
福井 「教育旅行目的地」 としてのご提案

2024年春北陸新幹線 福井・敦賀開業 2026年中部縦貫自動車道県内全線開通
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海の体験・食のふるさと
若狭（南部エリア）

ものづくり天下一が集結
国府で栄えた越前
（中央エリア）

禅や世界級の自然遺産
（北部エリア）

公益社団法人 福井県観光連盟

幸福度日本一
子どもの学力・体力
日本トップクラス
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2024年春 北陸新幹線 福井・敦賀開業！
乗り換えなしで福井まで来ることも可能に
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東京→福井(北陸新幹線開業前)

約３時間２５分

東京→福井(北陸新幹線開業後)

約２時間５０分

約３０分短縮

高
崎

東
京

北陸新幹線

東京→敦賀(北陸新幹線開業後)

約３時間１５分
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金沢や京都・大阪ともアクセス抜群！
組み合わせて修学旅行が可能！

金沢市

小浜市

１日目：福井県若狭エリアで海里山の体験
２日目：AM福井県若狭エリアで施設見学

PM京都or大阪で班別学習
３日目：大阪でUSJ

京都駅ー敦賀IC
バスで約１時間４０分
大阪駅ー敦賀IC

バスで約２時間１０分

金沢駅ー福井IC
バスで約１時間

京都駅ー小浜市内
（高速道路の使用なし）

バスで約２時間

大阪駅ー小浜IC
バスで約２時間１０分

越前エリア

１日目：福井県若狭エリアで海里山の体験
２日目：福井県越前エリアで施設見学・体験
３日目：金沢で班別学習

若狭エリア

京都市

大阪市

福井市

敦賀市
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温泉旅館、民宿、民泊を豊富にご用意

★１校１館貸切、フロア貸切可
（施設による）
★優れた施設がリーズナブル
★周辺環境が静か
★最大施設で900名可能

あわら温泉

★集落貸切可（地域による）
★クラス別・男女別分宿可
★海里山体験が可能
★周辺環境が静か

漁家民宿
（越前町・美浜町・若狭町・小浜市・高浜町）

★教育旅行ふくい
福井市東足羽地区 12軒 60名
福井市西海岸地区 12軒 60名
越前市今立地区 ８軒 40名

★若狭美浜はあとふる体験
美浜町・若狭町 111軒 444名

民泊

★福井駅近くに100名や150名
対応可能なホテル

福井市内のホテル
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北陸の特徴

歴史
まちなみ

伝統工芸
伝統芸能
ものづくり

食文化
おもてなし

ダイナミック

自然

【主体的】

コース別・クラス別・班別学習の形式をとり
興味・関心に応じたコース設定を可能とする

【対話的】

訪問先で体験活動を通して人々の交流を提供
する

【深い学び】

旅ナカの現地での学びに加えて、オンライン
での事前・事後学習で学習効果を高める

北陸の強みである本格的なものづくり体験や農林水産業などからキャリア教育や環境
問題、食の大切さを学ぶなど、SDGsの学習要素が数多くあります。



東尋坊
海食によって海岸の岩肌が削られ、高さ約25メートルの岩壁が続く。
この岩は輝石安山岩の柱状節理でこれほどの規模を持つものは世界に
３か所だけ。地質上極めて貴重で国の天然記念物および名勝に指定。

福井ならではの見学施設

目的：地学を学ぶ ～ 大自然のパワーと地球の
歴史

奇勝として名高い東尋坊。間近にみる断崖は迫力満点。東尋
坊の魅力は、古くから名勝として称えられてきた断崖絶壁。
ゴツゴツとした岩が約1キロにわたって続いていますが、
「輝石安山岩の柱状節理」という、地質学的にも珍しい奇岩
で世界にも東尋坊を含め３箇所しかないといわれています。
事前学習で、地球誕生から気の遠くなる年月が築き上げた地
形の不思議のわけを知り地学に興味をもつきっかけとなるの
ではないでしょうか。
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近くの東尋坊三国温泉、
あわら温泉に宿泊すれば、
すばらしい日本海の夕陽
が全員で見れます。

認定を受けた「東尋坊マイスター」によるガイドも可能！



曹洞宗 大本山 永平寺
現在も約１５０名の僧が修行に励む日本最大の修行道場
仏殿や法堂など主要19棟が重要文化財（建造物）認定
荘厳な空気の中で凛とした坐禅がおすすめです。

禅は世界に誇る日本文化
アップルの創業者・スティーブ・ジョブズ
も生涯、永平寺を訪問することを熱望して
いました。
海外との接点が増えるこれからの若者は
日本文化の知識、体験が不可欠です。
禅の本場ならではの修行道場で貴重な体験
を！

福井ならではの見学施設

目的：禅文化を学び、心を整え、自分自身と向き合う

仏法に関する話を聞いたり、坐禅体験を通じ自己を見つめ直
すことで、豊かな人間性の形成につながります。
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永平寺のほか大安禅寺など、
福井県内全域で坐禅体験できる寺社があります。

食べ物や水などを仏の姿そのものとして尊び、無駄
にせず大切に丁寧に頂くという修行生活の実践、ま
た困難を抱え生きている人々の苦しみを少しでも和
らげることが出来るよう、願い行動するという菩薩
行の実践が、「誰一人取り残さない社会の実現」と
いうSDGsの理念に共通しています。



福井県立恐竜博物館
日本一の恐竜化石発掘量を誇る勝山市にあり、世界三大恐竜博物館の１つ！福井ならではの見学施設

恐竜化石が発掘
された地層を間
近に見られ、現
場で化石発掘体
験ができます。

目的：生物や地学の学習
化石発掘体験を行うことにより、探究心をかき立て、地球
や生物への興味・関心・学習意欲の向上につながります。
恐竜が滅んだ理由などかつての地球の気候変動を知り、今
後の地球環境について考えましょう！

ナビゲーターからは地層の説明や調査の歴史、
発掘現場では研究員から詳しい化石の解説も聞けます。
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2023年夏リニューアルオープン予定！

博物館の展示は「恐竜の世界」「地球
の科学」「生命の歴史」の３つのゾー
ンから成り、環境の変化を学べます。



大野市化石発掘体験センター HOROSSA（ホロッサ）

教育旅行の場合は、市の学芸員
が教材を使って説明を実施します。
福井県立恐竜博物館とあわせた
学習が有効です。
（ホロッサ～恐竜博物館はバスで
約60分の距離。行程作成の際は
ご注意を）

所要時間：１時間
料金：410円
受入可能人数：最大200名
雨天実施可能
■パークホテル九頭竜とのセットプラン
定員：６０名
料金：１泊２食６，０００円（手数料１０％）
パークホテル九頭竜に宿泊すれば、朝夕の体験も可能！

目的：生物の歴史や地学の学習
化石発掘体験を行うことにより、探究心をかき立て、地球や生物への
興味・関心・学習意欲の向上につながります。
学芸員の取組みと、仕事とは何かを考えることも可能。
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大野市では日本で初めてジュラ紀のアンモナイトの化石が発見され、現在ではアジ
アの重要なアンモナイト研究の拠点として国際的な評価を得ています。
HOROSSAでは、古生代から中生代までの地層の岩石を使い、時代ごとに化石を
発掘することができます。
植物や貝の化石なら高確率で出て、発掘した化石は記念に持ち帰りできます。
（発掘した化石が調査対象の場合は、市に帰属）

化石という地域の貴重な
自然遺産を保護しながら、
観光や教育に活用していく
方法を考えます。
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勝山自然塾

大自然の中、五感を使って地球の歴史、森の役割、水の大切さなどを
楽しみながら考えることができる、４つの体験プログラム！

緑あふれる自然の中、人間にとって必要な酸素の
ありがたみや、森の役割・森の大切さを学びます。

地球の模型を利用して、地球の内部構造や、地球
における森林・海・土地の割合などを学び、どれ
だけ水が貴重か、このままでは森林が何年後に消
滅してしまうか、などを考えることができます。

地球誕生から46億年の歴史を460mの自然道を歩きな
がら解説します。
地球の長い歴史の中で、化石燃料が生まれたり、人類
が生まれたのはどのくらいかを学び、
将来の地球環境について考えることができます。

目隠しをし、裸足になって芝生や砂利、丸太などの
上を歩くことにより、五感で自然環境を感じます。

裸
足
の
道

石
の
地
球

地
球
の
道

緑
の
教
室



一乗谷朝倉氏遺跡
特別史跡、特別名勝、重要文化財と国の三重指定。

3つの指定は国内では他に京都の金閣寺、銀閣寺、醍醐寺三宝院、奈良

の平城宮、広島の厳島神社のみ。令和元年には日本遺産にも認定！

400年埋没していた遺跡、現代によみがえる！

かつての日本の身分制度、男女格差、安心して暮らすことの
できなかった戦国時代の繁栄と衰退を学び、現代での不平等
の是正・平和の大切さなどを考えることができます。

福井ならではの見学施設

目的：戦国時代の生活様式、繁栄と衰退を学ぶ

全国唯一の中世の城下町遺構。遺跡内の庭園の石組は京都とのつなが
りがいかに深いかが偲ばれ、当時の文化水準の高さを知ることができ
ます。武家屋敷や庶民の町屋も再現しており、ここを見ることで歴史
を学ぶ楽しさを知ることができます。
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博物館が2022年10月1日、リニューアルオープン！

博物館⇒遺跡（復原町並）の見学がおすすめです！ガイドも可能！

発掘調査によって出土した、文化や衣食住に
かかわる様々な遺物を展示しています。
巨大城下町ジオラマにより、当時の一乗谷の
城下町の成り立ちを知ることができます。
当主の屋敷も原寸大で一部再現しています。
約450年前の遺跡の土を顕微鏡で見るなど、
発掘調査や研究について体験しながら楽しく
学べる「探究ラボ」も整備！



伝統工芸品 受け継がれる技・市場対応能力
福井ならではの体験

越前漆器の絵付け体験（鯖江市）

越前和紙紙すき体験（越前市）

自分の卒業証書の作成ができ、思い出
作りを行えます。(校印型版も作成可)
【越前和紙】日本最大の和紙産地

職人による指導でものづくりを体験でき、
見て触れて楽しみながら学べます。

めがねストラップ作り（鯖江市）

蒔絵、塗りなどの実演見学もあります。
【越前漆器】

日本一の業務用漆器生産量

めがね博物館では、歴史や産地形成
について学べます。
【めがねフレーム】日本一の生産量
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工房見学・案内も可能です。
【越前打刃物】

世界が認める職人技で世界の
料理界、美術界でも高い評価

それぞれの体験施設
が車で約15分なので、
分散学習が可能！ ペーパーナイフorメタル

キーホルダー作り体験（越前市）

時代のニーズにあわせて変化・対応し、
移住者も増えています。
若い職人に受け継がれる技と仕事にかけ
る情熱を学ぶことができます。キャリア
教育の最高手段！

日本初の政府紙幣
「太政官札」にも使用された



日本最大級の冒険の森 Tree Picnic Adventure いけだ

福井ならではの見学施設
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目的：自然への興味・理解を深める
面積の約9割を森林が占める池田町で、豊かな森林
資源を活用したアクティビティを通して、自然へ
の興味や森林と共に生きる方法を学ぶ。
また、実際に薪割りや丸太切りなど森のお仕事体
験を通して、森林業従事者の大変さを知るととも
に、達成感などを味わう。

アクティビティの合間には、森や木に関する学びの時間を設けています！
適度な伐採により、生き物にとっても住みやすい多様性のある森林環境へ
変化させていく。多様性があり豊かな土壌を持つことで、土砂災害の危険
を低下させ、栄養価の高い水が海に流れ込むことにより海の生き物も育み、
生態系を維持しながら地球温暖化防止にもつなげていく取組みについて学べます。

また、海外からの安価な木材の輸入により林業が廃れていき、現在人口約2400人、高齢化率約4割を超える池
田町は今、木を身近に感じさせるための様々な取り組みを実施しています！
消滅可能性都市と言われた池田町の地域活性化の取り組みを通じて、自分の町の将来について考えることがで
きます。
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人道の港敦賀ムゼウム
平和学習施設、2020年11月3日リニューアルオープン！

氣比神宮と交代で見学、敦賀赤レンガ倉庫・敦賀鉄道資料館と合わせて班別学習などが可能！

シアターやアニメーションを利用した展示などを設置して、戦争
による数々の苦難を乗り越えて敦賀に降り立ったポーランド孤
児とユダヤ難民の史実を中心に、当時の敦賀市民の証言や
エピソードのほか、今も続く関係者との心温まる交流を紹介

目的：命の大切さ、平和の尊さについて学ぶ
敦賀港は、シベリアから救出されたポーランド孤

児や杉原千畝氏の「命のビザ」を持ったユダヤ難民
が、日本で上陸した唯一の港であり、「命とは何
か」「人権とは何か」を考える機会になります。

北陸唯一の平和学習施設です。
日本とイスラエルほかユダヤ人の国々との平和の架け橋になり、今では欧米か
らのユダヤ人観光客の皆様には欠かすことのできない訪問先となっています。

教育旅行で訪れるべき施設



目的：７万年分の地球の歴史を知る

2018年9月15日オープン

世界唯一の年縞研究展示施設！
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【若狭三方縄文博物館】

奇跡の湖「水月湖」が語る７万年の歳月の流れ

「年縞」とは、三方五湖の１つ「水月湖」に
７万年の歳月をかけて堆積した縞模様の地層

世界でも他に類がない、化石や考古遺物の

年代を特定する「世界標準のものさし」とされています。
長さ約４５メートルの実物標本を展示！

隣接する『若狭三方縄文博物館』では、縄文時代の暮らしがわかる貴重
な出土品が展示され、かつての日本人の暮らしぶりを知ることができま
す。
火おこし体験や土笛づくり、勾玉づくりなどの体験も可能

福井県年縞博物館

第２回日本博物館協会賞受賞

7万年分の地球の歴史、気候変動を知り、
今後の地球環境について考えます。
また、水月湖から7万年分の年縞を取り
出し「世界標準のものさし」となった
年縞の研究について知り、将来の職業
を考えるきっかけとします。



若狭和田ビーチ
アジアで初の国際環境認証「BLUE FLAG」を取得した人気のビーチで、
バツグンの透明度と遠浅の海、白く広い砂浜が広がります。海を守る
取組みを学びます。

福井ならではの見学施設

目的：脱プラスチックと持続可能な漁業の実現、
環境問題を身近に考える

脱プラスチックの動きが世界中で加速。日本の食文化に
も欠かせない魚介類の水揚げ量は、激減し続けています。
廃棄プラスチックなどによる海洋汚染、地球温暖化によ
る海水温の上昇、乱獲などが原因。

人類の生命と生活にとり海の存在は不可欠
海洋資源の保全、持続可能な漁業の実現などを考えるこ
とを通じて、環境問題を考えます。
また、海をきれいに保つため住民が行う活動を通して、
自分の町の持続について考えます。
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宿泊すれば、すばらしい夕陽を眺めたりビーチで
のアクティビティができます。早朝のヨガ、坐禅
などもお勧めです。



魅力ある 本物の農業・漁業 体験

福井ならではの体験

漁業体験

越前町・敦賀市・美浜町・
若狭町・小浜市・高浜町

豊かな若狭の自然の中で行う漁業体験だけ
でなく、民泊・民宿を通じ漁師たちの生活
に触れ、自然と人との深いつながりを学べ
ます。

農業体験

越前市・池田町・
美浜町・若狭町

農業漁業

地元農家の方々と連携した、田舎体験プ
ログラムを通して、農業の理解を深める
事ができます。

17

豊かな自然の恵みを発見し、
人と自然の交流を深める旅

自然の恵みに感謝する心を育み、
農村の暮らしを体感する旅
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魅力ある 本物の農業・漁業 体験
◆カヤック ◆地引網
◆釣り＆捌き ◆タコかご漁
◆干物づくり ◆魚の神経締め
など、様々な海の体験ができます！

第１次産業のやりがいや苦労、環境問題を学ぶとともに、食の大切さについて考えます。

◆田植え ◆稲刈り
◆大豆収穫・加工
など、様々な農業体験ができます！

＜体験施設名＞
・若狭美浜はあとふる体験
・若狭三方五湖わんぱく隊
・ブルーパーク阿納
・国立若狭湾青少年自然の家
・若狭おおい・高浜教育旅行誘致推進ネットワーク
・遊敦塾
・越前町遊漁船業組合

＜体験施設名＞
・ロハス越前
・かみなか農楽舎
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伝統産業の企業、自治体、若者で社会の課題を解決
みんなで取組み地域で学び、身近な品物を通じて、製造現場、販売の現場、消費者がど
うつながるべきか、や、各現場で働く人々の働きがいや伝統産業を支える経済活動支援
とはどういうことか考えよう。

鯖江市 ～ SDGsモデル事業選定都市
「女性が輝くめがねのまちさばえ」

越前市
越前町

若者・女性が活躍

鯖江市 ＪＫ課（女子高生）
学生団体With（地元学生による活動）

ＲＥＮＥＷ（若者ものづくり）

鯖江市でHana道場など人材育成で活躍するNPO法人エル・コミュニティ代表 竹部氏
がコーディネーターになり、ものづくり×IT、地域活性化コンテストの取り組みなどを
講演！鯖江モデルを自分の地域に当てはめて、旅マエ、旅ナカ、旅アトで実践学習する
ことが可能です。

SDGs 福井 ～2030社会の主役の君たちへの素材

さばえSDGs推進センターで鯖江市のSDGsに関する取組みを学ぶことも可能です。
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自己肯定力を高め、夢を叶えた若者の次の挑戦を通じて、自分を、周りを応
援しよう。人と地域を元気にして幸せと夢のあふれる社会づくりを考えよう。

チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～そ
の舞台は福井商業高校チアリーダー部JETS。普通の女子高生が大きな夢を
実現した成功の秘訣は何か?
夢を応援する体験談と卒業生の新たな挑戦「チアドリームプロジェクト」
紹介講演によるやる気の創出、それを支援するJETSでも取り入れた「夢
ノート」を活用した旅マエ、旅アトの支援を試しませんか?

福井は みんなの夢の実現を応援します!

オンライン
旅マエ講演

＆
旅ナカ
意見交換

旅アト

夢ノート活用
チャレンジ
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探究学習用ワークシート
探究学習（事前・現地・事後学習）用のワークシートがある施設もあります！

地質学的に貴重な輝石安山岩の柱状節理の東尋坊
地殻変動や自然の影響により現在の形に成り立ったワケを学びます。

事前：東尋坊はどうしてこんな形なの？
現地：地質学的に貴重な東尋坊の岩石の組織を観察してみよう！
事後：分かったことや感想を壁新聞でみんなに伝えよう！
【問合せ先】（一社）DMOさかい観光局 TEL：0776-82-1555

越前がれいを生け簀よりつかみ取り・神経締めを施し、さばいて刺身
や唐揚げとして実際に食べるプラン。水揚げ～食卓へ届くまでの流通
を体験・学習します。
越前がに漁も行う底引き網漁の漁師から釣りのポイントや漁法を習い、
漁師の仕事への理解や生き物をいただくという食育を体験・学習しま
す。
【問合せ先】（一社）越前町観光連盟 TEL：0778-37-1234

探究のまち“越前町”

東尋坊
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探究学習用ワークシート

海岸に漂着する海ごみが問題となっています。福井県内には海ごみから新たな製品
をつくるアップサイクルを行っている事業者がいます。海ごみを拾い、調べること
で、環境問題や再利用の意識、関心を高めます。

事前：海にはどんなゴミが多いと思いますか？なぜ海に流れ込んだのでしょう？
現地：海ごみを種類ごとに分別して、重さや容積、個数、製造国などを調べます。
事後：結果をまとめて、海ごみを減らすためにどうしたらよいか、自分にできる

ことは何かを考えましょう！
【問合せ先】（一社）若狭三方五湖観光協会 TEL：0770-45-0113

若狭de海ごみ

廃棄処分するしかなかった海ごみが、
コースター、キーホルダーなど、
新たな製品に生まれ変わります！！



助成金情報
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● 「修学旅行における体験学習料助成金」

学校行事として行う修学旅行において、本県で宿泊を伴って恐竜化石発掘や越前和紙紙漉き体験などの
体験学習を実施する場合に、費用の一部を助成します。
修学旅行生徒１人、１泊あたり＠１，０００円を上限とします（１体験メニューが１，０００円未満の場合は
体験料実施に相当する額となります。上限額の範囲内であれば、複数メニューに対する助成も可です。）

● 「教育旅行視察助成」（旅行会社および学校関係者への本県視察支援）

本県への新たな教育旅行のルートを検討・造成するために行う視察（下見等）に対して、交通費・宿泊費
相当額の一部として、かかった費用に応じ、１人当たり最大２万５千円を助成します。

若狭は自然体験が満載！

『若狭路教育旅行ガイド』

で検索！

北陸三県の素材をご紹介する

動画も制作しているので、

ぜひご覧ください！

市町の助成金情報も一覧で掲載！
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宿泊施設での 夜のプログラム
① ビーチクリーン活動および海ごみアップサイクル講演・一部体験（60～90分）

② 大安禅寺 和尚や曹洞宗青年会による法話・坐禅（60～90分）

③ 越前和紙の里 伝統工芸士による講話（60～90分）

④ 地域活性化コンテストなど地方創生の取組み談（60～90分）

⑤ チア☆ダン～女子高生がチアダンスで全米制覇 夢講話

先生、卒業生による講話と夢ノート活用法（60~90分）

⑥ ツリーピクニックアドベンチャーの池田町の地方創生策と

Iターンの若者による地方の魅力と働きがいの講話（60~90分）

福井県教育旅行ガイドブック『学び旅』に、
様々な体験・スポットを掲載しています。
郵送可能ですので、お気軽にお問合せください。
【問合せ先】
（公社）福井県観光連盟 TEL：0776-23-3677

『学び旅』の別冊集として、SDGs学習のご提案も
掲載しています。

詳しくは、
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