない
場合は、中止となり、
65,000円は返金します。

◆当視察旅行は、米国デトロイトの現地集合＆現地解散です。日本とデトロイト間の往復航空

券は、本ツアー実施の確定後、別途、各自でお買い求め下さい。また、各自で、株式会社

JTB東京中央支店に、航空券手配の依頼もできます。なお、本視察ツアー実施の可否につ

いては、参加者が催行最少人数に集まった時点で、すぐに、皆様にお知らせします。

◆パスポートの残存有効期限について

帰国時まで有効なもので、アメリカ合衆国入国時に90日以上が望ましいです。

◆ESTAについて

アメリカ合衆国への入国には、ESTA渡航認証を受けなければなりません。取得には費用が

かかりますので、各自でご負担下さい。なお、詳細は、ESTA渡航認証のホームページや旅

行取扱会社にご相談下さい。

◆誓約書

本視察ツアー参加の皆様全員に、後日、「誓約書」の提出をお願いいたします。



※ ご旅行に関する諸手続きに必要な情報になりますので、お申し込み書は　正確に、記入漏れのないよう、お願いいたします。

選択個所は該当する□にレ点をご記入ください。ご記入頂いた個人情報は、①今回のご旅行手続き、②お客様との連絡、③各視察先への個人情報提供、

④運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配　等に、必要な範囲内で利用させていただきます。

お申込み書にご記載頂いた内容はすべて、サービス手配に必要な項目として旅行取扱会社の　株式会社JTB　へご連絡致します。

2019/11～

年 月 日 現地参加日(丸で囲む)

西暦

男

女

(姓) (名)

都 ・ 道

府 ・ 県

持っている →JTBの案内に従って下さい。 持っていない →受領予定日をご記入ください。（ 年 月 日 ）

※ご旅行についてご連絡することがございます。エラー防止のため、パソコンのメールアドレスをお勧め致します。

自宅 勤務先

　　　
現住所 その他 （ ）

〒 現住所と同じ

● 本書は、公益社団法人子どもの発達科学研究所 浜松オフィス内 HighScope-Japan設立準備室

（ contact@highscope-japan.org ）まで、メール添付にてお送り下さい。
＊ メール添付での送信が難しい場合は、　053-456-0575　までお電話でご相談下さい。可能な限り、別の方法をご案内致します。

● 本書を受領致しましたら、3営業日以内に、ご記載のメールアドレスへメールにて「お申し込み仮受付」のご連絡をさせて頂きます。

＊ 本書をお送り頂いてから3営業日が経過しても折り返しのメールがない場合には、その旨　053-456-0575 　までお問い合わせ下さい。

● お申し込み仮受付のメールが届きましたら、お申し込み金 65,000円　を弊所の下記銀行口座へお振込み下さい。

＊ お申し込み金のお振込み後は、キャンセルの場合もご返金は致しません。7営業日以内のお振込みがない場合、お申し込みは取り消しとなります。

＊ お申し込み金は旅行代金の一部に充当します。

＊ 本ツアーの参加者が最少催行人員に達せず、本ツアー自体が中止となった場合は、お申し込み金を全額ご返金致します。

【振込口座】 三井住友銀行 浜松支店 普通預金

【口座名義】 公益社団法人 子どもの発達科学研究所

　※ 振込手数料はご負担下さい

その他、お申込書についてのお問い合わせ先･･･

≪電話受付時間　月～金　9：00～17：00≫　

※ 土・日・祝日、12/28～1/5はお休みとなります。
※ 電話番号やメールアドレスは、お間違いのないようお願い致します。

contact@highscope-japan.org

053（456）0575

勤務先名称
（英語表記）

役職
(英語)

お申し込み日 ①3/22(日)から ・ ②3/21(土)から

E-mail

勤務先名称 役職

電話

電話＆FAX

書類送付先

緊急連絡先

お名前 続柄

住所 電話

7119673

公益社団法人子どもの発達科学研究所 浜松オフィス内　HighScope-Japan設立準備室

メ ー ル

FAX
携帯
電話

現住所

本籍

パスポートに
ついて

フリガナ 〒
－

年 月 日

勤務先所在地 TEL

フリガナ

生年月日
氏名

（ 歳 ）

ローマ字
氏名

航空便の予約氏名となります。パスポート申請通りに必ずご記入ください。
国籍



■HighScope 視察ツアー・お申し込み手順

□１．「2020年3/22 (21) ～ 27HighScope視察ツアー申込書」に必要事項をご記入下さい

↓

□２．「2020年3/22 (21) ～ 27HighScope視察ツアー申込書」を
contact@highscope-japan.org に、メールに添付してお送り下さい。

＊弊所より、３営業日以内に、メールにて、「お申し込み仮受付」の御返事をいたします。

↓

□３．「お申し込み日」から７営業日以内に、お申し込み金65,000円を
三井住友銀行 浜松支店 普通 7119673 公益社団法人子どもの発達科学研究所 へ
お振り込み下さい。（振込手数料はご負担下さい）
注）お客様の都合によるキャンセルの場合、ご返金はいたしません

＊弊所より、３営業日以内に、メールにて、「入金御礼」の御返事をいたします。

↓
お申し込み完了

「視察ツアー 実施 決定」 の連絡をお待ち下さい。

■お申し込み完了後の 手順概要
●視察ツアー 実施の場合
・お申込者が最少催行人数に集まった時点で、弊所より、お申し込みいただいた皆様に、「視察ツアー実施決
定」のメールをさしあげます。

・また、後日、旅行手配会社の(株)JTB東京中央支店からも、ご連絡をさしあげます。視察ツアー出発に向けた
手続きを旅行手配会社と共に進めて下さい。

□４．日本～デトロイト間の、航空券の手配をお願いします。
注）この航空券の手配は、本視察ツアーの実施決定にお願いします。ご自身でのネット

予約や、旅行代理店にご依頼ください

↓

□５．旅行代金の残金320,000円（または340,000円）を、旅行手配会社(株)JTBの指定す
る銀行口座にお振り込み下さい。

＊旅行代金の残金は320,000円（または340,000円）ですが、オプショナルツアーの参加や日本～デトロイト間往復
空港券の手配依頼などの有無により、残金額が変わりますので、詳細は(株)JTBと打合せをお願いします。

●視察ツアーが中止となる場合
・申込者が、最少催行人数を下回り、視察ツアーが中止となる場合は、2019年12月20日（金）（ツアー開始日の
３ヶ月前）までに、ご連絡申し上げます。この場合、お申し込み金65,000円は全額返金いたします。

※ 誓約書のお願い

今回の HighScope 視察ツアーは、米国の幼稚園や学校等を訪問します。これらの教育施設から、子
どもたちの安全確保の観点から、外部の訪問者である本視察ツアー参加者に対して、個人情報の提供
や節度有る行動が求められております。
つきましては、本視察ツアーの参加者全員の個人情報について、本視察ツアー出発前に、米国にて

Background Check がなされます。また、参加者の皆様には、後日、「誓約書」を提出していただくこ
とになりますので、あらかじめご了承下さい。



✈ 日本－米国間の航空機について ✈

１．ご注意

①本ツアーには、日本－米国間の航空料金は含まれていません
②日本－米国間は、別途、ご自身で、航空券をご購入下さい
③よって、本ツアーの前や後で、ニューヨークやシカゴ等、立ち寄りが可能です

２．日程の「予備日」について

・本ツアーのメインは、３月２３日（月）のデトロイトHighScope教育研究財団本部の訪問と附属幼稚園の視察です。
これに間に合うには、日本を３月２２日（日）に出発し、同日の夜にデトロイトに到着している必要があります。
・例年３月末は、成田空港や羽田空港の周辺の「強風のため」、飛行機が欠航になる事が多々あります。もし、
３月２２日（日）の飛行機が欠航になると、３月２３日（月）の出発の飛行機に振替となり（デトロイト到着が３月
２３日（月）の夜になるので）、HighScope教育研究財団本部の視察ができなくなります。
・そのためのリスク管理として、当研究所としては、一日早い３月２１日（土）に日本出発をお勧めします。この場
合、翌日の３月２２日（日）は終日・自由行動となりますが、希望者には有料のオプショナルツアー（デトロイト美
術館等を予定：詳細は参加希望者と調整）を行います。

３．航空券の購入について

（１）旅行代理店に依頼する場合
本ツアーの手配会社である「株式会社JTB東京中央支店 担当：林さん、青木さん、高橋さん」
（TEL 03-6737-9283 営業時間＝9:30～17:30(土･日･祝日除く)）にご依頼下さい。

（２）ご自身で購入する場合 （海外渡航に、旅慣れている方）
・デルタ航空や日本航空、全日空などの航空会社のホームページや、エクスペディアなどの旅
行サイト、ＨＩＳなどの旅行会社のサイトなどから、予約＆購入ができます。
・通常、クレジットカード決済となります。
・ネットで、航空券の予約等のご経験がある方にお勧めします。

４．行きの航空スケジュール例 （2019年10月20日現在）

（１）直行便の場合＝デルタ航空になります ３／２１(土)または３／２２(日) に搭乗
①成田 16:55 DL276 15:38 デトロイト （同日の到着となります）
②名古屋（セントレア） 17:00 DL94 16:20 デトロイト （同日の到着となります）

※海外が初めての方、または、日本出国や米国入国などに不安のある方は、当研究所の研究員が搭乗する
3月21日(土)の成田発（DL276）に同行搭乗いただきますようお願いします。

（２）乗り換え便の場合 （例）
①日本航空 シカゴやボストン、ニューヨーク等での乗り換えとなります
②全日空 シカゴやニューヨーク、ロサンゼルス等での乗り換えとなります

５．帰りの航空スケジュール例 （2019年10月20日現在）

（１）直行便の場合＝デルタ航空になります ３／２７(金) に搭乗
①デトロイト 13:13 DL275 ３／２８(土) 15:30 成田 （翌日＝3/28(土)の到着となります）
②デトロイト 12:28 DL95 ３／２８(土) 15:25 名古屋 （翌日＝3/28(土)の到着となります）

※帰国日は、チェックアウト後、ホテルから飛行場へ、ツアー参加者と、まとまって移動する予定です。

（２）乗り換え便の場合 （例）
①日本航空 シカゴやボストン、ニューヨーク等での乗り換えとなります
②全日空 シカゴやニューヨーク、ロサンゼルス等での乗り換えとなります



その他

１．デトロイト空港（Detroit Metro Airport）からホテルまで

本ツアーは、現地集合（2020年3月22日(日)19時に、指定のホテルに集合）＆現地解散（2020年3月27日

(金)朝に各自でホテルのチェックアウトで解散）のツアーです。

よって、デトロイト空港からホテル間の移動は、各自でお願いします。

デトロイト空港からホテル間は、ホテルの「無料シャトル」が約30分の間隔で運行しています。ホテルは、

Hampton Inn ＆Suits by Hilton Detroit Airport を予定しており、写真のホテルの「無料シャトル」が運行

しています。

デトロイト空港到着後は、「乗り場（Ground Transportation Center）」でホテルの「無料シャトル」の到着

を待って、ご乗車ください。

なお、2020年3月22日(日)、時間帯にもよりますが、当研究所の研究員等が、デトロイト空港の

到着出口で、参加者の到着をお迎えする予定です。

２．3月22日(日)の予備日の過ごし方について

＜パターン１＞
各自で、自由行動となります。

＊日本で、スマホ等にUber のアプリを入れクレジットカード等を登録しておくと、米国で Uber を利用でき便利です。

＜パターン２＞
研究所の研究員または職員が「デトロイト美術館」等の「観光」を行う予定です。これにご同行いただく

ことも可能です。美術館などの入場資料や昼食代は各自でご負担いただきます。Uberで移動します

ので、その料金を同乗者で按分してご負担いただきます。

【観光プラン例】

9:30頃 ホテル出発 4～6人乗りUBER に同乗

10:00頃 デトロイト美術館到着

・各自で見学、及び、各自でカフェテリアで昼食

13:00頃 デトロイト歴史博物館に移動

14:00頃 ホテルに向け 4～6人乗りUber に乗車

15:00頃 ホテル到着

Ground Transportation Center の
シャトルバス乗り場

ホテルの無料シャトルバス
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