自然に、ほっこり。

大分
教育旅行ガイド

0

アクセス

京都

出発駅から小倉駅までの所要時間

京
岡山

新神戸

神戸港
●
新大阪
●
大阪南港

約2時間30分

新 大 阪

約2時間15分

新 神 戸

約2時間

岡

山

約1時間30分

広

島

約1時間

小

倉

新幹線

広島

新山口

都

徳山港
●

小倉
竹田津港
●
博多
●大分空港

●八幡浜港
●三崎港

新鳥栖

●佐賀関港

東九州自動車道

別府国際観光港●
大分港●
大分

●臼杵港

長崎

小倉駅から日豊本線またはバスにて大分へ
70分

貸切バス

中 津 Ｉ Ｃ
10分

八幡浜～臼杵（約2時間20分）

日出ＪＣＴ
10分
5分

10分

5分

5分

5分

中九州
横断道路
5分

犬 飼 Ｉ Ｃ

八幡浜～別府（約2時間45分）

10分

湯 布 院 ＩＣ

三崎～佐賀関（約1時間10分）

千 歳 Ｉ Ｃ

徳山～竹田津（約2時間）

伊丹～大分（約55分）

九 重 Ｉ Ｃ

名古屋～大分（約1時間10分）

30分

30分
大分自動車道

別 府 Ｉ Ｃ
大 野 Ｉ Ｃ

神戸～大分（約12時間）

30分

日 田 Ｉ Ｃ

成田～大分（約1時間35分～2時間）

朝 地 Ｉ Ｃ

大阪南～別府（約13時間30分）

竹 田 Ｉ Ｃ

羽田～大分（約1時間30分）

2時間

鳥 栖 ＪＣＴ

船

長 崎 Ｉ Ｃ

航空機

宇 佐 Ｉ Ｃ

大 分 Ｉ Ｃ
１５分
国道10号・57号

大分米良ＩＣ
20分
１５分

臼 杵 Ｉ Ｃ
１５分

佐 伯 Ｉ Ｃ
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おおいたの農村民泊体験学習

おおいたの農村民泊
平成14年に安心院町（現宇佐市）で始まった日本型グリーンツーリズムは、旅館や民宿でなく、ごく普通の民家に泊まり農村の暮ら
しを農村の時間にあわせて体験していただきます。それぞれの家庭で生業や体験する内容も異なります。
自分たちで収穫した野菜、釣った魚、掘った貝などをホストファミリーと一緒に調理して食べることを活動の基本としています。

ＰＯＩＮＴ①

受入家庭は親戚の子のように接し
ふれあいと交流を大事にします

手間ひまをかけた安心・安全な
昔ながらの田舎料理をつくります

お別れ式で感極まってしまう子には
再会を約束して笑顔で送ります

自然とふれあい、その素晴らしさや命の大切さを実感するでしょう
ＰＯＩＮＴ②

活動予定表の作成と提出
教育旅行における研究会の取り組みのひとつに、「グリーンツーリズ
ム教育旅行受け入れ活動予定表」があります。
当初は巡回を効率よく行うために、受入家庭と生徒がどこにいるの
かということを知る目的で始めたのですが、これによって活動が成り
行きまかせでなく、雨の日でも計画的になり、生徒への事前説明もし
やすくなりました。

農村での体験が日常の暮らしに役立
つことを願っています

家族の一員として家業や生活のお手
伝いをしていただきます
ＰＯＩＮＴ③

安心安全のルールでおもてなし
大分県で農村民泊体験学習を行っている受入家庭は、旅館業法に
おける簡易宿所としてすべて認可を受けています。
・保健所の指導に基づき安全と衛生管理に関わる講習を受講
・宿泊する部屋には火災報知器の設置を義務化
・送迎に使用する車両は任意保険加入を義務化
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おおいたの農村民泊体験学習

危機管理や緊急時の対応について
各受入組織では、このような緊急時における連絡体制を策定しています。

事故発生
第一発見者・受入家庭

ＰＯＩＮＴ⑤

ＰＯＩＮＴ④

①事務局へ連絡を取り、周辺と傷病者の状況を伝えます。
「いつ、どこで、誰が、どのようになっているのか」
②緊急を要する場合には、１１９番に連絡をし、
応急措置や対応の指示を仰ぎます。
素人判断で勝手な処置はしないこととしています。

受入家庭内でも万が一に備えて
避難場所や固定電話の位置などを説
明します。

受入事務局が行政機関と連携しながら、
教員の巡回をサポートします

ＰＯＩＮＴ⑥

ＰＯＩＮＴ⑥

受入事務局
教員本部・添乗員
③原則、引率教員が駆けつけてから
病院や消防署に連絡をとるようにしています。

事故発生現場

リスクマネジメントに関する講習は
個々でなく組織的に行っています

大分県の主催にて毎年
危機管理講習を行っています

賠償区分

施設事故
生産物事故

学校・保護者

１名につき

１億円

１事故につき

３億円

１事故につき

１億円

保険会社

・治療や処方で落ち着く場合

教員本部へ戻る

保証内容（てん補限度額）

対人賠償
対物賠償

病院・消防署

連絡

・解決に時間を要する場合

緊急対策本部の設置

サポート

受 入事務 局 ・
行政

グリーンツーリズム保険

ＰＯＩＮＴ⑦

旅行会社
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おおいたの農村民泊体験学習

各地区の受入概要

北部

安心院町グリーンツーリズム研究会
〒８７２－０５２１
宇佐市安心院町下毛１１９５－１
ＴＥＬ ０９７８－４４－１１５８
ＦＡＸ ０９７８－４４－０３５３

東部

国東市観光協会 ＧＴ推進部
〒８７３－０５１１
国東市国東町小原２６６２－１
国東市サイクリングターミナル内
ＴＥＬ ０９７８－７２－５１６８
ＦＡＸ ０９７８－７２－５１７３

東部地区

北部
地区

中部
地区

中部
地区

＜最大２１０名受入可能＞
豊後高田市 ３０軒
１２０名（最大１３０名）
国東市 ２５軒
７０名（最大８０名）

中部

由布市グリーンツーリズム研究会
〒８７９－５４９８ 由布市庄内町柿原３０２
由布市役所内 一般社団法人ユフイズム
ＴＥＬ ０９７－５２９－７５２３
ＦＡＸ ０９７－５２９－７５２４

＜最大１２０名受入可能＞
由布市 ３０軒
１００名（最大１２０名）

中部

竹田市観光ツーリズム協会
〒８７８－００１１ 竹田市大字会々２２５０－１
ＴＥＬ ０９７４－６３－０５８５
ＦＡＸ ０９７４－６４－１１２７

＜最大４０名受入可能＞
竹田市 ８軒 ４０名

南部

吉四六さん村グリーンツーリズム研究会
〒８７５－０２０１ 臼杵市野津町野津市９４９
ＴＥＬ ０９７４－３２－７１８１
ＦＡＸ ０９７４－３２－７７６４

＜最大８０名受入可能＞
臼杵市 ２２軒
常時６０名（最大８０名）

南部

佐伯市役所観光課
〒８７６－８５８５ 佐伯市中村南町１－１
ＴＥＬ ０９７２－２２－３９４２
ＦＡＸ ０９７２－２２－００２５

＜最大１００名受入可能＞
佐伯市 ２１軒 １００名

南部
地区
南部
地区

大分県農村民泊修学旅行のお申し込みは

公益財団法人 日本修学旅行協会

＜最大１８０名受入可能＞
宇佐市・杵築市・由布市 ５０軒

までお願い致します

〒１０３－０００２ 東京都中央区日本橋馬喰町１－１－２ にほんばしゼニットビル２階
ＴＥＬ ０３（５６４０）８０６１ ＦＡＸ ０３（５６４０）８０６２
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※受入家庭軒数や受入人数は２０２０年１２月末時点の数値です

修学旅行 春（５～６月）のトピックス

春シーズンのおおいたで楽しめる野山・畑の味わい
山のエリアでは山菜（ワラビ、ゼンマイ、タラの芽、コシアブラなど）やタケノコの収穫を楽しめるほか、春野菜、ビワや梅などの果
樹も実りの時期を迎えます。

ワラビ（４月～６月）

春野菜

コシアブラ（４月～６月）

ユキノシタ（通年）

マダケ（５月～６月初旬）

ビワ（５月～６月）

その他

ミヤマキリシマ

田植えや関連する民俗行事

麦秋

ホタル

（５月下旬～６月上旬）

（５月上旬～６月中旬）

（５月）

（６月）

ミヤマキリシマは、九州各地の高原に自生するツ
ツジの一種で、天然記念物に指定されています。
見頃の時期には、山一面がピンク色に染まり、そ
の素晴らしい光景を一目見ようと、県内外から多く
の登山客が訪れます。

日本人の主食であるお米稲作に関する民俗行事
について、都市部ではほぼ知られていません。五
穀豊穣や豊作を祈願する地区で由来や起源につ
いて尋ねてみるのも面白いかもしれませんね。

麦秋（ばくしゅう）とは、麦の穂が実り、収穫期を
迎えた季節のことです。麦が熟し、麦にとっての
収穫の「秋」であることから、名づけられました。
大分県は麦焼酎の一大産地であることから、麦
作りも盛んに行われています。

豊かな緑と美しい水の流れる清流にのみ生
息するホタルは、大分県内の様々な農山村
で見ることができます。月明かりがなく、雨の
降っていない夜８時から９時頃が最も活発に
飛び交います。

■見学が可能な山：くじゅう連山（九重町・竹田市）、
鶴見岳（別府市）、経塚山日出町）など

■体験可能なエリア：大分県全体
■見学可能なエリア：宇佐平野、国東市など

■見学可能なエリア：大分県全体
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修学旅行 秋（９～１１月）のトピックス

秋シーズンのおおいたで楽しめる農山漁村の味わい
山のエリアでは栗や柿、新米のご飯、落ち鮎やモクズガニを味わえます。焼き魚にはカボスをかけてお召し上がりください。

カボス（８月～１２月）

栗（９月～１０月）

柿（１０月中旬～11月）

落ち鮎（８月～１０月下旬）

モクズガニ（９月～１１月）

その他

紅葉

稲刈りにかかわる体験

椎茸にかかわる体験

温泉

（１０月下旬～１２月上旬）

（９月下旬～１０月）

（春と秋）

（通年）

大分県の紅葉は、標高の高いくじゅう連山が最も
早く１０月下旬から１１月上旬が見頃を迎えます。
次第に他の地域でも色づき始め、１１月中旬から
下旬がピークになります。

稲作を行っている農家では、黄金色に輝く稲穂を
刈り取る体験が出来ます。ツヤツヤに輝く新米の
ご飯の味は忘れられないほど美味しく、思い出に
残ることと思います。

大分を代表する特産品である椎茸は、県内の山
間部で広く栽培されています。特にクヌギを使っ
た原木栽培は、森林の新陳代謝を促進し、水源
のかん養など森林の公益的機能の維持が図ら
れます。バーベキューや団子汁などで美味しく味
わえます。

「日本一のおんせん県おおいた」というキャッ
チフレーズを用いるほど、源泉数や湧出量で
群を抜いている温泉。通年で利用できますが、
やはり寒さを感じる季節が温泉の醍醐味です
ね。農泊体験でも可能な限り、町内の温泉を
利用することを奨励しています。

■有名な景勝地：深耶馬溪（中津市）、用作公園
（ゆうじゃく公園／豊後大野市）、白馬渓（臼杵市）、
九酔渓（九重町）など

■体験可能なエリア：大分県全体

■見学可能なエリア：大分県全体

■体験可能なエリア：大分県全体
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グローバル人材育成プログラム

GVS（Global Village for Students）
Global Village for Studentsは、グローバルな視点と英語コミュニケーション体験を提供するプログラムです。日本で学ぶ留学生によ
るコミュニティ Global Education Project（GEP） のメンバー（留学生リーダー）たちと「共通語としての英語」による活動・交流を通じて、
多様な文化に対する理解を深め、英語を使い、コミュニケーション力を身につけることを目的としています。

英語： 活動は英語を共通
言語とし、日本語でサポー
トを行います。
学び： 様々な国籍や背景を
持つリーダーとの協働によ
る問題解決型学習のプロ
グラムです

留学生によるプレゼンテーション
活動の例

世界旅行感覚で楽しめる
エクスプローラー・ザ・ワールド

留学生へのインタビューで
夢や目標について意識を高めます

会場： ホテルのバンケット
ルームや公的施設、体育館
などが活動会場となります

思いを描き、表現する

より良い世界の実現に向けて、自分たちが出来ることをまとめ、グループごとに発表します。留学生が生徒のグループでの活
動をサポートします。

■受入人数：４０名～３００名
■所要時間：半日～５日間
■料金：内容によって異なりますので、お問い合わせください
■運営会社

株式会社 LbE Japan（エルビー・ジャパン）
アイスブレーキング活動で
チームビルディング

グローバル・タレントショーで
思い出づくり

〒８１０－００７４ 福岡県福岡市中央区大手門１－８－８
ＴＥＬ ０９２（７９１）６５８１ ＦＡＸ ０９２（７９１）６５８２
E-mail info@lbejapan.co.jp
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グローバル人材育成プログラム

GVS（Global Village for Students）
２日間コース サンプルスケジュール
テーマ例： 「理想の社会 と 夢の実現」
時間

スケジュール

12:30

会場到着

12:45

昼食

14:00

自己紹介

※プログラムは、半日～３日間で構成いたします
内 容

留学生リーダーによる歓迎

２日間の活動を共にするメンバーに自己紹介

時間

スケジュール

7：00

朝食／休憩

8：00

ウォーミングアップ

8：15

スカベンジャーハント／休憩

14:35

オリエンテーション
アイスブレーキング活動

留学生リーダーとスタッフの紹介

相互紹介①

9：30

インタビュー活動

まずは仲良くなろう！

ビュー
15分毎に留学生リーダーが交代×3回（予定）

異文化環境や英語コミュニケーションに慣れ親しむ活動

10：15

共有

インタビュー活動の内容を全体と共有する

１．それぞれ指定されたトピックに沿って自己紹介をしよう！

10：30

代表留学生による発表

テーマ：「なぜ日本で学ぶのか？ ～グローバルな舞台で夢（目標）を叶える
ために～」
プレゼンテーションの後、質疑応答

・参加者トピック：私の好きなもの
２・リーダーは参加者を、参加者はリーダーを他のグループに紹介で

11：00

プレゼンテーション発表準備①

テーマ：「夢実現ロードマップ」

となりのグループに対して「リーダーは参加者」を「参加者はリーダー」

・夢を叶えるための課題

を紹介
15:50

16:50

世界探検 Explore the World／休憩

グループフラッグづくり／休憩

・課題を解決するために必要なもの、こと

留学生リーダーが自国の文化や生活を紹介
参加者は15分ごとにローテーションをしながら各国を訪問

12：00

※合計３ブース（国）を訪問

13：00

国の象徴として定められた国旗にはそれぞれに深い歴史や意味合い
があります。

昼食／休憩
プレゼンテーション発表準備②／

旗を作ろう！
グループフラッグ発表

18：20

1日目プログラム終了

14：10

プレゼンテーション発表＜予選＞

プレゼンテーションの発表本番！自分たちの思いを精一杯届けよう！
クラス内で予選を競い、各クラスから1班が決勝進出となります

14：40

プレゼンテーション発表＜本選＞

自分達の理想の社会はどんな世界か？
グループで作成した旗が表現する社会について共有しよう

午前中の続き

休憩

自分たちが理想とする社会に必要なものは何かを考え、それを表す
17：40

留学生リーダーの夢を叶えるために必要な事について、グループで話し合い、
プレゼンテーションにまとめる

きるように準備しよう
相互紹介②／休憩

テーマ（仮）：「世界の〇〇 ～日本と一緒？どう違う？～」
※学習テーマや興味関心に応じた質問を準備して留学生リーダーにインタ

・リーダートピック：日本での生活におけるカルチャーショック

15：20

施設内の指定されたエリアをグループの仲間とめぐり、協力しあいながらミッ

プログラム概要説明（取組姿勢など）
ゲームで交流を通じて自分を知り、相手を知る
14:50

頭と体を使ってウォーミングアップ
ションをクリアしよう！

事前学習を行った国紹介の内容をグループ内で共有する
14:20

内 容

予選を勝ち抜いたクラス代表による発表
各発表後、留学生リーダーによる講評

15：10

研修の振り返り

２日間の活動を振り返り、これからの学校生活や私生活における行動目標を

自己分析シートの記入

立てる

15：20

アクションプランの発表／休憩

各自のアクションプランをグループ内で共有する

15：50

グローバルタレントショー発表

有志による出し物の発表
自分たちの特技や文化を発表しよう！

16：40

修了式

プレゼンテーションの表彰
修了証授与
参加者および留学生リーダーのコメント

17：00

プログラム終了
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グローバル人材育成プログラム

GEP別府（Global Exploration Program in Beppu）
2020年からの新しい教育に対応する「探究型」のプログラムです。 留学生1名と参加生徒5〜8名がチームとなり、スマホのアプリに
設定された「手がかり」を元に様々なミッションを英語を使いながら協働で解決します。また、活動には一貫した「課題」が与えられ、
教科横断型のミッションを通じて獲得した知識や情報をもとに「課題」の解決へと導きます。例えば「エネルギー問題」、「観光と発
展」、「観光地における多文化対応」など、総合的な学習（探究）のフィールド学習として導入することも可能です。

小グループで
別府を知る

五感を駆使してミッションをクリア

留学生と

問題を解決し

ＩＣＴを活用し

単なる散策でなく、学びを前提にした内容と手法で構成されています

コミュニケーション
しながら

英語で楽しく
生活の知恵～鉄輪からの学び

お店の人へインタビューしてみよう

カテゴリーは、①ビジネス、②エネルギー、③食、④文化、⑤景観、⑥医療

協働を通じて

主体的に

＜プログラムの目的＞
・主体的に課題に取り組み、解決した仲間との喜びを育みます
・九州修学旅行を通じて、地域社会の新しい「見方や考え方」を育みます
・学校では出来ない体験活動を実現します
■受入人数：６０名～２００名
■所要時間：約３時間
■料金：内容によって異なりますので、お問い合わせください
■運営会社

株式会社 LbE Japan（エルビー・ジャパン）
YUMETAKEの役割りを調べてみよう

別府石を探してその特徴を調べてみよう

〒８１０－００７４ 福岡県福岡市中央区大手門１－８－８
ＴＥＬ ０９２（７９１）６５８１ ＦＡＸ ０９２（７９１）６５８２
E-mail info@lbejapan.co.jp
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グローバル人材育成プログラム

GEP昭和の町（Global Exploration Program in Showa-no-machi）
2020年からの新しい教育に対応する「探究型」のプログラムです。 農泊ホスト（又は昭和の町ガイドや関係者）1名と参加生徒5〜8
名がチームとなり、スマホのアプリに設定された「手がかり」を元に様々なミッションを世代を越えた協働で解決します。また、活動に
は一貫した「課題」が与えられ、教科横断型のミッションを通じて獲得した知識や情報をもとに「課題」の解決へと導きます。例えば
「昭和から学ぶエコロジーの知恵」、「産業の発展と衰退」、「職業の変遷」、など、総合的な学習（探究）のフィールド学習として導入
することも可能です。

小グループで
生活や環境を
見つめ直す

地域の人と

昭和の暮らし
を通して

昔ながらの商店街を探求学習

ＩＣＴを活用し

昭和のお店で展示されている一品や一宝からのクイズ

問題を解決し

コミュニケーション
しながら
夏服なのに何故、長袖の制服？

VHSビデオは何故生き延びたか？

農泊中も同じテーマで体験を続けてみよう

協働を通じて

主体的に

＜プログラムの目的＞
・主体的に課題に取り組み、解決した仲間との喜びを育みます
・九州修学旅行を通じて、地域社会の新しい「見方や考え方」を育みます
・学校では出来ない体験活動を実現します

＜共通する大テーマ＞
・昭和はどんな時代だと思うか？
・昭和で羨ましいと思うことは何か？

■受入人数：１００名～１５０名
■所要時間：約３時間
■料金：内容によって異なりますので、お問い合わせください
■運営会社

・昭和で世界に発信したいと思うことは何か？

株式会社 LbE Japan（エルビー・ジャパン）

・昭和で今に利用・活用したいと思うことは何か？

〒８１０－００７４ 福岡県福岡市中央区大手門１－８－８
ＴＥＬ ０９２（７９１）６５８１ ＦＡＸ ０９２（７９１）６５８２
E-mail info@lbejapan.co.jp
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国東半島宇佐地域世界農業遺産体験プログラム

国東半島宇佐地域世界農業遺産
大分県には、食料の安定確保を目指す国際組織である国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）に
認定された、国東半島・宇佐の農林水産循環システムがあります。ＳＤＧｓにもつながるサス
テイナブルな世界農業遺産の理念を学び、地域内の農林水産業の営みを体験することが
できます。
＜世界農業遺産とは＞

国東半島宇佐地域世界農業遺産の体験学習で学べるＳＤＧｓ

農村景観について学ぶ 田染荘（たしぶのしょう）

次世代に受け継がれるべき伝統的な農業・農法と、それに関連して育まれた文化や景観、生物多様性
などが一体となった世界的に重要な農業システム（林業・水産業も含む）を認定し、その保全と次世代
への継承、持続的な活用を目指す国際プロジェクトです。「Globally Important Agricultural Heritage
System（世界的に重要な農業遺産システム）」の頭文字をとって「GIAHS（ジアス）」と呼ばれます。

＜国東半島宇佐地域世界農業遺産の特徴＞
国東半島宇佐地域は、雨が少ない瀬戸内海式気候と雨水が浸透しやすい火山性土壌のため、古くか
ら水の確保に苦労してきました。山が連なる半島には平野が少なく、稲作には厳しい環境でしたが、
人々はため池を利用した水の循環と、豊富なクヌギ林を利用したしいたけ栽培など、自然環境を生かし
た独自のシステムで農産物を生み出し、伝統文化や景観、豊かな生態系を今に伝えてきました。その
世界的価値が認められ、2013年5月、国東半島宇佐地域（豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫
島村、日出町）は世界農業遺産に認定されました。

＜７つの体験プログラム＞
国東半島宇佐地域世界農業遺産で学ぶことができる学習テーマと体験プログラムは、７つあります。世
界農業遺産の認定基準やＳＤＧｓとどうつながっているのか等、事前学習で調べたことを、現地の体験
で確認し、体験から問いをつくる手助けや、生徒自らが立てた問いを解決する手助けをします。

農耕文化について学ぶ 鬼会（おにえ）の里

＜体験プログラムの概要＞
場所：鬼会の里（豊後高田市）
内容：シアターで修正鬼会、ＶＲで無明橋体験
時間：１時間～１時間半程度
時期：通年実施

ＳＤＧｓとの
関わり

＜体験プログラムの概要＞
場所：田染荘（豊後高田市）
内容：農村景観やしいたけほだ場の見学
時間：１時間～２時間程度
時期：通年実施

ＳＤＧｓとの
関わり

多様な生態系について学ぶ 守江（もりえ）湾

＜体験プログラムの概要＞
場所：守江湾（杵築市）
内容：カブトガニの観察
時間：１時間半程度
時期：４月～１０月

ＳＤＧｓとの
関わり
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国東半島宇佐地域世界農業遺産体験プログラム
水田農業について学ぶ 両合（りょうあい）棚田

＜体験プログラムの概要＞
場所：両合棚田（宇佐市）
内容：棚田見学、農業体験など
時間：２時間～３時間程度
時期：通年実施

ＳＤＧｓとの
関わり

用水供給システムについて学ぶ 旭日（あさひ）地区

＜体験プログラムの概要＞
場所：旭日地区（国東市）
内容：ため池と祇園山を散策
時間：１時間４０分
時期：通年実施

ＳＤＧｓとの
関わり

■受入人数：最大２８０名（４０名×７プログラム）
■所要時間：約２時間
■料
金：体験プログラムによって異なりますので、お問い合わせください

農業の再生について学ぶ 七島藺（しちとうい）学舎

＜体験プログラムの概要＞
場所：七島藺学舎（国東市）
内容：七島藺の歴史と文化、工芸品の製作
時間：２時間程度
時期：通年実施

ＳＤＧｓとの
関わり

地域の農業について学ぶ 国東（くにさき）地区

＜体験プログラムの概要＞
場所：国東地区（国東市）
内容：原木しいたけ駒打ち体験など ＳＤＧｓとの
時間：２時間程度
関わり
時期：１１月～５月

公益社団法人ツーリズムおおいた
〒８７０－００２９ 大分県大分市高砂町２－５０ OASISひろば21 ３階
ＴＥＬ ０９７（５３６）６２５０ ＦＡＸ ０９７（５３６）６２５１
E-mail tourism@we-love-oita.or.jp
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おおいたの平和学習

宇佐海軍航空隊の歴史や宇佐から出撃した特攻
隊、宇佐への空襲などを紹介するための資料館
です。館内では、特攻隊員の名前が残る資料や
米軍ガンカメラで撮影した空襲の映像、映画「永遠
の０」の撮影用に製作された零戦の原寸大模型な
どを展示、公開しています。

宇佐市平和資料館
ＴＥＬ０９７８（３３）１３３８

太平洋戦争末期に建設された人間魚雷「回天」
大神訓練基地。当時本部に遷座されていた回天
神社、各種格納壕など関連施設跡が今でも多く
残されています。中心部には、「回天」実物大模
型が展示された記念公園が整備され、忠実に再
現された操縦席などの見学も可能です。専門ガ
イドによるご案内も実施しています。

戦争と佐伯の関わりを検証し、平和について考え
る施設として建設されました。佐伯海軍航空隊の
概要を紹介するコーナー、戦争体験者の証言や
遺品のコーナー、本当の平和について考えてい
ただくコーナーなどがあります。

（宇佐市教育委員会 社会教育課）

ひじ町ツーリズム協会

佐伯市平和祈念館やわらぎ

ＴＥＬ０９７８（２７）８２００

ＴＥＬ０９７７（７２）４２５５

ＴＥＬ０９７２（２２）５７００

宇佐海軍航空隊跡を中心に、城井一号掩体壕
（えんたいごう）、滑走路跡、爆弾池、落下傘整
備所など多くの戦争遺構が残されています。
戦争遺構に残る機銃掃射の痕などを見学し、戦
争の史実を身近に感じることで、「平和の大切さ
と命の尊さ」について改めて考えることができま
す。

宇佐海軍航空隊跡

宇佐市平和ミュージアム（資料館は建設準備中）
宇佐市には太平洋戦争中、海軍航空隊が置かれていたことから、今なお「我がまちも戦場であった」
歴史を伝える戦争遺構が多く残されています。宇佐市平和ミュージアム構想は、資料館と戦争遺構
群で構成し、戦争の歴史を明らかにするとともに「平和の大切さと命の尊さ」にふれる機会の創出を
めざしています。
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※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。

歩く旅

九州オルレとは？
「オルレ」は韓国・済州島から始まったもので、もともとは済州島の方言で「通りから家に通じる狭い路地」という意味。自然豊かな済州島で、トレッキングする人が徐々に増え、「オルレ」はトレッキングコースの総称として呼
ばれるようになり、今では韓国トレッキングの中心的コースになっています。九州オルレは、済州オルレの姉妹版。済州島と同じように九州には四季の美しい風景があり、トレッキングに適した山岳を五感で感じ九州の魅
力を再発見できます。

さいき・大入島コース

奥豊後コース
悠久の歴史を刻む大地の物語

島の暮らし

９万年前に起きた阿蘇火山の大噴火で、大量の火
砕流が堆積して冷えて固まったのが、この地域を覆
い尽くす溶結凝灰岩（ようけつぎょうかいがん）です。
この上を水が流れて川になり、火砕流が冷え固まる
際に柱状に亀裂が入り、奇岩となったものが柱状節
理と呼ばれる自然景観です。溶結凝灰岩は加工の
しやすさから、磨崖仏や石橋、城の石垣など数多く
の石造物が人の手によっても造られました。奥豊後
コースでは、歩きながらこのような地球科学的な価
値を学ぶことが出来ます。

佐伯港からフェリーで７分。アクセスの良さと景観の
素晴らしさが特徴の大入島（おおにゅうじま）は、「お
おいり島」とも読めるたいへん縁起の良い名前です。
島の人々はとても温かく、特産品であるちりめんの天
日干しや港の営み、みかん畑や背戸の路地歩きな
ど、島の暮らしぶりを間近に見ることができるでしょう。
「カンガルー広場」はオーストラリア、グラッドストン市
との有効の証です。「寝そべるカンガルー像」がお迎
えしてくれます。

普光寺磨崖仏

空の展望所

十川の柱状節理

舟隠（ふなかくし）

岡城跡

大入島観光フェリー

コースの概要

コースの概要

豊後大野市から竹田市まで12kmの奥豊後コースは、九州オルレ全コースの中でも、常に上位の実績を誇
る人気コースです。その理由は、駅から駅を歩くという利便さもさることながら、春には紫陽花や田園風景、
秋には紅葉や輝く稲穂、柱状節理や竹林など変化に富む自然路が歩く人々を魅了してくれるからでしょう。

波音を聞きながら歩く海岸沿いや、四国や豊後水道のほか、佐伯市街地を一望できる360度パノラマの
「遠見山展望所」、島の今昔を肌で感じられる集落道など、島ならではの特徴を活かしたコースとなってい
ます。潮風に背中を押されながらウォーキングすると、ゆったりとした島時間に心地よさを感じます。

【スタート】
朝地駅

用作
公園

普光寺
磨崖仏

十川の
柱状節理

岡城跡

【ゴール】

【スタート】

竹田温泉花水月

堀切（大入島食彩館）

舟隠

加茂社

空の
展望所

遠見
展望所

【ゴール】
石間港

ぶんご大野 里の旅公社
ＴＥＬ ０９７４（２７）４２１５

竹田市観光ツーリズム協会
ＴＥＬ ０９７４（６３）０５８５

佐伯市観光課
ＴＥＬ ０９７２（２２）３９４２

※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。
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見学＆体験施設
環境学習

歴史学習

美術彫刻

我が国最大の地熱発電所で、年間８００，６７０ＭＷｈを発電しています。これは世帯数に換算すると約２２
２，０００世帯もの消費電力に相当します。同施設では、マルチ映像上映（約３０分）と屋外施設及びタービ
ン建屋見学（約３０分）が可能です。
大ホールは９０名まで、小ホールは４５名まで入場可能です。

臼杵石仏（磨崖仏）は、平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫刻されたと言われています。石仏群は４群
に分かれ、地名によって、ホキ石仏第１群、ホキ石仏第２群、山王山石仏、古園石仏と名づけられていま
す。それぞれに傑作秀作ぞろいであり、表情豊かな御仏の姿は、みる者の心にやすらぎをあたえてくれま
す。

九州電力 大分支店八丁原地熱発電所

国宝 臼杵石仏

ＴＥＬ０９７３（７９）２８５３

ＴＥＬ０９７２（６５）３３００

歴史学習

美術アート

建築学習

宇佐神宮や国東半島の六郷満山（六郷山）の八幡・仏教文化などを中心に、大分の歴史・文化に関する
体系的な常設展示が行われており、国宝の富貴寺大堂、臼杵磨崖仏、重要文化財・史跡の熊野磨崖仏
の実物大複製模型等が展示されています。
専門ガイドによるご案内も実施しています。

大分市中心部にある大分のユニークな文化風土にちなんだ「出会いと五感のミュージアム」。設計は、世
界的に活躍する建築家 坂 茂（ばん しげる）さん。予約をすれば、バックヤードを含めた建築のガイドもして
くれます。

大分県立歴史博物館

大分県立美術館（ＯＰＡＭ）

ＴＥＬ０９７８（３７）２１００

ＴＥＬ０９７（５３３）４５００

※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。
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見学＆体験施設
福祉学習

産業学習

環境学習

１９６５年に故中村裕博士により設立された社会福祉施設で、障がいを持っている人々が一住民として普
通に働き、暮らしています。オムロンやソニー、ホンダ、三菱商事、富士通エフサスといった大企業が共同
出資を行い、特例子会社を設立。敷地内には、博物館や食堂、スーパー、銀行、体育館、ホールや公衆浴
場等も整備されており、見学や就業体験、障がい者スポーツ体験などが出来ます。

地球の環境や近隣に住む人たちに配慮した新鋭設備の工場です。車が作り上げられていく過程を見学す
るだけでなく、CO2や騒音の低減、排水リサイクル設備などの仕組みを学ぶ良い機会になると思います。
所要時間は約９０分間です。

社会福祉法人 太陽の家

ダイハツ九州株式会社 大分（中津）第１工場

ＴＥＬ０９７３（６６）０２７７

ＴＥＬ０９７９（３３）１２２９

社会学習

自然学習

大分空港はお客様の目線にたった安全・安心・快適なサービスをモットーに地方空港ならではの取り組
みをおこなっています。社会学習の一環では、駐機場や手荷物受取所、貨物エリアなど普段入れない
場所での見学をすることが出来ます。空港の魅力や航空輸送についてを学べる機会となります。

高崎山には、古くから野生のニホンザルが生息し、現在は２つの群れ（約１２００頭）を形成しています。敷
地内には、餌付けを行う寄せ場が設けられており、観客は檻を隔てずに生態を観察することが出来ます。
さるっこレール（モノレール）は、車椅子の方もご利用いただけます。

大分航空ターミナル株式会社

高崎山自然動物園

ＴＥＬ０９７８（６７）２０１５

ＴＥＬ０９７（５３２）５０１０

※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。
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見学＆体験施設
自然学習

産業学習

環境学習

水量１２５０トンの潮流式大回遊水槽で大分県に生息する大型のサメやエイ等、海の生物９０種１５００尾を
展示しています。セイウチ、イルカ等のパフォーマンスショーをはじめ、磯の生物にも触れることが出来ま
す。バックヤードを案内するガイドも行っていますので、ご相談ください。
（１度に１０名又は２０名まで、約４０分間）

別府温泉には、青、赤、白などの泉色や熱泥、間欠泉などの源泉が点在しており、この特性を活かした観
光施設が地獄と呼ばれる別府観光のハイライトになっています。海地獄、鬼石坊主地獄、かまど地獄、鬼
山地獄、白池地獄、血の池地獄、龍巻地獄の７つを見学することを地獄めぐりと呼んでいます。

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」

別府地獄めぐり

ＴＥＬ０９７（５３４）１０１０

別府地獄組合 ＴＥＬ０９７７（６６）１５７７

自然学習

テーマパーク

歴史学習

アフリカンサファリでは、動物たちの生息環境を再現し、動物が本来持つ生態を生かした展示をすること
で、皆さんが「学べる」動物園創りを行っています。人気のジャングルバスは動物に直接餌を与えながら、
壮大な高原に生息する野生動物達をじっくりと観察することが可能です。雨天も心配ありません。

江戸時代の町並みが残る杵築。武士は南北の高台に住み、商人はその谷間にと住み分けをしていたこと
から、サンドイッチ型の城下町を形成しています。当時の杵築藩校では平民の子であっても、藩臣藩士の
子弟同様に入校が許されていました。教授には三浦梅園や帆足万里ゆかりの者たちが起用されるなど、
質の高い教育を行い、その結果、数多くの人材がここから輩出されました。

九州自然動物公園 アフリカンサファリ

杵築の城下町

ＴＥＬ０９７８（４８）２３３１

杵築市観光協会 ＴＥＬ０９７８（６３）０１００

※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。
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見学＆体験施設
文化体験

テーマパーク

日本でも珍しい香りをテーマにした博物館。「香
りのプロダクトギャラリー」では世界的に有名な
香水コレクションを展示。「調香体験工房」でオリ
ジナル香水を調香する体験も出来ます。

別府は竹細工が盛ん
な町。会館では名工
と呼ばれる方々の作
品を展示しています。
竹鈴製作体験も出来
ます。

日本初の木製ジェットコースター『ジュピター』をはじめとする九州有数のスリルライド群に加えて、ファンタ
ジック・アドベンチャー“脱出の森”や三次元迷路“ＭＡＲＳ”など豊富なアトラクションです。冬に登場するア
ウトドア・スケートも人気があります。湯布院や別府、安心院の中間地点に立地しているためアクセスが便
利です。

大分香りの博物館

別府市竹細工伝統産業会館

城島高原パーク

ＴＥＬ０９７７（２７）７２７２

ＴＥＬ０９７７（２３）１０７２

ＴＥＬ０９７７（２２）１１６５

自然学習

スポーツ

鳴子川渓谷の標高７７７ｍ地点に架かる高さ１７３ｍ、長さ３９０ｍの高さ日本一の人道専用吊橋です。
橋の上からは日本の滝百選の「震動の滝」や紅葉の名所「九酔渓」、天気の良い日にはくじゅう連山の
壮大な景観を眺めることができます。

阿蘇五岳や涌蓋山の大パノラマが一望出来る大分県唯一、九州最大規模のスキー場です。広さ約１０ｈａ
のゲレンデに、総延長２，５００ｍの５つのスキーコースとスノーボード用のボードパークを有しています。
春から秋にかけては、九重森林公園として営業しており、５月にはシャクナゲ、６月にはミヤマキリシマの
鑑賞も楽しめます。

九重“夢”大吊橋

九重森林公園スキー場

九重“夢”大吊橋管理センター ＴＥＬ０９７３（７３）３８００

ＴＥＬ０９７３（７９）２２００

※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。
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見学＆体験施設
産業学習

スポーツ

テーマパーク

鯛生金山は、大正７年から採掘が開始され、昭和１２年には「東洋一の産金鉱山」になりました。昭和４７
年に閉山しましたが、昭和５８年に地底博物館として甦り、平成１９年には「近代化産業遺産」に登録されま
した。鯛生スポーツセンターは、青少年育成のため平成２年より天然芝４面、屋内練習場、体育館を有す
る４５０名収容の合宿施設として利用されています。

Ⓒ1976,1991,2001,2021 SANRIO CO.,LTD.
ハローキティやマイメロディといった、サンリオの人気キャラクターに会える屋外型テーマパーク。華やかな
パレードやライブショーを毎日上演。さらに15のアトラクションが楽しめます。自然を体験できる散策エリア
もあります。

鯛生金山・鯛生スポーツセンター

ハーモニーランド

ＴＥＬ０９７３（５６）５０１６

ＴＥＬ０９７７（７３）１１５５

産業学習

産業学習

自然学習

将来の様々な産業活用に向けて研究開発が進む中、一般にはふれる機会が少なく、街の中での飛行禁
止などのいろいろな規制があるドローン。国土交通省認定機関のドローンインストラクターが分かりやすく
説明します。操縦やプログラミングによる自動運転を通して、機体への関心や社会の活用方法を考え学ぶ
場を提供します。

佐伯市は水産業が盛んなまちであり、なかでも「養殖ヒラメ」は日本一の生産量を誇ります。現地は海辺の
陸上施設であり、給餌風景の見学に加え、生産者の魚作りへの思いや産地ならではの美味しい魚の食べ
方などが聞けます。ご希望に応じて、県特産柑橘 かぼすを餌として与えたブランド魚『かぼすヒラメ』の試
食も行えます。

ドローン体験学習

佐伯市特産養殖ヒラメの生産施設見学

株式会社きっとすき ＴＥＬ０９７８（６９）８０８０

佐伯市観光課 ＴＥＬ０９７２（２２）３９４２

※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。
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海の体験
マリンスポーツ

環境学習

漁業体験

住吉浜は、約４０万平方メートルの敷地内にビーチでは、ウインドサーフィン（１度に１００名可能）を中心と
したマリンスポーツやバナナボート、ビーチバレー、地引網、潮干狩り、ビーチコーミング、カブトガニの生
態観察などが体験できます。他にもレンタサイクル、パットゴルフ、体育館競技、キャンプファイアー、星空
観察など多彩なプログラムを準備しています。

リアス式海岸の多い大分県下では、各地で地引網体験が行えます。豊後高田市香々地地区では、農村民
泊体験と併せて地引網を行う修学旅行が多く、獲れた魚介類を受入家庭と一緒に調理してバーベキュー
で食べるプログラムが好評です。敷地内に男女別更衣室やシャワー、キャンプ用の調理施設も整備されて
いるので安心して活動することが可能です。

ウインドサーフィンや様々な体験学習

地引網漁体験

住吉浜リゾートパーク ＴＥＬ０９７８（６３）９１１６

豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会 ＴＥＬ０９７８（２５）５８０５

自然体験

自然体験

県内各地で潮干狩りができますが、国東半島では珍しいマテ貝掘りが体験出来ます。潮の引いた干潟で
農作業用のクワを使ってマテ貝の潜む穴を見つけ、塩を入れると海水が満ちたと勘違いして飛び出してく
るマテ貝を手づかみします。

イルカと人間の「ふれあい・癒し」をテーマにした体験型施設です。バンドウイルカのパフォーマンスを楽し
んだり、直接ふれあう（握手する、餌をあげる、一緒に泳ぐなど）ことができます。イルカの他にもゴマフアザ
ラシやハイイロアザラシ、カワウソ、マゼラペンギンなど人気の動物たちが待っています。

潮干狩り（マテ貝掘り）

うみたま体験パーク つくみイルカ島

豊後高田市観光協会 ＴＥＬ０９７８（２３）１８６０ 国東市観光協会 ＴＥＬ０９７８（７２）５１６８

ＴＥＬ０９７２（８５）３０２０

※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。
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宿泊施設

世界有数の源泉数と日本一の湧出量を誇る
湯どころ大分で、癒しのひと時
別府を中心に日本一の湧出量を誇る大分の温泉。
県内宿泊施設の温かいおもてなしが、
みなさまをお迎えします。
また、大分県では、大分県旅館ホテル
生活衛生同業組合が作成した
「宿泊施設における新型コロナウイルス
対応マニュアル」を基に、宿泊施設が
万全な対策・対応を行うことで、
安心・安全にお客様をお迎えする取組を
推進しています。

仏の里と言われる国東半島の南東に位置し、別府湾に面した面積40万㎡の広大な住吉浜リ
ゾートパーク。透明度が高く美しい海ではマリンスポーツを楽しめます。城下町杵築や世界農
業遺産を巡る観光拠点に、教育旅行にもご利用頂けるリゾートホテルです。

住吉浜リゾートパーク
詳しい感染症対策に
ついてはこちら

ＴＥＬ０９７８（６３）９１１６

別府湾の眺望を眺めながら、露天温泉岩風呂の日出温泉につかり、くつろぎの時間を過ごす
ことができます。最大４００名様の御食事会場を提供できるバンケットをはじめとして複数の会
場を保有しています。また、講師を招いての講演会などの設備も整えています。

阿蘇くじゅう国立公園の由布岳、鶴見岳の麓に広がる城島高原。敷地内には猪の瀬戸湿原や
城島高原パークなど体験学習に最適です。宇佐、国東、臼杵などの歴史文化遺産や高崎山、
うみたまごなどへの移動もスムーズな好立地にあります。別府で学ぶ留学生との交流プログラ
ムは高い評価を頂いております。

ホテル＆リゾーツ別府湾

城島高原ホテル

ＴＥＬ０９７７（７２）９８００

ＴＥＬ０９７７（２２）１１６３

※掲載している情報は、2021年3月現在のものです。新型コロナウイルスの影響等により、内容等変更になる場合があります。詳細は、各問合せ先にご連絡ください。
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バスの移動時間
山陽新幹線（約16分）

小倉

博多
1時間10分

九州新幹線 （
約

福岡空港

中津ＩＣ
5分

10分

大分自動車道

15分

大宰府
ＩＣ
10分

宇佐ＩＣ
安心院町
GT研究会

宇佐

25分

15分
10分

5分

安心院ＩＣ

日田ＩＣ

大分空港道路

湯布院ＩＣ

10分

20分

分

九州新幹線 （
約

竹田市観光
ツーリズム協会

高崎山
うみたまご

50分

大分

佐賀関港

40分

大分米良
ＩＣ

30分

国道５７号

10

ＪＲ久大本線
ＪＲ豊肥本線

三重町

朝地

25分

15分

臼杵
15分

20分

臼杵
ＩＣ

竹田ＩＣ

分）

10分

熊本ＩＣ

中九州横断道路

10分
時間

2

分

40

鹿児島ＩＣ

10分

5分

津久見
ＩＣ

臼杵石仏

犬飼ＩＣ

大野ＩＣ

住吉浜
15分

号

由布市GT
研究会

25分
豊後竹田

ＪＲ日豊本線

庄内

久住

熊本

20

55

25分

20分
10分

分

25

●長者 原

20

分

分

● 一の宮

1時間40分

●瀬 の本

九州横断道路
（やまなみハイウェイ）

由布院

25分

別府

20分

国道

分

分）

15分

杵築城

20

城島

15分

15分

鉄輪

別府ＩＣ

分

約

九州自動車道

九州新幹線 （
約

太陽の家

5分
10分

九重スキー場

30分

日出ＪＣＴ
ＡＰＵ

大分空港

安岐ＩＣ

10分

10分

5分

速見ＩＣ

サファリ
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20分

熊野磨崖仏

九重“夢”大吊橋

55

国道２１３号

60分

九重ＩＣ

30分

日田

鹿児島中央

両子寺

10分

久留米

国東市観光協会
GT事業部

10分

30分
30分

50

10

宇佐別府道路

40分

30分

号

鳥栖
ＪＣＴ

40分

豊後高田市
ＧＴ推進協議会

国道

分）

16

竹田津港

宇佐神宮

佐伯

10分

30分

3分

15分
15分

吉四六さん村
GT研究会

つくみイルカ島

さいきGT
研究会

佐伯
ＩＣ

15分

佐伯港

22

公益社団法人 ツーリズムおおいた
〒870-0029 大分市高砂町２番５０号 ＯＡＳＩＳひろば２１ ３階
電話番号 097-536-6250 ＦＡＸ 097-536-6251
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