
～私たちにできる想い出づくりのお手伝い～ 

教育旅行プログラムのご案内 



おひさま 
たっぷり 
みやざき 

野菜がおいしい  お肉がおいしい 
みどりがキレイ  海がキレイ 
自然が豊か そして 
人も豊か 

宮崎県は日照時間と快晴日数がつねに全国トップクラス 



食 スポーツ 

エコ 

太陽がくれた 3つの学習テーマ 



太陽光発電の拠点を目指して 

太陽光パネルの開発・生産 
＜ソーラーフロンティア株式会社＞ 

製造 

ＥＶ普及に向けた実証実験 

＜日産自動車との提携＞ 

活用 

メガソーラーによる発電 
＜宮崎ソーラーウェイ株式会社＞ 

発電 

太陽光発電の研究 
＜宮崎大学＞ 

研究 

年間の日照時間     2,116時間＜全国3位＞ 
年間の快晴日数          52.7日＜全国2位＞ 

 

☆太陽光発電に絶好の自然環境☆ 
 

太陽熱温水器普及率        30.8％  ＜全国1位＞ 
住宅用太陽光発電普及率  5.37％  ＜全国2位＞ 

エコ 
学習 

みやざきソーラーフロンティア構想 

世界最大の生産能力を 
誇るソーラーパネル工場 



宮崎大学 木花キャンパス 

お問合せ：宮崎市観光協会 TEL:0985-20-8658 

宮崎大学工学部で太陽光発電の授業  
• 太陽光発電の仕組みについて 
• エコな未来を想像しよう 

 

キャンパス内散策（太陽光発電装置見学） 

• マップをたよりにキャンパス内を探検 
 

学生食堂での昼食 

２００名 
対応 

○所要時間：2～3時間     ○受入時期：通年   

○受入人数：最大200名      ○料金：800円     

○雨天対応可 

○スケジュール： 

メニュー豊富な学生食堂でランチ 

大学の教室で受ける授業 

クリーンエネルギーへの関心が高まる
中、最先端の太陽光発電技術を研究し
ている「宮崎大学工学部」での授業を
体験いただきます。 

宮崎市 
★ 

宮崎大学で学ぶ 
太陽光発電の未来 

【みやざき元気体験プログラム】 

ひと足早いキャンパスライフを体感♪ 

環境・自然学習 
キャンパス内に設置された 
国内最大の集光追尾型太陽電池 



 宮崎大学や宮崎県をはじめ産学官の連携プロジェクトで設置
されたもので、国内最大級、世界最高レベル集光度を誇る。
今後、この装置で高密度に集光された太陽光を熱に転換する
ことで得られる高温により、太陽電池の原料となる金属シリ
コンを製造する研究や水素製造に関する研究等が計画されて
いる。 

宮崎市 
★ 

宮崎大学で学ぶ 
太陽光パネルを作ろう！ 

【みやざき元気体験プログラム】 

○所要時間：2時間程度    ○受入時期：通年   

○受入人数：最大40名     ○料金：3,000円     

この他にも、農学部、教育文化学部、医学部による 
プログラムもご用意。ご希望の授業内容を組むことも可能。 

＜宮崎大学による全面協力＞ 

お問合せ：宮崎市観光協会 TEL:0985-20-8658 

より専門性の高い実験体験 

環境・自然学習 

◆ビームダウン式太陽集光装置 



野生の生態を学ぶ 
串
間
市 

★ 

国の天然 
記念物 

幸島の野生猿観察ツアー 

都井岬の野生馬観察ツアー 

お問合せ：串間市商工観光スポーツランド推進課 
TEL：０９８７-７２-１１１１ 

といみさき 

こうじま 

日本霊長類学発祥の地として世界的に有名です。
現地の研究者から興味深い幸島猿の社会につい
て解説を受けながら観察できます。 

江戸時代に武士の牧場として始まり、ほとんど
品種改良されずに今日まで残って野生化したの
が岬馬です。迫力ある野生馬の社会や希少植物
のガイドを受けられます。 

○所要時間：1時間～1時間30分  ○受入期間：通年 
○受入人数：100名まで対応可 
○料金：中学生１００円、高校生１５０円（要 減免申請） 
※荒天時は都井岬ビジターセンターにて実施 

○所要時間：1時間30分   ○受入期間：通年 
○受入人数：100名まで対応可 
○料金：お一人様1,000円 

イモを海水で洗って食べる 
ことから「文化猿」とも呼 
ばれています。 

100名 
対応 

100名 
対応 

エコ 
学習 



不動池 白紫池 六観音御池 

＜ノカイドウ＞ 
世界で霧島山にのみ自生する固有種で
大部分はえびの高原に集中している。
国の天然記念物。（5月上旬） 

えびの高原 
池めぐり自然研究路 

ジオパーク認定の地でトレッキング 
貴重な動植物の生態を学ぶ。 

えびの市 
★ 

動植物が豊かで、美しい日本の歩きたくなる道にも選定 
されている。ジオガイドの案内で、自然とふれあいながら、
霧島の美しい火山湖のコバルトブルーや硫黄山を眺め、 
火山の成り立ちや植生を学ぶことができます。 

２００名 
対応 

○所要時間：約2時間30分   ○受入期間：通年   
○料金：お一人様 1,000円 
○受入人数：200名まで対応可  

お問合せ：えびの市観光協会 TEL: 0984-35-3838 春リンドウ 
3月上～4月上 

キリシマミズキ 
4月中～5月上 

ミヤマキリシマ 
5月下～6月上 

大山レンゲ 
6月上～6月中 

白鳥神社 大もみじ 
11月上～11月中 

エコ 
学習 



イルカふれあいプール 

ミニ水族館 

串
間
市 

★ 

お問合せ：串間市商工観光スポーツランド推進課 
TEL：０９８７-７２-１１１１ 

｢志布志湾イルカランド｣ 

野生の生態を学ぶ エコ 
学習 



農業王国みやざき 

楽しみながら 

最先端技術を学び、 

いのちを支える 

食の大切さを実感!! 



2時間 

                   2週間        

農
家 出荷 

市
場 流通 

お
店 販売 

従来方式 

宮崎方式 

おいしいだけじゃない 
宮崎の最先端技術 

食育 

残留農薬検査「宮崎方式」 

宮崎産として販売されている野菜は 

安心・安全 

結果は食べた後 

販売前に判定結果 

サ
ン
プ
ル
採
取 



  

宮崎の野菜が「安心・安全」な理由 
宮崎の先進的な農業技術を代表する残留農薬検査「宮崎方式」
を学びます。 

人気爆発！完熟マンゴー開発秘話 
宮崎完熟マンゴーの開発秘話を学びます。 

まもなく登場？未来の野菜たち 
門外不出？宮崎県総合農業試験場で現在開発・計画中？の 
野菜の未来像を少しだけ教えてもらいます。 

安心・安全な「食」を支える 
最先端技術を学ぶ 

農
業
体
験
へ↑

 
宮崎市 

★ 

お問合せ：宮崎県総合農業試験場 TEL:0985-73-7063 

宮崎の農作物のすごい秘密を大公開！ 

宮崎県総合農業試験場 
○所要時間：１時間３０分程度    ○受入時期：通年   

○受入人数：１00名程度   ○料金：無料    ○雨天対応可 

○内容：宮崎の最先端農業に関する授業 → 施設見学 

＜主なプログラム内容＞ 

食育 

【みやざき元気体験プログラム】 



山崎地区の中心メンバー長田のおば
ちゃんがあたたかい笑顔と、楽しい宮
崎弁の会話で話もはずみます。 

         充実の農業体験メニュー 

お問合せ：宮崎市観光協会 TEL:0985-20-8658 

宮崎市 
★ 

○収穫内容：大葉・チンゲン菜・なっぱ収穫など 
○体験の流れ：説明⇒収穫体験⇒袋詰め体験⇒感想⇒野菜お持ち帰り 

２００名 
対応 ハウス農業体験 

宮崎市内なので移動も楽々。雨でも安心して収穫体験が可能。 

採れたての野菜を使ったお料理も 

宮崎県総合農業試験場から車で10分。 
宮崎の気候・風土そのまま、あたたかい人柄の農家さんたちとの 
ふれあいもステキな体験になること間違いありません。 

食育 

山崎地区内で複数の
農家で対応します。 

【みやざき元気体験プログラム】 



牧場のおいしさ満喫♪手作り体験 
都城市 

★ 

食育 

2５0名 
対応 

お問合せ：高千穂牧場 TEL：0986-33-2102 

バター手作り体験 

○所要時間：４０分程度   ○受入期間：通年   
○料金：お一人様  500円 
○受入人数：2５0名まで対応可 
○この他、アイスクリームやソーセージ作り体験あり  

霧島山麓の豊かな自然に育まれた
牛乳を使ってバターを作ります。 

＜定休日＞ 
   4月～11月 第3火曜日、12月～3月 第1・3火曜日 
    ※祝日の場合は翌日 

入場料・駐車料金 無料 

霧島山麓の広大な丘陵地にある観光牧場。 
仔牛や子羊などの動物たちとふれあいを楽しんだ
り、乗馬や牧場内の施設見学、乳搾りなどの酪農
体験ができます。本格的なレストランなども充実。
ミルクたっぷりのソフトクリームは名物です。 

子供から大人まで楽しめる 
バター手作り体験 

高千穂牧場名物 
ソフトクリーム 



日本の原風景が残る各地で 

“ほんものの田舎暮らし″を体験！ 

★ 

★ 
★ 

北きりしま 

西都市 

高千穂郷 

農家民泊 宮崎県では3つのエリアで民泊の受け入れを 
行っています 

自然・人の温かさに触れ、生きる力を育む 



民泊型生業学習体験 

農家民泊  高千穂郷 

★ 
高千穂郷 

【アクセス】 

熊本との組合せに最適！ 

阿蘇から約1時間 

【受入概要】 

受入家庭 ：７０軒 

受入人数 ：最大２５０名 

●訪日教育旅行の受入実績多数 

●平成26年度、初めて、国内 

 からの教育旅行を受入 
 

 高千穂郷は九州中央山地のほぼ
中央、阿蘇の東に広がる山間の地
です。 
 ここで暮らす、自然と共に生き
る術を持ち、素朴で優しい手仕事
の達人たちが、日本人本来の生き
方の一つを、高千穂郷の生業学習
としてお伝えします。 

体験内容一例 
■原木椎茸収穫 ■釜茶炒り 
■うなぎ仕掛け ■こんにゃく作り 
■メープルシロップづくり 
■古式農法「焼畑」■夜神楽 
 
オプション 
■登山・トレッキング 
■カヌー体験 
■スキー・スノーボード・スノーシュー 
■森林セラピーウォーク 
■夜神楽鑑賞 
■和紙漉き・竹細工・わら細工・木工 
 （椅子・めんぱ体験） お問合せ：高千穂郷ツーリズム協会 TEL:0982-82-2199 

  
    ～数々の神話と伝説のまち～ 
 



高千穂町 
★ 

高千穂町 

お問合せ：高千穂町観光協会 TEL： 0982-73-1800 

歴史・伝統芸能を学ぶ 

＜高千穂峡＞ 
阿蘇カルデラをつくった火山活動と五ヶ瀬川の侵食によって形成
されたV字峡谷。高さ８０m～１００mにも達する断崖が７kmに
わたり続いており、国の名勝・天然記念物に指定されています。 

高千穂峡 

数々の神話伝説が残る 
人気のパワースポット 

＜高千穂の夜神楽＞ 
国の重要無形民俗文化財。秋の実り
への感謝と翌年の豊穣を祈願し、
11月中旬から2月上旬にかけて、 
あちこちの神楽宿で奉納されます。 

高千穂夜神楽 

 

＜高千穂神楽＞ 

神楽の時期以外でも高千穂の夜神楽
を楽しんでいただけるように、毎日
高千穂神社境内の神楽殿において、
神楽を奉納しています。年中無休。 

国見ヶ丘の雲海 

300名対応 

＜神楽面の彩色体験＞ 



里の暮らし、山の暮らしを体験 

農家民泊 
  西都市 

【アクセス】 

宮崎市から約４０分 

【受入概要】 

受入家庭 ：１０軒 

受入人数 ：最大７０名 

●すべての受入家庭が簡易宿
所営業許可を取得 

●国内外からの受入実績あり 

 

 宮崎県のほぼ中央に位置する西
都市には、豊かな自然に恵まれた
山里が残ります。 
 国内最大級の西都原古墳群を活
かした歴史体験をはじめ、農作物
の手入れや収穫、家畜の世話と
いった農業体験、トレッキング 
など、さまざまな体験ができます。 

体験内容一例 
■農業体験 ■柚子こしょう作り 
■山菜採り ■わらぞうり作り 
■そば打ち 
 
オプション 
■西都原古墳群見学 
■西都原考古博物館見学 
■夜神楽見学 
■自然体験（トレッキング等） 

お問合せ：西都市グリーン・ツーリズム協会 TEL:0983-43-3421 

★ 
西都市 

  

   ～古代ロマンあふれる山里～ 
 



西都原古代生活体験館 

西都市 

★ 

歴史を学ぶ 

西都原古墳群 

縄文時代から弥生・古墳時代にかけて
の南九州の歴史を、豊富な発掘資料や
最新の技術を駆使しながら紹介してお
り、展示品に直に触れることもできま
す。 
隣接する西都原古代生活体験館では、
勾玉づくりなど様々な体験が可能です。 

西都原考古博物館 

＜西都原考古博物館＞ 
○営業時間：10:00～17:30   
○入場無料 
○毎週月曜及び年末年始休館 
○ボランティアガイドの案内で見学可。 

２００名 
対応 

大小合わせて３００基以上の古墳が集まっている全国的にも非常に
まれな日本最大級の古墳群です。 
日本最大の帆立貝形古墳「男狭穂塚（おさほづか）」、九州最大の
前方後円墳「女狭穂塚（めさほづか）」は、共に宮内庁陵墓参考地
です。鬼が一夜で造りあげたとする伝説が残る、横穴式石室の「鬼
の窟（いわや）古墳」などがあります。 

鬼の窟（いわや）古墳 

日本最大級の古墳群 

お問合せ：西都市グリーン・ツーリズム協会 
TEL:0983-43-3421 



大自然と素朴で温かい人に触れる 

農家民泊 
  北きりしま 

 

【アクセス】 
鹿児島・熊本との組合せに最適！ 

鹿児島中央駅・新八代駅から約１時間 
 

【受入概要】 
受入家庭 ：５６軒 
受入人数 ：２１０名程度 
●すべての受入家庭が簡易宿所営業 
 許可を取得 
●国内からの教育旅行を受入実績あり 

 霧島連山の北東側に位置する 
北きりしまは、美しい渓谷や高原 
など自然美あふれる地域です。 
 この一体では農・林業が盛んで、
受け入れ農家ごとに特色ある体験
をすることができます。 

体験内容一例 
■鶏の世話（餌やり・卵採り・解体等） 
■花の栽培     ■芋の苗植え 
■果樹の育成 ■竹の子狩り 
 
オプション 
■自然散策（名所） 
■ホタル観察（５月／各所） 
■パワースポット（三之宮峽） 
■渓流釣り体験 ■トレッキング 
■スターウォッチング 
 プラネタリウム 

お問合せ：北きりしま田舎物語推進協議会 TEL:0984-22-3020 

  
   ～雄大な霧島連山の麓～ 
 

北きりしま 
★ 



災害学習 
★ 

高鍋町 

 宮崎県では、平成１２年と平成２２年の二度にわたり、家畜伝染病の口蹄
疫の災禍に見舞われました。特に、平成２２年の口蹄疫では、牛・豚など 
約２９万８千頭もの家畜たちの尊い命が犠牲となりました。 
 犠牲となった家畜を追悼するとともに、あのつらく悲しい経験、そして、
全国の皆様からいただいた支援に対する感謝の気持ちを風化させることなく、
しっかりと記憶にとどめ、語り継いでいくための拠点として、県では、平成
２４年に、口蹄疫メモリアルセンターを設置し、口蹄疫に関する情報発信や
資料等の保存展示を行っています。 

食・命の尊さを学ぶ新たな学習形態 
口蹄疫メモリアルセンター 

（県農業科学公園） 

 
 

～食を通じた発見・体験・実感～ 
「子ども達が生まれる前の戦争」からではなく
「幼い頃に我が国で起こった災害」から、 
「人の命」からではなく「家畜」から命の尊さを
学ぶという新たな学習形態として、 
この施設内での農業体験と組み合わせることで、 
人間の暮らしを支える「食」や「命」について、
より深く考え、学ぶことができます。 
 
 



平和学習 

 お問合せ：宮崎県農業総合研修センター TEL:0983-23-7447 

【写真コーナー】 
 口蹄疫の発生から終息までの代表的
な出来事を報道写真で振り返ります。 

【メインコーナー】 
 口蹄疫の発生から終息、再生・復興の状況
をパネルとＤＶＤを通して学びます。口蹄疫
ドラマ「命のあしあと」もご覧いただけます。 

【パネルコーナー】 
 子どもにも分かりやすい口蹄疫の話、県立
農業大学校で口蹄疫が発生した際の学生・職
員の思い、農場消毒の基本と実践に関するパ
ネルを展示しています。 

【グッズコーナー】 
 全国から寄せられた応援メッセージ
や、口蹄疫発生時に消毒作業で使用し
た資機材等を展示しています。 
  

  

食や農業への感謝の気持ちと協調性を育む
ため、木の香りが気持ちいい「ふれあい体
験館」で、芋せんべい作りや豆腐作りなど
を体験できます。 
また、季節に応じて、ぶどうの収穫なども
体験できます。 

～ 施設内での農業体験 ～ 



宮崎のスポーツで、 

日本の、世界の 

トップクラス 
 を体験する。 

スポーツ 



延岡市 
● 

日向市 
● 

宮崎市 

● 

日南市 
● 

スポーツ 

○サーフィン体験   ○ボディーボード体験 

○ダイビング体験   ○シュノーケリング体験 

○クルージング体験  ○カヌーツーリング 

○大型定置網体験  など 

お問合せ：延岡観光協会 TEL:0982-29-2155 

○サーフィン体験  

お問合せ：日向市観光協会 TEL: 0982-55-0235 

 
○サーフィン体験     ○ボディーボード体験 

○ライフセービング体験 ○スキューバダイビング体験 

○シュノーケリング体験 ○シーカヤック体験   

○カヌー体験   ○バナナボート＆ジェットスキー体験  

○地引網体験   ○釣り体験 など 

お問合せ：宮崎市観光協会 TEL:0985-20-8658 

○サーフィン体験   ○ボディーボード体験 

○ダイビング体験   ○シュノーケリング体験 

○シーカヤック体験  ○水中観光船 など 

お問合せ：日南市観光協会 TEL:0987-31-1134 

マリンパラダイス宮崎 
南北にまっすぐな海岸線を持つ宮崎県は、各地でマリンスポーツをお楽しみいただけます。 

【みやざき元気体験プログラム】 



サーフィン体験 

３人に1人 
安心の 

講習体制 

宮崎の波なら 
上達も早い？ 

お問合せ：宮崎市観光協会 TEL:0985-20-8658 

宮崎市 
★ 

極上の    
海 
体 
験 

スポーツ 
【みやざき元気体験プログラム】 



全国有数のサーフポイントが数多く、安定した波を求めて、全国から多くのサー
ファーがやってくる宮崎県では、サーフィンをはじめ多彩なマリンプログラムを
用意しています。体験を実施するのは、遠浅で初心者向けと言われる青島ビーチ。 
サーフィンスクールでは、児童・生徒３名に対して1名のインストラクターが対応
する上、ライフセーバーが常駐する「渚の交番」も隣接しているなど、万全のサ
ポート体制で安全・安心なマリンスポーツ体験をご提供します。 

マリンスポーツ体験 

安心安全のサポート体制 
充実のマリンプログラム 

青島ビーチ 

シーカヤック サーフィン 

サーフィンスクール ライフセービング体験 
スキューバ 

体験 

 「渚の交番」 

スポーツ 





心とからだに感動を響かせよう！  

宮崎市 

★ 

お問合せ：宮崎市観光協会 TEL：0985-20-8658 

夕食時のアトラクションとしても 
大人気！（和太鼓演奏＆体験） 

体感 



会場は日向市駅前広場 

太鼓の軽快なリズムと笛の音に合わせて 
踊るユーモアたっぷりな「ひょっとこ踊り」 
 
発祥の地日向市の「橘ひょっとこ踊り保存会」
による指導のもと体験できます。 

日向市 

★ 

お問合せ：日向市観光協会 TEL：0982-55-0235 

毎年8月開催の「日向ひょっとこ夏
祭り」では、全国から2,000名近い
愛好家が集い、中心市街地で踊り、
練り歩きます。 

200名 
対応 

ひょっとこの 
お面付き 

体感 
老若男女、おもわず笑って福が来る 

ひょっとこ踊り体験 



その他の 
おすすめプログラム 



 
商品交換店舗が３８店舗！！ 
飫肥の城下町で班別行動を楽しもう！！ 

 
○有料施設フリーパス＋５枚の商品引換券付き 
 中学生以下 900円、高校生1,000円 
○５枚の商品引換券付き＝600円 
 

班別学習におすすめ 

飫肥城下町｢食べあるき・町あるき｣ 

お問い合わせ：日南市観光協会 TEL:0987-31-1134 

２００名 
対応 

★ 日南市 



お問い合わせ：JR九州宮崎総合鉄道事業部TEL 0985-51-5988 

JR日南線 観光特急 

『海幸山幸』 

地元の「飫肥杉」をふんだんに使用した車内には地元のおもちゃ等も飾られています。 

★ 日南市 

宮崎市 
★ 

バス観光と連動で 

最大100名対応 

人気の観光列車 

貸切利用可能 

班別学習におすすめ 

JRの宮崎駅と南郷駅間（日南市）を走る観光列車。 
コンセプトは、「木のおもちゃのようなリゾート
列車」、その名の通りに内装はもとより、外装に
も地元特産の飫肥杉をふんだんに使用し、見てい
るだけでも楽しめる車両となっております。 
また、帰りは観光バスを利用するのもお勧めの組
み合わせです。 



 
  
船旅で普段では味わえない体験 

宮崎カーフェリーご利用時特別企画 
船長気分でヨーソロー 
＜船内まるごと見学＞ 
関西と宮崎港を結ぶ宮崎カーフェリー。 
船長の特別な計らいでカーフェリーの内部を大航海？大公開！ 
迫力満点、巨大なフェリーのエンジンルームや、見晴らし最高で最
新設備満載の操舵室など、普段は立ち入ることのできないエリアを
無料で見学いただけます。関西方面からの行程にオススメです。 

大阪南港と宮崎港を結ぶ宮崎カーフェリー 操舵室 

エンジンルーム 

地上5階、地下3階建ての船内には、展望通路・レストラン・展望浴室などの各種施設
がございます。客室は、修学旅行向けには2段ベッドの2等寝台室をお勧めしておりま
す。2等寝台室は１Rが8名又は12名定員となっており、クラス・グループ別でのお部
屋割りに適しております。 
使用船舶は、毎年国土交通省の機関による検査を受け、定められた安全基準を継続的
に確保しています。 
また、あらゆる海難を想定した訓練も毎月実施し、乗員の事故対応練度の向上に努め
ています。安全・快適な船の旅をお楽しみいただけます。 

お問合せ：宮崎カーフェリー 旅客営業部 
      TEL 0985-29-8077 
     大阪支店 旅客営業部 
      TEL 06-6268-1021 

2０0名 
対応 



公益財団法人 みやざき観光コンベンション協会 
〒880-0811宮崎県宮崎市錦町1番10号 

宮崎グリーンスフィア壱番館3階(KITENビル） 

TEL：0985-26-6100   FAX：0985-26-6123 

 

宮崎県 商工観光労働部 観光推進課 
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 県庁8号館 

TEL：0985-26-7103   FAX：0985-26-7327 

※掲載内容は平成28年1月現在の情報です。 

宮崎県への教育旅行に関するお問い合わせ・資料請求は 


