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甲南高校（兵庫県）が相馬市と
福島市で修学旅行を実施！
こ う な ん

会津若松市

平成 28 年 7 月
公益財団法人福島県観光物産交流協会

郡山市

双葉町

日 程
学校名
学 年

加須市立種足小学校 ･････････････････････4

大分県

大分県立高田高等学校 ･･･････････････････5

鹿児島県

鹿児島県立曽於高等学校 ･････････････････6

熊本県

熊本国府高等学校 ･･･････････････････････7

香川県

尽誠学園高等学校 ･･･････････････････････8

林間学校

茨城県

会館にて立谷市長から震災講話を聴いた後、宿泊先となる
福島市の土湯温泉で横断幕と福島県のマスコットキャラクター

「八重たん」
、土湯温泉のマスコットキャラクター
「きぼっこちゃ
ん」や関係者などから盛大な歓迎を受けました。

翌17日の午前には環境学習として、土湯温泉の源泉地で

温泉熱を使ったバイナリー発電や小水力発電設備などを見
学し、生徒たちはガイドの説明を熱心に聞きながら学んで

いました。午後は、福島高校を訪れ、同校の2年生320名と交
流を行いました。福島高校は応援団やチアダンス、甲南高校

▲震災の復興への課題等について話し合い

はラグビー部がマオリ
（ニュージーランド）の伝統舞踊ハカ

泉崎村

を披露し、その後福島高校のラグビー部と合同でハカを披

露しました。一行はグループに分かれ、東日本大震災と阪神
淡路大震災という大きな震災を経験した地域同士が、復興

や風評被害などの課題解決について話し合いを行い、各グ
▲甲南高校と福島高校の生徒が肩を組
む様子

ループの代表者が話し合いの内容を発表しました

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！
福島県での修学旅行は何度も話し合いを
重ねて実現したため、大変充実した内容
となった。甲南高校が修学旅行で福島を
訪れたことで、福島県を訪れる学校が増
え、福島の復興につながると良いと思う。

震災学習・ボランティア

甲南学園甲南高等学校 ･･･････････････････3

49

栃木県
群馬県

・・・・・・ C O N T E N T S ・・・・・・

埼玉県

常盤
自動車道

修学旅行初日16日に本県入りした生徒たちは、相馬市民

▲宿泊施設で歓迎の様子

兵庫県

相馬市

4
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49

磐越自動車道

平成27年6月16日～6月20日（4泊5日）
兵庫県 甲南学園甲南高等学校
高校生 人 数 193名 エリア 相馬市 / 福島市

6

福島市

新潟県

修学旅行

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

福島県ではこれまで、豊かな自然や歴史に培われた伝統文化などをフィールドにした体験
学習を推進し、多くの子どもたちの教育旅行を受け入れてまいりました。
しかし、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による風評などの影響により、本県を
訪れる教育旅行は激減しましたが、震災から 5 年が経過した中、震災前の約半分を超えるまで
に回復してきております。
こうした状況の中、震災後に県外から教育旅行で来県いただ学校等の活動の内容を事例集
としてまとめ、一部の学校様の事例ではございますが、ご紹介させていただきます。
これまでの教育旅行と併せ震災及び原発事故を経験した福島県ならではの震災学習やボラ
ンティアなど新たな教育旅行コンテンツを利用した来県校も増加しております。
福島県での教育旅行は、震災から立ち上がり、前を向いて復興に取り組む被災地の現状を学
ぶまたとない機会であり、生徒の皆さんにとって一生の思
い出に残る貴重な経験になると思います。この事例集ご覧
をいただき、福島県での教育旅行を御検討いただくきっ
国見町
かけとなれば幸いです。
皆さんのお越しを、心からお待ちしております。

東北自動車道

はじめに

山形県

東京都

東京農業大学第三高等学校演劇部 ･･･････ 17

長野県

塩尻市立楢川中学校 ･･･････････････････ 18

島根県

島根県立隠岐島前高等学校 ･････････････ 19

新潟県

長岡市立山古志中学校 ･････････････････ 20

国際交流

茨城県

那珂市立第四中学校 ･････････････････････9

フランスの高校生 ･････････････････････････････ 21

東京都

学校法人桐朋学園桐朋中学校 ･･･････････ 10

ベトナムの大学生 ･････････････････････････････ 22

埼玉県

城北埼玉中学校 ･･･････････････････････ 11

先生

福島県の情報はテレビや写真の映
像でしか見ていなかったため、実際
に訪れて見て、
イメージが変わった。
参加した生徒

▲土湯温泉環境エネルギー学習

福島県内行程表［兵庫県▶宮城県▶福島県▶宮城県▶北海道▶兵庫県（4泊5日・福島県内1泊）］
■1日目

 丹空港→→→仙台空港＝＝＝サッポロ仙台ビール園＝＝＝宮城県内学校訪問＝＝＝
伊
相馬市長からの講話（相馬市民ホール）＝＝＝土湯温泉泊

■2日目

宿………土湯温泉環境学習＝＝＝学校交流（福島高校）＝＝＝宮城県

＝バス

→飛行機

…徒歩

今回の訪問先周辺の観光情報！！

合宿

神奈川県

鎌倉学園高等学校硬式野球部 ･･･････････ 12

青森県

青森県立商業高等学校ラグビー部・
青森県立青森工業高等学校ラグビー部 ･･･ 13

神奈川県

松蔭大学駅伝部 ･･･････････････････････ 14

東京都

明治大学応援団 ･･･････････････････････ 15

東京都

創価大学スノーボード愛好会 ･･･････････ 16

磐梯吾妻スカイライン（福島市）

高湯温泉と土湯峠を結ぶ、全長28.7㎞の
山岳観光道路で最高標高1,622m の吾妻連
峰の絶景の中を縫うように走る、
「 空の道」
です。日本の道百選にも選ばれており、春の
「雪の回廊」から秋の「紅葉」まで雄大で変化
に富んだ自然の風景を堪能することができ
ます。

相馬野馬追（相馬市）

相馬野馬追は、甲冑に身を固めた500余騎
の騎馬武者が腰に太刀、背に旗指物をつけ
て疾走する豪華絢爛で勇壮な戦国絵巻を繰
り広げる神事です。
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磐越自動車道

常盤
自動車道

49

4

いわき市

栃木県
群馬県

地視察などを行いました。新舞子浜地区の黒松の防風

4

群馬県

多くの人々が避難した高台や、小学校で一晩を明かした
話などに児童たちは真剣に耳を傾けていました。

28日は小名浜港デイクルーズ、
アクアマリンバックヤー

ドツアーを体験し、帰路につきました。

6
4

常盤
自動車道

49

いわき市

茨城県

本県で修学旅行を行う大分県の高校は震災後初めてとなります。

高田高校は、同年代の交流を通して震災学習を深めたいという考えから、

双葉翔陽高校、富岡高校の生徒、計51名と交流会を行いました。交流会

波やがれきの写真を見ながら説明を聞き、震災当時に

修学旅行

宮城県

栃木県

あり、思いを込めて植樹に励んでいました。

学校の高濱校長先生から当時の被災状況について、津

初日は、震災の影響により校舎をいわき明星大学に移設した双葉高校、

では、
「震災で福島は何が変わったのか？」をテーマに、高田高校が事前

学習の成果発表を行い、続いて各校がグループに分かれて意見交換を行

いました。津波や避難生活の体験談を聞いた高田高校の生徒たちは、そ
の被害の甚大さに驚き、福島の高校生に応援のメッセージを送り、復興へ
の協力を約束しました。

2日目の12月15日は北塩原村でスキー研修が行われ、ほとんどの生徒

が初めてのスキー体験でしたが、インストラクターの指導で徐々に滑り方

▲福島の復興の様子など、事前学習の成果を発表

を覚え、軽快に滑走する姿が見られました。

4泊5日の全日程のうち4日間を福島で過ごした同校は、震災を体験した

▲思いを込めて植樹する子どもたち

同年代との交流やスキー教室など、新鮮で思い出に残る修学旅行となり

ました。

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

震災に対して具体的な行動を起こしてほしいと
思っていた。子どもたちが12歳の時に植えたも
のがやがて成長し、人々を守っていく、というこ
とが素晴らしいと思っている。また震災をきっ
かけにボランティア活動や、福島県の再興に携
わっている方々の思いを学習し、これからの自
分の生き方を考えるきっかけにしてほしい。

▲震災当時の様子を聞く

▲豊間小学校の現在の姿を見る

校長先生

参加した生徒

▲植樹体験での集合写真

福島県内行程表［埼玉県▶福島県▶埼玉県（1泊2日・福島県内1泊）］

＝バス

→飛行機

…徒歩

▲地元高校生の震災体験談に真剣に ▲ゲレンデで楽しむ様子
聞き入る

今回の修学旅行では、生徒は福島の現状を自分の目耳で確か
めることができた。また、交流会での学習発表や意見交換を
とおして、同世代の高校生が力強く未来を語る姿に刺激を受
けた。その上で、今後、自分はどうすべきか考え始めたようだ。
高校生どうし遠慮なく活発に交流する姿に感動した。生徒に
とっても、我々教員にとっても、本当に勉強になった。

交流会では友人の同級生を
津波で亡くされた話を聞き、
命の尊さを痛感した。自分
が他者から生かされている
ことに感謝して、家族や友
人を大切にしようと思った。

この木が福島の人を守ってくれたらと思って植
えた。10年後、20年後に自分が見に来た時に大
きくなっていてほしいし、家族とまた訪れたい。

参加した生徒

初めてのスキーだったが
楽しく滑ることができた。
震災学習やスキー教室な
ど幅広い学習ができたの
で、今の1年生にも福島で
の修学旅行を勧めたい。

参加した生徒

▲初めてのスキーに挑戦！

福島県内行程表［大分県▶東京都▶福島県▶千葉県▶東京都▶大分県（4泊5日・福島県内3泊）］

＝バス

→飛行機

…徒歩

―JR

 私鉄

 玉県（加須市）＝＝＝加須 IC ＝＝＝いわき中央 IC ＝＝＝新舞子浜地区で植林体験＝＝＝塩谷崎灯台見学＝＝＝
埼
白水阿弥陀堂見学＝＝＝石炭・化石館 ほるる見学＝＝＝いわき湯本温泉泊

■1日目

大分空港→→→羽田空港  品川―――いわき＝＝＝学校交流（双葉高校、双葉翔陽高校、富岡高校）＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■2日目

宿………スキー研修………宿（昼食）………スキー研修………裏磐梯（北塩原村）泊

 ＝＝＝いわきデイ・クルーズ＝＝＝アクアマリンふくしま＝＝＝いわき・ら・ら・ミュウ（昼食・買い物）＝＝＝いわ
宿
き湯本 IC ＝＝＝加須 IC ＝＝＝学校（加須市）

■3日目

宿………スキー研修………宿（昼食）………スキー研修………裏磐梯（北塩原村）泊

■4日目

宿＝＝＝いわき市沿岸部薄磯地区研修＝＝＝アクアマリン研修＝＝＝千葉県

今回の訪問先周辺の観光情報！！
白水阿弥陀堂（いわき市）

福島県唯一の国宝建造物。岩城則道公の
妻徳尼が夫の供養のために建立したといわ
れる、平安後期の代表的な阿弥陀堂建築。美
しい曲線を描く屋根と浄土式庭園が調和し
た、優美な姿を見せてくれます。7月上旬ご
ろから古代蓮が楽しめます。

4
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本県で修学旅行を行いました。

その後、海岸から近い豊間地区を実際に歩き、豊間中

■2日目

平成27年12月14日～12月18日
（4泊5日）
大分県 大分県立高田高等学校
高校生 人 数 133名 エリア いわき市 / 北塩原村

北塩原村

新潟県

林は東日本大震災の大津波から街を守ったとされてい

ます。児童たちは学校で黒松の苗木を育ててきたことも

■1日目

日 程
学校名
学 年

茨城県

27日は新舞子浜地区での植林活動、豊間地区の被災

校長先生

大分県立高田高校がいわき市と
北塩原村で修学旅行を実施！

山形県

東北
新幹
線 東
北本
線

新潟県

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

平成27年10月27日～10月28日
（1泊2日）
埼玉県 加須市立種足小学校
小学生 人 数 38名 エリア いわき市

東北自動車道

日 程
学校名
学 年

山形県

東北自動車道

埼玉県加須市立種足小学校が
いわき市で修学旅行を実施！
た な だ れ

今回の訪問先周辺の観光情報！！
塩屋埼灯台（いわき市）

平薄磯にある海抜73m の断崖上に立つ白
亜の灯台で、白亜の美しい外観から「日本の
灯台50選」にも選ばれました。東日本大震
災の影響で立入禁止となっていましたが、
平成26年2月に再開しました。

磐梯山ジオパーク（北塩原村）

人と大地の関係を楽しみながら
学習できる自然の公園です。景観・
動植物・文化と歴史・食べ物・温泉
など大地の上のすべてのものをま
るごと楽しもうというもので、大
地を楽しく学ぶテーマパークです。

アクアマリンふくしま（いわき市）

福島の海の大きな特徴である潮目の海がテーマの
水族館です。
自然光が降り注ぐ館内では、植物も展示し、親潮の
源流オホーツク海、黒潮の源流域熱帯アジアの自然、
福島県浜通りの海山川の生態系を再現しています。
見るだけではなく様々な体験プログラムがあります。

5

修学旅行
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常盤
自動車道

49

4

いわき市

栃木県
群馬県

熊本国府高校が北塩原村で
修学旅行を実施！
日 程
学校名
学 年

ふ

平成28年2月2日～2月5日（3泊4日）
熊本県 熊本国府高等学校
高校生 人 数 369名 エリア 北塩原村

4

も上達し、気持ちよさそうにシュプールを描いていまし

めて見る一面の雪景色に驚き、興奮しながら雪を満喫している様子で、同日

く笑顔で思い思いに福島の雪山を楽しんでいる様子で

初日は、
グランデコスノーリゾートでスキー教室が行われ、生徒たちは初

4

常盤
自動車道

49

栃木県
群馬県

茨城県

た。また、
ソリ滑りでは、雪しぶきをあげたり、友達と仲良

夜は、県産食材を使った料理や食品を PR する
「高校生の高校生による移動

した。

マルシェ」が開催され、磐城農業高校の生徒によるライブキッチンや特製焼

親切丁寧なインストラクターの指導の下、生徒たちは

肉丼のおもてなしを通して、福島の食の安全性や風評被害払拭に向けた取

2日間一生懸命練習に取り組み、心身ともに充実したス

▲食事会場では食の安全や管理体制を学習

組について理解を深めました。曽於高校の生徒たちは、県産食材で作られ

キー研修となりました。

た料理のおいしさに感嘆し、さらに磐城農業高校が開発した加工食品の直

売ブースでは、地元農家や食の安全管理体制について質問するなど、両校

▲良質なパウダースノーで上達も早い！

の生徒が交流する姿も見られ、福島への関心が高まった有意義な夕食会と

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

なりました。最後は、曽於高校からお礼の言葉と復興へのエールを込めた

▲特製焼肉丼を堪能！
▲雪しぶきを上げて爽快にソリ滑り！

盛りだくさんの充実した交流会となりました。

▲磐城農高生の風評被害払拭への
熱意を実感

▲生徒たちに大きく手を振るスキー場
スタッフの温かいお見送り

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

学年主任

スキー教室や交流会を通して福島の良さを体感
し、被災地研修を通して震災の実情を知ることが
できた。交流会最後の合唱では、福島の学生の涙
ぐむ姿に感動した。ささやかでも現地の方々と一
緒に勇気や元気を共有しあえる交流会となった。

スキーは難しかったが、初めて見る雪景色を楽
しめた。交流会では食の安全や伝統文化を守
る福島の高校生の活動とその勇気に感動した。
参加した生徒

▲一面の雪景色に大興奮！

福島県内行程表［鹿児島県▶東京都▶福島県▶千葉県▶東京都▶鹿児島県（3泊4日・福島県内2泊）］

福島県でスキー研修を行うのは初めて。今回のス
キー研修は、スキー場や宿泊関係者の協力をいただ
き、計画をスムーズに立てることができた。ゲレン
デも広く、生徒たちが伸び伸びと体を動かしスキー
を満喫できた。この研修の中で、苦労しながら感覚
をつかみ、体力面、精神面でも大きく成長してほしい。

年始には熊本に雪が降ったが、福島は比べものに
ならないほど雪が多くて驚いた。裏磐梯の雪はパ
ウダースノーで柔らかく、今までで一番滑りやす
かった。明日は上級者コースにチャレンジしたい。

▲インストラクターの丁寧な指導

参加した生徒

■1日目

熊本空港→→→羽田空港＝＝＝浦和 IC ＝＝＝猪苗代磐梯高原 IC ＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■1日目

鹿児島空港→→→羽田空港＝＝＝猪苗代磐梯高原 IC ＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■2日目

宿＝＝＝スキー研修………宿（昼食）………スキー研修＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■2日目

宿………スキー研修………宿（昼食）………スキー研修………裏磐梯（北塩原村）泊

■3日目

宿＝＝＝スキー研修………宿（昼食）………スキー研修＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■3日目

宿＝＝＝いわき着………被災地見学＝＝＝千葉県

■4日目

宿＝＝＝千葉県＝＝＝東京都

→飛行機

…徒歩

五色沼（北塩原村）

目にも鮮やかな湖沼が観光客を楽
しませる裏磐梯を代表する観光地。
高低差も少なく四季を通じて気軽に
歩くことができます。
「ハートの鯉」
が有名です。

参加した生徒

ダイヤモンドダストを見ることができて感
動した。熊本では見られないので嬉しかった。
インストラクターの方も丁寧で分かりやす
い説明で、楽しんでスキー研修ができた。

福島県内行程表［熊本県▶東京都▶福島県▶千葉県▶東京都▶熊本県（4泊5日・福島県内3泊）］
＝バス

今回の訪問先周辺の観光情報！！

6

6

粉雪が舞う抜群のパウダースノーの中、生徒たちはスキー

を福島県で行いました。

先生

49

磐越自動車道

修学旅行

宮城県

スキー研修が行われたグランデコスキー場では、2日目、

を支援したいという生徒の思いを踏まえ、第一回目の記念すべき修学旅行

食後は、いわき海星高校によるじゃんがら念仏踊りなども披露され、内容

北塩原村

新潟県

茨城県

平成26年に開校した同校は、次世代を担う人材の育成を図るため、復興

合唱のサプライズプレゼントがあり、会場は感動に包まれました。

山形県

東北
新幹
線 東
北本
線

北塩原村

新潟県

こ く

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

平成27年12月15日～12月18日
（3泊4日）
鹿児島県 鹿児島県立曽於高等学校
高校生 人 数 157名 エリア 北塩原村 / いわき市

山形県

東北自動車道

日 程
学校名
学 年

お

東北自動車道

鹿児島県立曽於高校が北塩原村と
いわき市で修学旅行を実施！
そ

＝バス

→飛行機

…徒歩

今回の訪問先周辺の観光情報！！
スパリゾートハワイアンズ（いわき市）

映画フラガールの舞台で、
いわき湯本温泉郷の豊
富な湧出量を活かした温泉テーマパークです。 メ
インのウォーターパークでは、
ヤシの木が生い茂る
トロピカルムードがたっぷりで、水とアクティブに
遊ぶことができます。巨大露天風呂やショッピン
グエリア、ポリネシアンショーなど見所満載です。

桧原湖（北塩原村）

桧原川の渓谷沿いに長さ10km、湖岸線は
37km もあり、日本一の火山性堰き止め湖と
して有名です。夏場はバスフィッシング、冬
には凍結した湖面でワカサギ釣りなど、年
間を通してアウトドアライフを満喫できる、
裏磐梯観光の拠点です。

会津山塩ラーメン（北塩原村）

温泉を煮詰めて作った「会津山塩」の旨み
を活かした、優しい塩味が嬉しい「会津山塩
ラーメン」。各店で腕を競うことでできた、
個性あふれるラーメンの食べ比べも楽しみ
です。

7

修学旅行

磐越自動車道

6
4

常盤
自動車道

日 程
学校名
学 年

49

4

栃木県
群馬県

か

平成27年5月27日～5月29日（2泊3日）
茨城県 那珂市立第四中学校
中学生 人 数 149名 エリア 北塩原村 / 会津若松市

茨城県

来県当日は、宿泊先のホテルで温かい歓迎を受け、驚きな

体験しました。2日目は会津若松市内班別研修を行い、

れました。始めは雪道を歩くことや滑り方にもぎこちなさが

て、行動を開始した生徒たちは持参した地図を見たり、

見られましたが、インストラクターの親切丁寧な指導と、持ち

前の運動神経の良さでスムーズに滑れるようになり、充実し

北塩原村

新潟県
49

磐越自動車道

会津若松市

4

林間学校

宮城県
6
4

常盤
自動車道

49

栃木県
群馬県

茨城県

初日の北塩原村では、生徒たちはカヌーや釣りなどを

がらも満面の笑みを浮かべ喜ぶ生徒の姿が見られました。

翌日、
リステルスキーファンタジアでは、
スキー研修が行わ

山形県

東北
新幹
線 東
北本
線

49

猪苗代町

茨城県の那珂市立第四中学校が北塩原村や
会津若松市などで体験学習を実施！
な

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

平成28年2月16日～2月18日（2泊3日）
香川県 尽誠学園高等学校
高校生 人 数 247名 エリア 猪苗代町

新潟県

東北自動車道

日 程
学校名
学 年

山形県

東北自動車道

尽誠学園高校（香川県）が
猪苗代町で修学旅行を実施！
じ ん せ い

飯盛山を出発し鶴ヶ城を目指しました。事前に計画を立
地元の人に聞いたりしながら研修を行っていました。

た練習の成果を見せてくれました。

当日は時折風が強く吹く厳しい天候でしたが、生徒たちは

寒さをものともせず、元気にスキーに励み、福島の自然を体
感し満喫していました。

▲寒さを吹き飛ばす笑顔でスキーを満喫！

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

▲福島県のマスコットキャラクター八 ▲インストラクターの丁寧な指導と運
重たんの温かい歓迎
動神経の良さで上達が早い！

学年主任

東日本大震災から間もなく5年。震災を風化させ
ないために福島を訪れ、楽しさや安全性を自ら
体感し、伝えることが香川の高校生にできる復
興応援と考えている。みなさんの温かい歓迎で、
香川と福島の人と人とのつながりを肌で感じた。

猪苗代湖は想像以上に大きくて圧
倒された。スキーに馴染みがなく
最初は不安だったが、徐々に滑れ
るようになり嬉しかった。明日も
スキーを楽しみたい。

参加した生徒

■1日目

高松空港→→→羽田空港＝＝＝神奈川県（周遊）＝＝＝猪苗代町泊

■2日目

宿………スキー研修………宿（昼食）………スキー研修………猪苗代町泊

■3日目

宿………スキー研修………宿＝＝＝東京都

→飛行機

…徒歩

今回の訪問先周辺の観光情報！！
猪苗代湖（猪苗代町）

淡水湖として全国で3番目、東北第1位の
面積を誇り、湖面が鏡のように美しいこと
から「天鏡湖」とも呼ばれています。
磐梯朝日国立公園に属しており、白鳥の
飛来地としても知られています。

8

▲白虎隊十九士の墓

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

教頭先生

歴史と伝統が強く残る観光地であり、郷土
料理などの伝統的な食文化や、機械工業等
で独自の発展を遂げている会津の文化に
生徒を触れさせたかった。実施に至るまで
はウェブサイト等で福島県の安全性を確
認した上で、震災後の平成25年度より福島
県での宿泊学習を実施することにしました。

初日の自然体験で釣りをした湖がきれい
で驚いた。海が近い那珂市とは町の雰囲
気が異なり、会津若松市は歴史も情緒も
あり、北塩原村は自然が豊かで空気がお
いしかった。

▲鶴ヶ城を目指して出発

▲地元産の新鮮な食材を使った美味しい夕食
＝バス

▲地図を見ながら協力
して目的地へ

参加した生徒

今回の研修で福島県が原発事故による震
災のイメージから〝美しい自然〟に変わっ
た。湖や山に雪が降っている風景はとて
も幻想的できれい。香川に帰り、福島の
美しく雄大な自然の景色を伝えたい。

福島県内行程表［香川県▶東京都▶神奈川県▶福島県▶東京都▶香川県（2泊3日・福島県内2泊）］

▲飯盛山に到着した生徒たち

福島県内行程表［茨城県▶福島県▶茨城県（2泊3日・福島県内2泊）］

参加した生徒
＝バス

■1日目

茨城県（那珂市）＝＝＝那珂 IC ＝＝＝猪苗代磐梯高原 IC ＝＝＝学習体験＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■2日目

宿＝＝＝会津若松市内班別研修（昼食含む）＝＝＝野口英世記念館見学＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■3日目

 ＝＝＝会津藩校日新館見学＝＝＝喜多方市内班別自主研修（昼食含む）＝＝＝磐梯河東 IC ＝＝＝
宿
那珂 IC ＝＝＝茨城県（那珂市）

→飛行機

…徒歩

今回の訪問先周辺の観光情報！！
天鏡閣（猪苗代町）

猪苗代湖を見下ろす小高い地にたたずむ
気品あるルネッサンス風の洋風建築は国指
定重要文化財に指定されており、館内およ
び園内を見学できます。

鶴ヶ城（会津若松市）

会津若松のシンボルである鶴ヶ城。国内
唯一の赤瓦にふき替えられ幕末当時の姿が
蘇りました。昨年天守閣再建50周年を迎え、
天守閣内の郷土博物館が全面リニューアル。
さまざまな歴史資料が展示されています。

雄国沼（北塩原村）

雄国沼は、猫魔ヶ岳や雄国山などの外輪
山を持つカルデラ湖で、その周辺の雄国沼
湿原は一帯が国の天然記念物に指定されて
います。沼や湿原では、春から秋口まで280
種類に及ぶ高山植物が楽しめます。
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林間学校

6
4

49

磐越自動車道

常盤
自動車道

日 程
学校名
学 年

49

4

栃木県
群馬県

埼玉県の城北埼玉中学校が
南会津町で林間学校を実施！

新潟県
49

磐越自動車道

平成27年7月29日～7月31日（2泊3日）
埼玉県 城北埼玉中学校
中学生 人 数 148名 エリア 南会津町

南会津町

4

林間学校

宮城県
6
4

常盤
自動車道

49

栃木県
群馬県

茨城県

生徒たちは裏磐梯の湖沼を巡るトレッキングや磐梯

茨城県

同校は平成25年度から南会津町で林間学校を実施してお

山登山などの体験のほか、野口英世記念館を見学しま

り、今回が3度目の訪問となりました。

桧原湖遊歩道など緑一面の自然を散策しました。生徒

イキングなどの自然体験学習の他、郷土料理体験を行いまし

同校は、途中中断した時期もありましたが、30年以上

3日目は、地元の方を講師に招き、そば打ちや草餅、地域で

した。3日目は中瀬沼ウォークラリーが行われ、剣ヶ峰、

生徒たちは沢登りや渓流釣り、蛍と星空の観察、尾瀬沼ハ

たちは裏磐梯の自然の雄大さを体感・満喫していました。

た。

前から本県で教育旅行を実施しており、再び、福島県の

「ハット」
と呼ばれる伝統料理など、
グループに分かれて南会

裏磐梯で生徒・先生ともに充実した林間学校が行われ

津町の郷土料理作り体験をしました。

ました。

生徒たちは南会津町の大自然や環境保護の大切さについ

て学んだことを、9月に行われる文化祭で発表する予定になっ

▲地元講師から郷土料理を教わっている様子

ています。

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

▲中瀬沼ウォークラリーの様子

▲磐梯山登山の様子

▲展望台からの中瀬沼の眺め

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

先生

▲尾瀬沼散策

▲生徒が作った郷土料理

裏磐梯は自然の宝庫であり、山・湖・沼など
の自然が近くにあり豊かな自然に触れる
のに絶好の場所。このような環境の中で子
どもたちは自然を肌で感じることができ、
のびのびと明るい姿を見せていた。これか
らもこの美しい自然を守り続けてほしい。
自然が美しく、特に五色沼の色に
感動した。林間学校の企画運営
を行ってきたが、皆が楽しんでい
る姿を見ることができて嬉しい。

▲磐梯山からの眺め

学年主任

福島県内行程表［東京都▶福島県▶東京都（3泊4日・福島県内3泊）］

＝バス

■1日目

東京都（国立市）＝＝＝郡山市内（昼食）＝＝＝五色沼（散策）＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■2日目

宿＝＝＝磐梯山登山＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■3日目
■4日目

…徒歩

参加した生徒

南会津町は空気が澄んでいて、夜
は蛍を間近で見られ、星空もきれ
いだった。また福島に来たい。

参加した生徒

→飛行機

南会津町は体験学習の種類が豊富で生
徒たちが選べるところがよい。また、尾
瀬国立公園にも指定され、自然を学ぶの
に適したところ。山歩きをしながら環
境保護について学べることも魅力的で
ある。次年度もまた南会津町に来たい。
そば打ち体験は初めてで、普段
はできあがったそばを食べてい
るが、一から自分で作ったこと
でその大変さを実感した。

▲沢登りの様子

参加した生徒

福島県内行程表［埼玉県▶栃木県▶福島県▶栃木県（2泊3日・福島県内2泊）］

＝バス

→飛行機

■1日目

 玉県（川越市）＝＝＝与野 IC ＝＝＝西那須塩原 IC ＝＝＝宿（昼食）＝＝＝体験学習＝＝＝夕食後＝＝＝
埼
蛍＆星空観察＝＝＝南会津町泊

宿＝＝＝中瀬沼ウォークラリー＝＝＝宿にて飯盒炊爨・キャンプファイヤー………裏磐梯（北塩原村）泊

■2日目

宿＝＝＝尾瀬沼ハイキング（昼食含む）＝＝＝南会津町泊

宿＝＝＝野口英世記念館＆猪苗代地ビール館（昼食）＝＝＝東京都（国立市）

■3日目

宿＝＝＝郷土料理体験＝＝＝宿（昼食）＝＝＝西那須塩原 IC ＝＝＝川越 IC ＝＝＝埼玉県（川越市）

今回の訪問先周辺の観光情報！！
磐梯山ゴールドライン（北塩原村・磐梯町）
大小さまざまな湖沼群が点在する「磐梯
高原」と歴史ロマンあふれる「会津」をつな
ぐ道路。
八方台から雄国沼へと足を伸ばせば6月
下旬にはニッコウキスゲの群落を見ること
ができます。
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山形県

東北
新幹
線 東
北本
線

北塩原村

新潟県

じょう ほ く

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

平成27年7月17日～7月20日（3泊4日）
東京都 学校法人桐朋学園桐朋中学校
中学生 人 数 273名 エリア 北塩原村

東北自動車道

日 程
学校名
学 年

山形県

東北自動車道

東京都の学校法人桐朋学園桐朋中学校が
北塩原村で林間学校を実施！
とう ほう

…徒歩

今回の訪問先周辺の観光情報！！
ソースカツ丼（会津若松市）

大正時代から会津の人々に親しまれてき
たソースカツ丼。会津の美味しいお米と野
菜、県産豚肉で地産地消をモットーに会津
の食の観光の一翼を担います。

大内宿（下郷町）

江戸時代の面影を残した「大内宿」。昭和
56年、重要伝統的建造物群保存地区に宿場
町としては全国3番目に選定されました。全
長500ｍの往還には、茅葺き屋根の蕎麦屋、
土産屋などが並んでいます。

田島祇園祭（南会津町）

田島祇園祭は、お党屋制度と呼ばれる現
在12組のお党屋組が、1年神主の党本の家を
支えて、祭事を担当する制度によって運営
されています。800余年の伝統があり、昭和
56年には国の重要無形民俗文化財に指定さ
れました。
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合

宿

6
4

49

磐越自動車道

4

常盤
自動車道

49

泉崎村

栃木県
群馬県

茨城県

同校は17年前から泉崎村で合宿を実施しており、震災直後

は施設とグラウンドの復旧作業のため一時中断していました

日 程 平成27年8月9日～8月12日（3泊4日）
学校名 青森県 青森県立商業高等学校/青森県立青森工業高等学校 学 年 高校生
人 数 青森商業高校ラグビー部31名 / 青森工業高校ラグビー部44名
エリア 郡山市

したが、6月の東北大会の際に本県の郡山北工業高校ラ

試合が行われました。部員も先生も
「合宿には最高の環境。

今年は福島県の合宿補助事業を利用して、初めて来県

これからも継続して福島県で合宿を行っていきたい」
と福島
県での合宿に満足されている様子。

生徒たちは、練習環境が整った泉崎村で大きな声を掛け

合いながら元気に試合を進めていました。

参加した生徒

■1日目
■7日目

りそそぐ中、選手たちはラインアウトや力強いタックル
などの練習を何度も重ね技を磨いていました。

選手たちは額に汗を浮かべ、真剣な表情の中にも、時

→飛行機

…徒歩

宿＝＝＝野球練習（終日）＝＝＝岩手県

今回の訪問先周辺の観光情報！！
大同2年（807年）、弘法大師が東北行脚の
途中、八溝山系に住む悪鬼を調伏祈願した
のが山本不動の始まりといわれています。
秋には山本不動尊参道や境内周辺、渓谷沿
いに紅葉が広がり参拝客の心を癒します。
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▲ラインアウトの練習をする選手

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！
9月の花園予選に向けて最後の仕上げと
して、この合宿でチームを完成させ大会
に臨みたい。3年生にとって最後の大会
となるので悔いのない大会にしたい。
福島県は自然豊か。この合宿では
チーム作りを課題としている。メ
ンバーの体は小さいが、走り負けな
いチーム。力技の部分をスタミナ
面で補えるよう、秋の大会に向けて
チームを強化していきたい。

▲笑顔を見せるラグビー部員

宿＝＝＝野球練習（終日）＝＝＝泉崎村泊（2日目と4日目に練習試合）

山本不動尊（棚倉町）

茨城県

顧問

神奈川県（鎌倉市）＝＝＝栃木県＝＝＝泉崎村泊

■2日～6日目

栃木県
群馬県

参加した生徒

▲「土台づくり」を意識してプレー

＝バス

49

し、郡山北工業高校と夏合宿を行いました。日差しが降

▲合同練習の様子

グラウンドの状態がとても良い。水はけ
がよく雨が降ってもすぐ練習を再開でき
る。施設の美味しい食事や広いお風呂、更
に大きな球場が近くにあり、野球に集中で
きる環境で嬉しい。練習試合は勝利に固
執せず、今回の合宿のテーマである “ 土台
づくり”を意識した有効的な一戦にしたい。

福島県内行程表［神奈川県▶栃木県▶福島県▶岩手県▶栃木県▶神奈川県（7泊8日・福島県内6泊）］

4

常盤
自動車道

▲力強いモール

監督

▲ナイスプレー

郡山市

4

グビー部顧問の小野先生に郡山での合宿を紹介され、

寝食を共にすることで部員の意外な一面
を見ることができた。ここで土台づくり
に励み、甲子園出場を目指したい。

▲大きな挨拶とともに試合開始

49

磐越自動車道

宿

6

には笑顔も見せながら充実した合宿を行っていました。

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

グラウンドが広いので外野やファ
ウルゾーンでの実践的な練習が
できて嬉しい。野球中心の生活を
送ることで、ストレッチや体のケ
アの大切さを学ぶことができた。

新潟県

合

宮城県

両校はこれまで、青森県で夏合同合宿を実施していま

が、平成25年から再開しました。

4日目は、
「泉崎村さつき公園野球場」で地元の高校と練習

▲広いグランドで試合前のウォーミングアップ

青森商業高校と青森工業高校の
ラグビー部が郡山市で合同合宿を実施！

山形県

東北
新幹
線 東
北本
線

東北
新幹
線 東
北本
線

平成27年8月2日～8月9日（7泊8日）
神奈川県 鎌倉学園高等学校硬式野球部
高校生 人 数 40名 エリア 泉崎村

東北自動車道

日 程
学校名
学 年

新潟県

宮城県

東北自動車道

神奈川県の鎌倉学園高校硬式野球部が
泉崎村で合宿を実施！

山形県

福島県内行程表［青森県▶福島県▶青森県（3泊4日・福島県内2泊）］

＝バス

■1日目

青森県（青森市）＝＝＝磐梯熱海スポーツパーク到着、練習および練習試合＝＝＝郡山市泊

■2日目

宿＝＝＝ラグビー練習および練習試合＝＝＝郡山市泊

■3日目

宿＝＝＝練習試合＝＝＝郡山市周辺の観光＝＝＝青森県（青森市）

参加した生徒

→飛行機

…徒歩

今回の訪問先周辺の観光情報！！
鹿角平観光牧場（鮫川村）

阿武隈山系の南端部に広がる広大な草原
「鹿角平」
にあります。コテージ、
バンガロー、
バーベキュー、キャンプ場、天文台、クロス
カントリーコースがあり、大自然の中のん
びり過ごすことができ、夜には満天の星空
のもと天文台での天体観望もできます。

磐梯熱海温泉
安積疏水と近代化産業遺産群（郡山市）

日本三大疏水のひとつに数えられている安積
疏水。磐梯熱海は安積疏水の上流部にあたり、豊
富な水流を利用して発電所が建設されました。近
代以降の郡山市のめざましい発展に貢献した安
積疏水は、2016年に日本遺産に認定されました。

ブリティッシュヒルズ（天栄村）

広大な広さを誇るこの施設は宿泊施
設も備えており、短期～長期滞在するこ
とで「英語の世界」を堪能できます。生
活の中で英語を聞き・話すことで、まさ
に「体で覚える英語学習」が可能です。
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合

宿

6
4

49

磐越自動車道

常盤
自動車道

日 程
学校名
学 年

49

4

栃木県
群馬県

明治大学応援団が
猪苗代町で合宿を実施！

山形県

新潟県
49

磐越自動車道

平成27年8月28日～9月6日（9泊10日）
東京都 明治大学応援団
大学生 人 数 93名 エリア 猪苗代町

宿

6
4

4

常盤
自動車道

49

栃木県
群馬県

茨城県

同村での合宿は、学生時代に北塩原村での合宿を経

猪苗代町

合

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

北塩原村

新潟県

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

平成27年8月16日～23日（7泊8日）
神奈川県 松蔭大学駅伝部
大学生 人 数 25名 エリア 北塩原村

東北自動車道

日 程
学校名
学 年

山形県

東北自動車道

松蔭大学の駅伝部が
北塩原村で合宿を実施！
しょう い ん

茨城県

同団は吹奏楽部、バトン・チアリーディング部、応援指導班

験し、練習環境などの良さを知る男子駅伝部石井哲也

の2部1班で構成されており、取材に伺った9月5日は、合宿の

監督の強い推薦で初めて実現しました。

集大成として地元の方々を招き中ノ沢体育館で「成果発表会」

7日目は、桧原湖周囲で、男女に分かれてランニングト

を行いました。

レーニングを行いました。列を組み一斉にスタートした

成果発表会では、開演までの時間を利用して、集まった地

部員たちは、桧原湖からの涼しい風を浴びながらゴール

元の子ども達へ、指揮者体験やスタンツ体験をしてもらうな

を目指して真剣に取り組んでいました。

どの交流も深めました。各部ごとの発表では、吹奏楽部の迫

力あるマーチングや元気で明るいチアリーディングの演技、

そして応援指導班は、福島駅東北新幹線の発車メロディであ

▲スタート

る
「栄冠は君に輝く」などを歌い、素晴らしいステージを繰り

▲バトン・チアリーディング部のスタンツ

広げてるとともに、合間には明治大学にまつわるクイズで会

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！
▲桧原湖からの涼しい風を浴びながら練習に励む

▲準高地を活かしたハー
ドなトレーニング

監督

場を盛り上げていました。明治大学応援団は充実した合宿の
成果を多くの地元の方にお披露目し、実りある猪苗代町での

今回の合宿の目標として、準高地での心肺機能アッ
プとメンタル面の強化を行ってきた。いつもと違
う環境の中、特に宿泊施設では食事や健康に対する
フォローも手厚く、有意義なトレーニングができた
ことに感謝している。記録や成績に固執せずスポー
ツマンとしての人間性や強い精神力も育みたい。
体が準高地に順応してきている。初日に走っ
たときよりも、スムーズに走られるように
なった。涼しくて静かな裏磐梯で、集中して
トレーニングできることは夏合宿の強み。

▲ゴール目前、
ラストの追い上げ

参加した生徒

合宿となりました。

▲成果発表全体の様子

▲地元の子どもによる指揮者体験

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

参加した生徒
参加した生徒

震災後、福島県飯舘村を訪問する機会があり、福
島のために何かしたいと思っていた。今回、福島
で合宿を実施することができて嬉しい。合宿は
各部のモチベーションも上がり意欲的に練習が
でき、発表会では合宿の成果を全面に出したい。
充実した合宿を行うことができた。成果
発表会では、練習を支えてくれた方々へ感
謝の気持ちを届ける発表会としたい。ス
タンツ（※画像参照）など危険な技もあるの
で、チームの信頼関係を深めたい。成果発
表会では地元の方に楽しんでほしい。

裏磐梯は風や木陰のおかげで涼しくて走りやす
い環境。準高地トレーニングは、いつも早く足が
パンパンになるが、それもならず桧原湖周囲は坂
道やカーブもあり駅伝の練習には最適なコースだ。

参加した生徒

▲息のそろったマーチング

福島県内行程表［神奈川県▶福島県▶神奈川県（7泊8日・福島県内7泊）］
■1日目

→飛行機

…徒歩

ペンション＝＝＝桧原湖周回走・クロスカントリー陸上競技場＝＝＝裏磐梯（北塩原村）ペンション泊

ペンション＝＝＝神奈川県（厚木市）

今回の訪問先周辺の観光情報！！
磐梯吾妻レークライン（北塩原村）

秋元湖、小野川湖、桧原湖の湖沼とカラマ
ツなどの樹林が織りなす風景が楽しめます。
中津川渓谷の紅葉は絶景で、県内外からカ
メラマンが集まるほどの名所となっていま
す。
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■1日目

＝バス

→飛行機

…徒歩

東京都（千代田区）＝＝＝猪苗代町泊

■2日～7日目

神奈川県（厚木市）＝＝＝北塩原村＝＝＝裏磐梯（北塩原村）ペンション泊

■2日～7日目
■8日目

福島県内行程表［東京都▶福島県▶東京都（9泊10日・福島県内9泊）］
＝バス

宿＝＝＝各部パートごとに練習＝＝＝猪苗代町泊

■8日目

宿＝＝＝全体練習（終日）＝＝＝猪苗代町泊

■9日目

宿＝＝＝成果発表会、納会＝＝＝猪苗代町泊

■10日目

宿＝＝＝東京都（千代田区）

今回の訪問先周辺の観光情報！！
喜多方ラーメン（喜多方市）

澄んだ水と醸造のまち喜多方産の醤油や
味噌を使ったコクのあるスープと太いちぢ
れ麺が特徴。一部店舗では「朝ラー」も提供
しています。

野口英世記念館（猪苗代町）

平成27年にリニューアルオープンし展示
内容が充実。体験コーナーではゲームで楽
しく細菌について学べ、身近に科学を感じ
ることができます。さらにビデオなどで野
口英世の生涯を紹介します。

世界のガラス館（猪苗代町）

世界中から集められたガラス製品や、厳
選された食を楽しむことができる総合ア
ミューズメントパークです。体験工房では、
オリジナルの模様を彫刻するエッチンググ
ラス体験や、宙吹きでガラス製品を製作す
る宙吹きガラス体験などが体験できます。
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合

宿

6
4

日 程
学校名
学 年

49

4

栃木県
群馬県

津波の映像を視聴した際に佐藤さんからは、
「とにかく生きることで精一杯。

まで、初級から上級に分かれた様々なゲレンデで、声をかけ

子を語る中、サイレンの鳴る町中を必死で避難した体験談や、津波が黒

い海となって人や町を襲う恐怖について、映像を見て振り返りました。生
徒たちは震災前と震災後の現地の画像を見比べて、その変貌ぶりに衝撃

を受け、時折「信じられない」
という声をあげていました。

深める有意義な裏磐梯での合宿となりました。

ていただきました。この紙芝居は震災で保護者を亡くしたこどもたちを勇

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

生徒たちに、猪狩さんからは「自分の命は自分で守り大切にしてほしい」
と

続いて久之浜沿岸を眺めながら猪狩さんに紙芝居「ソバニイルヨ」
を行っ

気づけるため、猪狩さんが制作したものです。集中して紙芝居に聞き入る

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！
参加した生徒

宿泊先の宿舎では、体調不良
のメンバーに対するスタッフ
の丁寧な対応には、本当に感
謝している。こうした地元の
方の協力があってこそ、安心
して充実した合宿ができる。

先生

▲浜風商店街に到着

高校生になった今、津波の映像を見てより悲惨さを
感じた。今回の学習で人々が味わった恐怖だけで
はなく、
それを乗り越えた心の強さを知り感激した。
参加した生徒

＝バス

■1日目

東京都（八王子市）＝＝＝宿泊施設到着＝＝＝スノーボード練習（終日）＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■2日目

宿＝＝＝スノーボード練習（終日）＝＝＝裏磐梯（北塩原村）泊

■3日目

宿＝＝＝スノーボード練習＝＝＝東京都（八王子市）

→飛行機

…徒歩

▲津波の映像に衝撃を受ける生徒たち

福島県内行程表［埼玉県▶福島県▶埼玉県（日帰り）］
■1日目

今回の訪問先周辺の観光情報！！
裏磐梯では、桧原湖や小野川湖がワカサ
ギ釣りのスポットとして有名。シーズンは、
11月から解禁となり、湖面に厚い氷が張る
１月中旬～３月上旬には氷上での穴釣りが
楽しめます。

▲浜風商店街内の久之浜ふれあい情報館

震災をテーマにした芝居をやるにあたって、本当に我々が
上演していいのかという疑問の答えを見つけに参りました。
結果、今回の訪問で、被災された方々のポジティブな部分に
触れ、部員全員のモチベーションを上げることができました。
我々ができること、つまり芝居の上演を通して、この震災を
忘れてはいけないということを訴えていけたらと思いました。

▲絆が深まる合宿になりました！

福島県内行程表［東京都▶福島県▶東京都（2泊3日・福島県内2泊）］

▲語り部の猪狩弘之さん

力強く訴えていました。

技術に自信がない新入生も、
大自然の中で仲間との生活の
中で徐々にスノーボードの楽
しさを感じることができ、今
回の合宿は成功といえる。

参加した生徒

茨城県

津波の恐怖を語り継ぐことで将来の防災に活かしてほしい」
と、当時の様

だけでなくメンバー同士の親睦を深めることも大きな目的とし、

▲仲間とのコミュニケーションも合宿 ▲より高度な技に挑戦
の楽しさ

いわき市

もらいたい」
と生徒たちに訴えました。

ダースノーに恵まれた裏磐梯のグランデコスノーリゾートに

昼食中も賑やかに歓談する姿が見られ、
メンバー同士の絆を

49

今回の視察を案内した復興支援「ふく風レオ」代表の語り部、猪狩弘之

視察先の浜風商店街では電気店を営む佐藤テルイさんと共に、当時の

新入生の加入後初めてとなる今回の合宿は、技術の向上

16

群馬県

2日目は、全国的に雪不足であるにも関わらず、天然のパウ

あいながら3日間、練習に励んでいました。

常盤
自動車道

栃木県

さんは「ニュースやインターネットに惑わされない、嘘のない福島を見て

おいて、基本滑走の習得から、ジャンプやスピンの技の鍛錬

わかさぎ釣り（北塩原村）

49

磐越自動車道

クセスと雪質のよさを判断基準とし、初めて本県で合宿を実
施しました。

6
4

4

茨城県

毎年、全国各地で合宿を行っている同サークルは、交通ア

▲パウダースノーでゲレンデのコンディションは最高

平成27年8月5日
埼玉県 東京農業大学第三高等学校演劇部
高校生 人 数 28名 エリア いわき市

新潟県

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

常盤
自動車道

東京農業大学第三高校（埼玉県）の
演劇部がいわき市を訪れました！

山形県

東北自動車道

平成27年12月24日から12月26日
（2泊3日）
東京都 創価大学スノーボード愛好会
大学生 人 数 28名 エリア 北塩原村

49

磐越自動車道

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

日 程
学校名
学 年

北塩原村

新潟県

東北自動車道

創価大学スノーボード愛好会が
北塩原村で合宿を実施！

山形県

震災学習・
ボランティア
・学校交流

＝バス

→飛行機

…徒歩

埼玉県（東松山市）＝＝＝被災地の視察（いわき市）＝＝＝埼玉県（東松山市）

今回の訪問先周辺の観光情報！！
イエローフォール（北塩原村）

裏磐梯の厳冬期にのみ現れる幻の「凍っ
た滝」。硫黄分や鉄分を含んだ氷が重なり、
黄色みを帯びていることが名前の由来です。
裏磐梯スキー場では2月下旬までガイドを
開催しています。

わくわく里山・縄文の里（いわき市）

自然環境の中で、日本人がすでに縄文時
代から実践していた自然との共生に思い
をはせながら、海山川の循環のあり方や自
然環境の保全、自然の持続的な利用、多種
多様な生物が織りなす命の営みについて
考える機会を提供します。

いわき湯本温泉郷（いわき市）

奈良時代から続く千年以上もの歴史を持
ついわき湯本温泉。泉質は硫黄泉として知
られており、さまざまな成分が入る全国的
にも珍しい混合泉で、美肌効果、血圧降下作
用、保温効果など数々の効能を併せ持ちます。
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新潟県
49

磐越自動車道

6
4

常盤
自動車道

49

4

いわき市

栃木県
群馬県

日 程
学校名
学 年

き どうぜん

平成27年9月21日から22日（1泊2日）
島根県 島根県立隠岐島前高等学校
高校生 人 数 12名 エリア 広野町

茨城県

2日目は、2年生が東日本大震災による津波の被害を

山形県

新潟県
49

磐越自動車道

4

震災学習・
ボランティア
・学校交流

宮城県
6
4

常盤
自動車道

広野町

49

栃木県
群馬県

茨城県

福島県立ふたば未来学園高校と各校12名が、お互いの地域における

受けて復旧された「小名浜魚市場」を訪れ、5階建ての延

課題の解決に向けた取り組みを学ぶため、交流事業を行いました。

見学し、漁業復興に向けた取組や放射能検査体制など

で双葉郡の震災後の県外避難者数や割合などについて学び、生徒たちは

べ床面積が1万2000平方メートルにも及ぶ建物の中を

2日目は、ふたば未来学園高校内で自己紹介が行われた後、
クイズ形式

について学びました。

積極的に意見交換をしながら交流を深めました。

その後、久ノ浜の「浜風商店街」へ移動し合流した一

各校の紹介では、隠岐島前高校は地域の過疎化の対策のひとつとして、

行は、商店街の方から温かい歓迎を受け、震災の様子や

生徒が企画・運営し、島外の中高生を招いて島民と交流を行う5泊6日の

同校は10月に行われた校内総合発表会で、今回の視

ば未来学園高校は広野町が主催するサマーフェスティバルへの出店や留

復興への取り組みについて熱心に耳を傾けていました。

旅「ヒトツナギ（人つなぎ）」の取り組みについて紹介しました。また、ふた

察で学んだことや感じたことを保護者や地域の方に向

学生との交流について紹介し、生徒は初めて聞く互いの取り組みについ

けて発表しました。

て真剣に耳を傾けていました。

▲学校交流の様子

その後、広野町内の折木・東下地区集会所へ移動し、
アヒルを使った米

の有機栽培に取り組んでいる新妻有機農園の新妻良平氏から震災翌年

▲商店街の方の温かいもてなし
（浜風商店街）

から農業を再開した話などを聞きました。

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！
▲震災や復興の様子について熱心に聞 ▲放射能検査についての説明
く生徒（浜風商店街）
（小名浜魚市場）

先生

昼食は新妻さん御夫婦から、震災後、全国から広野町へ特別派遣され

た警察官へ1,600食以上差し入れを行ってきた手作りカレーを振る舞って

昨年度から震災学習を実施している。震災について調
べたり、被災地を訪れて現地の方に話を聞いていく中で、
震災に対する意識が高まった。地域の復興のために頑
張っている方々のお話を聞き、
その思いを感じてほしい。

写真や映像を見て、言葉が出なかった。大きな災害だっ
たということが改めてわかった。その様な中で、被災し
た皆さんがお互いに助け合っている姿が印象に残った。

▲福島県の漁業の現状についての説明（小名浜魚市場）

参加した生徒

長野県（塩尻市）＝＝＝塩尻 IC ＝＝＝いわき勿来 IC ＝＝＝いわき市震災学習＝＝＝いわき湯本温泉泊

■2日目

 ＝＝＝学年別体験プログラム＝＝＝被災地展望（塩屋崎灯台）＝＝＝触れ合い体験（浜風商店街）
宿

＝＝＝いわき勿来 IC ＝＝＝塩尻 IC ＝＝＝長野県
（塩尻市）

参加した生徒

→飛行機

…徒歩

今回の訪問先周辺の観光情報！！
市内で発掘された恐竜等の化石と常磐
炭田の生活の再現という二つの大きな展
示テーマを持つ博物館です。
本物のアンモナイトの化石をクリーニ
ングする体験やコハクを使用したアクセ
サリーを作る体験ができます。
（期間限定）

▲有機栽培に使うアヒルを見学

▲新妻夫妻の手作りカレー

であるキンニャモニャのしゃもじ踊りが披露され、大変な盛り上がりをみ
せました。

この後、一行は、広野町の仮設住宅訪問や、川内村のフィールドワーク

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

参加した生徒

双葉郡の地域の人たちは復興のために頑張っていると聞いてい
たが、高校生も積極的に地域の事を考え、提案し行動していて刺
激を受けた。また、放射線について報道を見て心配することもあっ
たが、実際に来てみて何も心配することはないことが分かった。

▲キンニャモニャのしゃもじ踊りの披露

福島県内行程表［2泊3日・福島県内1泊）］
＝バス

■1日目

いわき市石炭・化石館「ほるる」
（いわき市）

いただき、その御礼として隠岐島前高校の生徒による隠岐島の伝統舞踊

に取組みました。

震災からの復興の立ち上がりが早い。ここまできれ
いな状態とは想像しておらず、来てみて初めて分かっ
た。福島は長野の地元と変わらないくらいきれいな所。

福島県内行程表［長野県▶福島県▶長野県（1泊2日・福島県内1泊）］
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島根県立隠岐島前高校とふたば未来学園高校が
広野町・川内村で交流事業を実施！
お

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

平成27年9月2日～9月3日（1泊2日）
長野県 塩尻市立楢川中学校
中学生 人 数 52名 エリア いわき市

山形県

東北
新幹
線 東
北本
線

日 程
学校名
学 年

な ら か わ

東北自動車道

長野県塩尻市立楢川中学校が
いわき市で震災学習を実施！
し お じ り

東北自動車道

震災学習・
ボランティア
・学校交流

＝バス

→飛行機

…徒歩

■1日目

島根県＝＝＝広野町泊

■2日目

宿＝＝＝交流会（ふたば未来学園）＝＝＝広野フィールドワーク＝＝＝学校交流（ふたば未来学園）＝＝＝広野町泊

■3日目

 ＝＝＝川内フィールドワーク＝＝＝蕎麦酒房天山（昼食）＝＝＝川内村長からの講話、学校交流（川内小学校）
宿

＝＝＝島根県

今回の訪問先周辺の観光情報！！
ワンダーファーム（いわき市）

ワンダーファームでは、食べて、見て、触れて農
業や食を体験し、野菜の美味しさや食の大切さ
を、楽しみながら感じていただけます。JRとまと
ランドいわきファームが併設され、旬の野菜たっ
ぷりのビュッフェレストラン、直売所、工場があり、
各種イベントなども開催いたします。

天山文庫（川内村）

天山文庫は、中央とみちのくとの交流の
接点であれと、草野心平が願いを込めて命
名しました。阿武隈民芸館は、川内村に古く
から伝わる民芸品や土器などの出土品を展
示しています。

標葉せんだん太鼓（双葉町）

結成から20年を超えるせんだん太鼓保存
会。震災後も、各地での演奏会で大勢のお客
様から好評をいただいています。
太鼓を通じてのふれあい活動、ユニセフ
や社会福祉協議会、共同作業所等への資金
援助もおこなっています。
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山形県

新潟県

宮城県
6
4

49

磐越自動車道

日 程
学校名
学 年

49

4

南相馬市

南相馬市
常盤
自動車道

栃木県
群馬県

2005年4月に長岡市に編入合併）

山古志中学校の生徒たちは、復興した旧山古志村の元気な姿を届けよ

うと
「ひまわりプロジェクト」を立ち上げました。このプロジェクトは阪神淡
路大震災の被災地である神戸から、新潟中越地震で大きな被害を受けた

旧山古志村へ贈られた「ひまわりの種」がきっかけとなっており、東日本大

震災の被災地に元気を届けようと、昨年度の宮城県に続き、初めて福島
県での活動となりました。

生徒たちは仮設住宅に住む皆さんと一緒にパンジーとビオラを植栽し、

敷地内に黄色に彩られた花々からは、復興への希望という生徒と住民の
皆さんの思いが伝わってきました。

また、地震が発生した当時の旧山古志村の村長であった長島忠美復興

副大臣（取材当時）のサプライズ訪問もあり、山古志中学校の生徒たちや
仮設住宅の皆さんへ温かい激励の言葉をいただきました。

その後交流会が開かれ、生徒たちからは、ひまわりの種を使ったクッキー

やひまわり種油のプレゼントもあり、住民の皆さんは嬉しそうな表情を浮
▲生徒たちと楽しく交流する
仮設住宅の皆さん

▲長島復興副大臣（取材当時）からの激励

平成27年8月3日～8月7日（4泊5日）
フランスの高校生
高校生 人 数 13名 エリア いわき市 / 会津若松市 / 国見町

茨城県

大鹿応急仮設住宅の皆さんと交流活動を行いました。
（山古志村は

▲パンジーとビオラを植栽する生徒たち

フランスと福島の高校生が放射線防護に
関するワークショップを福島県内で実施！

かべていました。交流会の最後には神戸から新潟中越地震の被災地へ贈

られた歌「しあわせ運べるように」の合唱があり、心の込められた生徒た

教頭先生

▲心を込めた「しあわせ運べるように」の合唱

福島県内行程表［新潟県▶宮城県▶福島県▶宮城県▶新潟県（1泊2日）
・福島県内宿泊なし］

→飛行機

■1日目

新潟県（長岡市）＝＝＝宮城県内泊

■2日目

宿＝＝＝福島県南相馬市の仮設住宅を訪問、ひまわり油の寄贈、ボランティア活動＝＝＝新潟県（長岡市）

…徒歩

今回の訪問先周辺の観光情報！！
相馬中村神社（相馬市）

本殿・常殿・拝殿からなる権現造りの社殿
は、要所に漆塗り、彩色、飾金具で飾られて
おり、国の重要文化財にも指定されていま
す。相馬野馬追の際には、出陣式が執り行わ
れる由緣の神社です。
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会津若松市

4

常盤
自動車道

49

いわき市

栃木県
群馬県

茨城県

取材に伺った会津若松市内では「福島県の観光地に関する視察」
をテー

マに、会津藩校日新館での弓道体験や、鶴ヶ城体験を踏まえた観光に関
する研究発表を行いました。天守閣を視察し、翌日、国見町では、原発事
故に伴う農産物の放射線対策と風評対策について、被害状況や米の全袋

検査など、町の食における安全性について説明を聞きました。その後、桃

の選果場では、選果員が桃を1個ずつ丁寧に目視で検査している様子や、

センサーによる測定から箱詰めまで、一連の工程を見学し、また、国見町

の農家の桃畑では、桃の摘果作業や収穫について話を聞いた後、桃の試

▲鶴ヶ城で集合写真

食を行い、
「とても甘く美味しい」
と好評でした。

最終日には、福島高校でともに学んだ成果を発表し合い、充実した研

修を行いました。

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

▲国見町役場で風評対策等の講話を聞く ▲日新館で弓道体験

生徒たちと共に1年間放射線防護について学んできた
ことで、生徒や保護者を含め、福島が安全だということ
は理解している。福島県は食の検査を入念に行い安全
性を確かめている。もっと胸を張って PR してください。
福島県に来る前は原発事故の影響で危ない地域
と思っていたが、
ワークショップや視察を通して、
普段通りの生活が送れる安全な地域だと理解した。

＝バス

国見町

4

き市をはじめ会津若松市や国見町など、県内各地で実施しました。

先生

中越地震発生から10年以上が経ち、旧山古志村は皆さんの支
援で元気になりました。今度は私たちが被災地のために何か
できることをやろうと、
「ひまわりプロジェクト」を立ち上げ
ました。福島県はまだまだ仮設住宅が多くある現状を知り、
生徒たちの笑顔を届けたいと思いました。
「ひまわりプロジェ
クト」が神戸・新潟・福島の架け橋になれたらと思います。
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6

ワークショップ（Radiation Protection Workshop in Fukushima）をいわ

「今度は山古志に遊びに行くからね」
「また来てね」
という言葉が交わさ

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

新潟県

国際交流

宮城県

フランスの高校生と福島県立福島高校の生徒が放射線防護に関する

ちの歌に、住民の皆さんは胸を熱くされていました。
れ、絆が生まれた温かい交流会となりました。

山形県

東北
新幹
線 東
北本
線

平成27年11月13日
新潟県 長岡市立山古志中学校
中学生 人 数 14名 エリア

し

東北
新幹
線 東
北本
線

日 程
学校名
学 年

こ

東北自動車道

新潟県長岡市立山古志中学校が
南相馬市の仮設住宅を訪問！
や ま

東北自動車道

震災学習・
ボランティア
・学校交流

参加した生徒

参加した生徒

震災後の福島県は観光客が減少し、未だ約11万人の住民が避難生活を
している現実がある。しかし県民は安全な生活を送っており、美味し
い果物やお米・お酒がたくさん収穫され、美しい自然や歴史あふれる街
並みもあることなど、多くの福島県の魅力を海外の人にも知ってほしい。

▲桃農家で桃の試食

福島県内行程表［福島県（2泊3日・福島県内2泊）］

＝バス

→飛行機

…徒歩

■1日目

 島高校＝＝＝会津藩校日新館＝＝＝会津鶴ヶ城「会津観光地の状況」＝＝＝土湯温泉「土湯温泉のバイナリ発電見学」＝＝＝学校交流（福島高校）
福

＝＝＝ホームステイ

■2日目

 ＝＝＝国見町視察＝＝＝昼食＝＝＝「福島県健康管理調査について」
宿
（福島高校）………D- シャトルおよび Radi データの確認………
学校交流（福島高校）＝＝＝ホームステイ

■3日目

宿………成果発表会・ディスカッション（福島高校）………解散セレモニー＝＝＝終了

今回の訪問先周辺の観光情報！！
セデッテかしま（南相馬市）

騎馬武者の兜をイメージした外観、屋内
では祭の映像や壁に切絵や写真等、伝統の
相馬野馬追をモチーフにした観光交流施設
です。

史跡慧日寺跡（磐梯町）

慧日寺に関連する有形文化財・民俗文化
財やパネル・模型資料などによってその歴
史を紹介しているほか、史跡のガイダンス
施設として、慧日寺跡の調査・整備に関する
資料も展示公開しています。

七日町通り（会津若松市）

大正浪漫の雰囲気がただよう七日町通り
は、藩政時代には、日光、越後、米沢街道の主
要道路が通り、城下の西の玄関口でした。明
治時代以降も重要な通りで、昭和30年代頃
までは、会津一の繁華街としてにぎわって
いました。
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国際交流
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磐越自動車道

常盤
自動車道
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4

栃木県
群馬県

● ふくしま復興
ツーリズムガイドブック

会津若松市

教育旅行関係の
パンフレットデータをダウンロードできます。

6
4

● ふくしま体験・学び旅
総合ガイドブック

平成28年1月28日～2月1日（4泊5日）
ベトナムの大学生
大学生 人 数 13名 エリア 会津若松市 / 喜多方市

喜多方市

新潟県

宮城県

東北
新幹
線 東
北本
線

日 程
学校名
学 年

東北自動車道

ベトナムの大学生が会津若松市と喜多方市で
学校交流・ホームステイを実施！

山形県

茨城県

2日目は会津大学の日本人学生及びベトナム人留学生と、セネガル人

留学生13名が学校交流を行い、折り紙や習字など、日本文化を体験しま

した。交流会では、ベトナムの学生が、民族衣装であるアオザイを着用し
て歌と踊りを披露し、参加者は優雅な舞踊に魅了されたようでした。その

後、一行は地元密着型のラジオ局「喜多方シティFM」の視察を行いました。

ビデオを見ながらラジオ局がどのように地元の方と関わっているか、地元

メディアの役割について知ることができた有意義な視察となりました。ラ
ジオ局視察後は、喜多方市グリーン・ツーリズムサポートセンターの仲立

ちで、農家民泊しました。受け入れ農家の大場秋江さん宅には、ベトナム
の学生3人がホームステイを行い、大場さんと一緒にこづゆやにしんの山

椒漬け、馬刺しなど、会津の伝統料理作りにチャレンジしました。そして、

▲アイスブレーキングで楽しくコミュニケーション！

地元喜多方の日本酒で乾杯し、初めて食べる馬刺しに戸惑いながらも、地

ふくしま体験・学び旅総合ガイドブック

ふくしま復興ツーリズムガイドブック

http://www.tif.ne.jp/kyoiku/

http://ふくしま観光復興支援センター.jp/

ベトナムの学生はそれぞれのホームステイ先で農家の方と思い出を作

り、その後、会津若松市の鶴ヶ城を見学。福島県の歴史、自然を満喫し、地

元の人と出会い、暮らしを体験するなど、日本人の生活や価値観、文化を

▲ホストファミリーに教わりながらの料理作り

深める充実した福島県訪問となりました。

先生や生徒の皆さんに
福島県の事をインタビュー！
！

参加した生徒

日本の学生やベトナム出身の留学生など、多くの人と知り
合う機会をもてて大変嬉しい。将来日本の大学院で学びた
いと考えているので、日本の大学を訪問できて満足している。
また、
ベトナムには雪は降らないので、雪遊びを満喫したい。

喜多方市の生活は平和で、住んでいる人は心穏やかだと感じた。
福島県は大きな災害を経験し、そこから立ち上がり、今回の訪
問で強く美しい県ということが分かった。帰ったら今回体験
したことや出会った人のことを友人に伝えたい。ホームステ
イが終わったら、
きっとここは自分の第二の故郷になるだろう。

▲喜多方の日本酒で乾杯！

福島県内行程表［ベトナム▶東京都▶福島県▶東京都▶ベトナム
（来日より国内6泊7日・福島県内4泊）］
■2日目

＝バス

→飛行機

■1日目

来日＝＝＝東京都

■3日目

 ＝＝＝会津大学（交流会、授業参加、ディスカッション、部活動参加）＝＝＝喜多方 倉座敷あづまさ（昼食）＝＝＝地場産業視察＝＝＝
宿
ホームステイ対面式＝＝＝ホームステイ（喜多方にて農泊）

■4日目

ホームステイ

■6日目

宿＝＝＝郡山駅―――東京都

■5日目

今だからこそ教育旅行は福島へ！

福島の今を知る

http://www.tif.ne.jp/kyoiku/

http://www.tif.ne.jp/kyoiku/
fukushima/data/53.pdf

参加した生徒
…徒歩

―JR

東京都＝＝＝東京駅―――喜多方＝＝＝熱塩温泉山形屋泊

ホームステイ先＝＝＝ホームステイ歓送会＝＝＝鶴ヶ城＝＝＝東山温泉着、ワークショップ（報告会準備） 東山温泉泊

福島県の教育旅行をサポートします！

今回の訪問先周辺の観光情報！！
三ノ倉高原ひまわり畑（喜多方市）

会津盆地を一望できる三ノ倉スキー場ゲ
レンデ等、約8ha を利用し、春には菜の花が、
夏には約250万本のひまわりが咲き誇り、四
季折々の花を楽しめます。眼下に広がる一
面の花のじゅうたんは絶景です！

会津藩校日新館（会津若松市）

江戸時代、全国有数の藩校と言われた日
新館。
「ならぬものはならぬ」の精神をもと
に、数々の有能の士を輩出しました。現在の
建物は、当時鶴ヶ城西側の米代にあり戊辰
戦争により消失した日新館を復元したもの
です。

福島県のワンストップ窓口

福島県では、教育旅行をサポートするための、専用窓口を設置しています。県内にある体験プログ
ラム受入団体の情報を集約し、
ワンストップで先生方や旅行会社の方からのお問い合わせ、資料
請求にお答えします。ぜひ、
ご利用ください。

●

お 問 い
●
合わせ先

TEL.024-525-4024
公益財団法人

E-mail

福島県観光物産交流協会

〒960-8053 福島県福島市三河南町1-20 コラッセふくしま7階
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●福島の今を知る

●今だからこそ
教育旅行は福島へ！

元の味を堪能した様子でした。

▲アオザイを着て美しい歌と
踊りを披露！

ﬁle/plan/574b86b253aa0.pdf

fukushima/data/54.pdf

ふくしま
教育旅行
Facebookで

情報発信中

t a b i i k u @ t i f. n e .j p

TEL.024-525-4024

FAX.024-525-4087

https://www.facebook.com/FukushimaKyouikuTravel

福島県内のアクセス
新幹線

東京
から

福島～相馬

高速道路
主要道路

国道115号線

約1時間

主要都市からのアクセス
浦和IC～郡山IC
東北自動車道

バス利用

約2時間10分

浦和IC～会津若松IC

東北自動車道・磐越自動車道
13

山形新幹線

磐越自動車道

（会津若松IC～猪苗代磐梯高原IC）

磐越自動車道

49

会津
若松
252

南相馬
東北新幹線

猪苗代

（福島駅～郡山駅）

約15分

（福島西IC～郡山IC）

約30分

東北自動車道

郡山

約40分

大阪
から

羽田空港

郡山～いわき

約1時間

121

118

下郷

289

福島
空港

白河

から

6

（郡山IC～いわき中央IC）

会津若松～下郷

札幌
から

福島～郡山

磐越自動車道

国道118号線
県道121号線

常磐自動車道

49

常磐自動車道

東北自動車道

東北新幹線

約15分

（郡山IC～白河IC）

約30分

東北自動車道

東京
から

東北新幹線

東京～郡山
東北新幹線

新幹線利用

約1時間20分

約1時間10分

空港中央IC～郡山IC

首都高速道路・東北自動車道

バス利用

バス利用

約1時間30分

（相馬IC～いわき中央IC）

約2時間50分
約3時間30分

空港中央IC～いわき中央IC
常磐自動車道

いわき

仙台空港
から

約2時間25分

仙台空港IC～郡山IC

仙台東部・南部道路・東北自動車道

バス利用

約1時間30分

仙台空港IC～会津若松IC

118

中通り

伊丹空港～福島空港
飛行機利用

バス利用

（郡山駅～新白河駅）

約1時間20分

首都高速道路・東北自動車道・磐越自動車道

相馬～いわき

あぶくま高原道路

新千歳空港～福島空港
飛行機利用

空港中央IC～会津若松IC

郡山～白河

会津

約2時間

バス利用

4

約30分

118

約2時間55分

三郷IC～いわき中央IC

115

猪苗代～郡山

約15分

（猪苗代磐梯高原IC～郡山IC）

磐越自動車道

福島

115

会津若松～猪苗代

バス利用

相馬

浜通り
常磐自動車道

仙台東部・南部道路・東北自動車道・磐越自動車道

約2時間

バス利用

仙台空港IC～いわき中央IC
仙台東部・常磐自動車道

バス利用

約1時間50分

●電車利用
・東北新幹線
新北斗～仙台（約２時間55分）
仙台～福島（約25分）

北斗

【 発 行 】公益財団法人福島県観光物産交流協会
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