


新 し い 自 分 を 発 見
感 動 が 未 来 を 育 む

かごしま教育旅行　　つの魅力3
多彩な自然に学ぶ 人と歴史に学ぶ

　鹿児島県の中央部を南北に霧島火山帯が縦断し、北部

の霧島からトカラ列島までの活火山が分布しています。

黒潮のもたらす温暖な気候は温帯から亜熱帯までの多種

多様な動植物を育んでいます。

　昭和９年に日本初の国立公園に指定された霧島や、平

成５年に世界自然遺産に登録された屋久島をはじめ、人

口60万人の鹿児島市の眼前で噴煙を上げる活火山・桜

島、亜熱帯の動植物とサンゴ礁の奄美の島々など、体験

を通じて環境を学べる世界クラスの数々の自然が息づい

ています。

　霧島市の上野原遺跡には、日本最古・最大級の縄文早期

前葉の定住集落が残っており、鎌倉時代以降は島津氏が

700年にわたって治め、この間、鉄砲やキリスト教がこの

地にもたらされました。

　鹿児島の歴史が最も輝いたのが幕末から明治にかけて

で、日本の近代化の先駆けとなった集成館事業が展開さ

れ、西郷隆盛など明治維新の原動力となった人物を数多く

輩出しました。太平洋戦争では知覧など県内各地に特攻基

地がつくられ若い特攻隊員たちが犠牲になった歴史は、現

在の若者たちへ語り継がれています。

どこまでも広がる碧い海 、青々と連なる深い山々…

日本本土最南端の地 、鹿児島県には美しさや力強さを感じる大自然があります。

そこに生きる人々は、自然と共存しお互いに支え合って暮らしています。

かごしまには、子どもたちの未来にとって大きな糧となる

心に深く刻まれる感動との出会いが待っています。

桜島と錦江湾



1

新 し い 自 分 を 発 見
感 動 が 未 来 を 育 む

食と技術から学ぶ
　ヨーロッパでは、幕末の頃薩摩藩が輸出した薩摩焼を

「サツマ」と呼んで重宝しました。国内ではサツマイモ、

薩摩焼酎などが広く知られ、鹿児島の食と技は国内外で

信頼を得ています。サツマイモのほか豚や和牛など日本

一の生産量・生産額を誇る農畜産物は多く、日本の食糧供

給基地として鹿児島県は日本有数の農業産出額を誇って

います。

　先人たちが受け継ぎ、磨いてきた大島紬や薩摩焼など

の伝統技術に加え、種子島のロケット発射基地など日本

の先端を行く技術にふれることもできます。



鹿児島ってどんなところ？

日本ジオパーク

こんなにある！

かごしまの第1位
豚飼養頭数
133万2千頭

さつまいも収穫量
336,300㌧

そらまめ収穫量
5,100㌧

カンパチ
養殖生産量
20,663㌧

クロマグロ
養殖生産量
3,222㌧

全国第1位 全国第1位 全国第1位 全国第1位 全国第1位
※平成26年「農林水産統計」参照
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南北600㎞におよぶ多彩な自然
鹿児島は日本の南西部に位置し、屋久島をはじめ多くの離島が
連なった南北に長い県です 。温暖な気候と個性ある歴史・文化 、
豊かな食に加え、県内各地に温泉地が点在し、年間を通して県外
から多くの観光客が訪れています。また、鹿児島のシンボルであ
る桜島・錦江湾は日本ジオパークに認定されていて、様々な体験
と共に火山と人と自然のつながりを学ぶことができます。

鹿児島は温暖な気候を利用した農業・畜産業が盛んです 。鹿児島県の農業
産出額は全国で第 4 位を誇ります 。また、海岸線の総延長は全国第 3 位で、
漁業も盛んです。クロマグロやカンパチのなどの養殖が行われています。

全国でもトップクラスの農業・畜産業

P6 ブルーツーリズム

屋久島 白谷雲水峡

霧島ジオパーク

指宿 砂むし温泉

奄美大島

桜島・錦江湾ジオパーク 天然温泉

P26 屋久島 P30 奄美大島

P18 霧島 P16 桜島

P17 指宿

世界
自然遺産

国立公園
第1号

世界唯一
天然
砂むし

源泉数
第1位

ユネスコ
世界遺産
候補

P8 グリーンツーリズム



海軍鹿屋基地跡

陸軍万世基地跡

内之浦要塞
高崎地区

海軍出水基地跡

陸軍知覧基地跡

航空基地
海軍基地
海軍攻撃拠点

霧島市

指宿市

鹿児島市

垂水市

P12 P14

P13

知覧特攻平和会館

万世特攻平和祈念館

鹿屋航空基地史料館

P25 西郷隆盛銅像 P23 英国留学生記念館

P22 鹿児島市歴史学習

P15 出水の平和学習

本場で食べたい！

かごしまのうまかもん

しろくま 黒豚料理 さつまあげ鶏飯 きびなご
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江戸時代、薩摩藩主であった島津齊彬は西洋の技術をいち
早く取り入れて産業をおこし、国を強くしようとしました。
また、西郷隆盛や大久保利通といった能力のある者には身
分に関わらず活躍の場を与えました 。これらの人々の働き
によって、薩摩藩は明治維新で大きな役割を果たしました。

薩摩藩主島津齊彬は、仙巌園敷地の竹林を切り開いて反射炉の
建設を始めました 。そして、その周辺に溶鉱炉やガラス工場 、
蒸気機関の研究所などの施設をつくり、これらの工場群を「 集
成館 」と名づけました。日本の産業化に貢献した集成館の機械
工場などを含む「 明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連
地域 」は、2015 年 7 月に世界文化遺産に登録されました。

明治維新のふるさと、鹿児島

太平洋戦争末期 、鹿児島には陸海軍基地が設けられ、各飛
行場から多くの特攻機が飛び立ち、尊い命が失われまし
た 。これらの基地の周辺には今も多くの戦争遺跡が残って
いるほか、当時の様子を知ることができる施設もあり、平
和の大切さを学ぶことができます。

県内各地に数多く残る戦争遺産

P28 P29種子島宇宙センター 内之浦宇宙空間観測所

鹿児島には日本で唯一 、2 つのロケット発射場が肝付町と
種子島にあります 。肝付町の内之浦宇宙空間観測所からは
科学観測ロケットや科学衛星の打ち上げが、種子島の宇宙
センターではロケットの組み立てや人工衛星への搭載 、大
型ロケットの打ち上げが行われています。

ロケット発射場がある唯一の県

明治日本の産業革命遺産

西郷隆盛銅像 英国留学生記念館

旧鹿児島紡績所技師館旧集成館（反射炉跡）

種子島宇宙センター 内之浦宇宙空間観測所

2015
世界
文化遺産
登録
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かごしまの 海・山・大地
すべてが僕らの学校になる。

教室を一歩飛び出して、自然の懐に飛び込んでみる。
はじめて見る景色 、はじめて味わう食べ物 、はじめてふれる人のやさしさ。
五感を総動員して得た感動は、一生忘れることのない宝物だ。
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パノラマパーク西原台（南大隅町）
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錦江湾に浮かぶカンパチ養殖場での
餌やり体験や加工・料理体験を通じて
海との関わりや生命について学ぶ。

海の体験で生命にふれる
垂水市漁協が「 海の桜勘 」のブランド名で育てている美味
しいカンパチ。漁船に乗って錦江湾沖に浮かぶ養殖場で餌
やり体験を行う 。その後漁港にもどり、魚の加工体験やカ
ンパチの料理づくり体験をすることができる。

垂水漁業体験

学習のポイント

【 垂水市 】

■ 漁業の暮らしを通して海と人の関わりや豊かさを学ぶ
■ 魚の調理体験で食べ物のありがたさを学ぶ
■ グループや集団での協調性や連帯感を育む
■ 生物と接し生命の尊さを考える

桜島を目の前に見る抜群のロケーションの
垂水市海潟漁港では、カンパチの餌やり等の
体験ができる。

（ お問い合せ先 ）
垂水市海潟 643-6
TEL : 0994-32-1165  FAX : 0994-32-3209

【 受け入れ実施団体 】
垂水市漁業協同組合

●垂水市漁協内（ 漁場も含む ）
●受入人数：10～300 人（ 要相談 ）
●受入期間：4 月～ 11 月
●所要時間：2.5 ～ 3 時間（ 昼食含む ）
●料金：漁業体験として 3,900 円

（ 昼食代は別途 1,030 円 ）●対象：小学生～

学習のテーマ 01
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指宿の体験プログラム

海・川の体験プログラム

さつまあげづくり体験

ドラゴンボート体験

鹿児島の味 ，さつまあげを作る
さつまあげは ｢薩摩のつけあげ｣ が略さ
れて全国的に広まったもので、地元では
｢つけあげ｣ と呼ばれる鹿児島の郷土料理。
体験プログラムでは、近くの漁港に水揚げ
された新鮮な魚を使って、さばき・味付け・
成型・揚げのさつまあげづくりの全工程を
体験できる。鹿児島の風土にあった甘い
味付けのさつまあげを堪能しながら、旬
の食材を混ぜたオリジナルのさつまあげづ
くりにも挑戦できる。

1 チーム 10 人で競争する手漕ぎのドラゴ
ンボートは、個々の力は小さくても、全
員のリズムを合わせれば艇はグングン進
むチームワークが不可欠な体験。グルー
プで力を合わせることで、体力だけでな
く協調性や相互協力の育成ができる。

●実施場所：指宿市山川港他●受入期間：通年●受入人数：5 ～ 40 人
●所要時間：2.5 時間●対象：小学生～●持ち物：エプロン、三角巾、タオル
指宿大好き体験（指宿市観光協会内）
問Tel.0993-24-3200  Fax.0993-34-0848  URL.http://www.ibusukitaiken.com

●実施場所：南大隅町、伊佐市●所要時間：3 時間

その他の体験プログラム

その他の体験プログラム

手もみ茶／マンゴー・パッション収穫／野菜収穫＆ピザ作り／かつお節製造／
養殖場餌やり／魚さばき／かつおのタタキ／そばうち／木工／フラレッスン／
バナナボート／ＭＹ水族館作り他
指宿大好き体験（指宿市観光協会内）
問Tel.0993-24-3200  Fax.0993-34-0848  URL.http://www.ibusukitaiken.com

カヤック／サップ＆サーフィン／ライフセービング／地曳網／
建網漁／養殖／塩作り他
NPO 法人エコ・リンク・アソシエーション
問TEL&FAX.0993-53-7270

かつおの街として知られる枕崎では、かつお節の製
造過程を見学できる。

かつお節削り見学

枕崎の港に水揚げされた
かつおを使った藁火のタ
タキづくり。

かつおタタキづくり

海水をそのまま利用し
た天然の塩づくり体験。

天然塩づくり

ブルーツーリズム 美しい海に囲まれた鹿児島で
心も体も野生児になってみよう！

沖の生簀に向かう

カンパチの餌やり体験
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垂水漁業体験

Column

指宿大好き体験
薩摩半島最南端の指宿市と南九州市を中心に、温暖な気候を活
かした農林漁業体験や黒潮の恵みを感じる自然体験、鹿児島の
食文化を活かした味覚体験など、地域の特色を活かした体験
プログラムを提供する。
体験プログラムの大半は、インストラクターの活動の場や作業
場を体験会場としており、体験内容もできるだけ日々の工程に
近い内容となっているので、本物かつ普段どおりの鹿児島を体験
できる。

指宿大好き体験（指宿市観光協会内）
問 Tel.0993-24-3200  Fax.0993-24-3220



盛んな農業・酪農・養鶏体験を通じて
自然とともに生きる力を育み、
人との交流を通して社会性を養う。

生きる力を育む
鹿児島県では、グリーンツーリズムの一環として山の自
然と食の地域資源を活かした民泊型教育旅行に取り組ん
でいる 。山間や海辺の自然・文化を取り入れた体験学習
が行える。

グリーンツーリズム

学習のポイント

■ 農村の暮らしを通して豊かさを学ぶ
■ 農・酪農業を体験し生命のありがたさを学ぶ
■ グループでの共同作業や集団行動の訓練
■ 自分や友達 、家族について見つめる

学習のテーマ 01鹿児島県

種子島
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民泊の良さって何だろう？

生徒さんたちから、
元気と感動をもらい、
明日への活力に。

都会では体験できない
自然とのふれあいや
心の交流が一生の宝物。

民泊を体験して 教育旅行を受け入れて

佐世保市立旭中学校のみなさん 民泊受入先の井料さん

鹿児島市の体験プログラム

グリーンファーム（鹿児島市観光農業公園）
多彩な体験プログラムが思い出になり、学びになる。

「育てる・楽しむ・味わう・学ぶ」をキーワード
にした、多彩なプログラムを体験することができ
る施設。季節の野菜を収穫できる農業体験（育
てる）、自然 の 中で のピザ づくりやネイチャー
ゲームなどの自然体験（楽しむ）、園内で採れた
新鮮野菜などを使った調理体験（味わう）、食品
残渣の飼料化などの循環型農業について楽しく
学ぶ環境学習（学ぶ）を行うことができる。

●受入人数：80 人まで 
●受入期間：通年
●所要時間：60 ～ 120 分
●受入時間：4 ～ 10 月 　　8:30 ～ 18:00 
　　　　　　11 月～ 3 月　9:00 ～ 17:00
●料金：200～500円程度（体験内容により）
●対象：小・中・高校生
問 Tel.099-345-3337  Fax.099-345-2822

【 鹿児島市 】

民泊の主な流れ
農家民泊は受入家庭によって体験メニュー等は異なりますが、
主に以下の流れで行われます。

❶入村式

❹夕食づくり

歓迎を受け、いよいよ民泊スタート。
自分がいくのはどの受入家庭さんかな？

みんなで夕食づくり 。自分で収穫した
野菜を料理するって新鮮だ。

受入家庭の方と初対面 。緊張したけど、
優しい笑顔にちょっと安心 。

受け入れ先の皆さんと一緒に夕食 。
みんなで食べるとおいしいね。

それぞれの家庭でお仕事をお手伝い 。
初めての農作業は驚きがいっぱい！

たくさんの貴重な経験をさせてもらった
みなさんに感謝して、お別れ。

❷受入家庭へ

❺夕食・語らい

❸各種体験

❻離村式
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【 受け入れ実施団体 】

一般社団法人 出水民泊プランニング
（ お問い合せ先 ）出水市昭和町 16-5 出水観光ビル 2F
TEL : 0996-79-3320   FAX : 0996-79-3330

NPO 法人 プロジェクトたるみず
（ お問い合せ先 ）垂水市田神 2978-11
TEL & FAX: 0994-32-7890

種子島グリーンツーリズム推進協議会
（ お問い合せ先 ）西之表市西町 49-1（ 種子島観光協会内 ）
TEL : 0997-23-0111   FAX : 0997-23-0770

NPO 法人 エコ・リンク・アソシエーション
（ お問い合せ先 ）南さつま市加世田本町 53-6
TEL & FAX : 0993-53-7270

種子島

南九州市

鹿児島市 桜島

垂水市

鹿屋市 大崎町

志布志市

曽於市

肝付町

錦江町

南大隅町

東串良町南さつま市

薩摩川内市

さつま町

阿久根市

出水市 伊佐市

湧水町

日置市

いちき
串木野市

枕崎市

地域ごとに特色ある体験ができます 。色分けされた
エリアで受け入れ先実施団体が異なります。

10

民泊受け入れ先エリア



田舎の澄んだ空気や清らかな水にふれて
強くて大きなこころを育もう！グリーンツーリズム

豊富な体験メニュー
体験内容は地域や受入家庭・団体
によって異なり、それぞれに工夫
を凝らした体験メニューが用意
されている。

さつまいも植付・収穫／果樹園体験／林業体験／陶芸体験／さつまあげづくり／田舎料理・お
菓子づくり／地引き網／こんにゃくづくり／きのこ栽培体験／酪農・養鶏／アロマキャンドル
づくり／かつお節づくり／ハウス野菜栽培体験／すももジャムづくり　等

体験メニューの一部

11

お茶の製造工程、おいしいお茶をつくる条件
などを学びながら、茶摘みをしよう。

茶摘み体験

民泊をする受入農家で作っている野菜を
旬の季節に収穫し、出荷する体験ができる。

野菜の収穫・出荷体
験

サトウキビが採れる地方では、絞り汁を
煮詰めて黒砂糖をつくる体験もできる。

黒糖づくり体験

南薩摩では超早場米などの稲作も盛んに行
われており、時期によっては田植えや稲刈
りの体験が行える。

田植え体験

普段近くで見ることのない牛に触れながら
世話をしてみよう。

牛の世話体験

鹿児島の特産品さつま芋を収穫。自分で
掘ったさつま芋を使った郷土料理づくりも
体験しよう。

さつま芋掘り体験

自分だけのオリジナル手打ちそばを作って
食べることができる。

そばうち体験



太平洋戦争末期、本土防衛の最前線となった
地で多くの命が散っていった事実を知り、
平和と命の尊さについて学ぶ。

平和と命の尊さを考える
知覧特攻平和会館では、1036 人の特攻隊員らの永遠の冥
福と世界の平和を願い、彼らの貴重な遺品や資料を展示 。
戦争の最前線に立たされた同年代の若者が残した家族へ
の手紙を読み、講話に耳を傾け平和の尊さを学ぶ。

知覧平和学習

学習のポイント

【 南九州市 】

■ 戦争の歴史を知り平和と命の尊さを考える
■ 講話をとおして戦時下の状況を学ぶ
■ 戦争の悲惨さを知り思いやりの心を育む
■ 自分や友達 、家族とのきずなを考える

【 見学施設 】
知覧特攻平和会館
旧陸軍特攻基地跡に平和を祈
念して建てられた史料館。特
攻隊員たちの写真や遺書など
が多数展示されている。

（ お問い合せ先 ）
南九州市知覧町郡 17881
TEL:0993-83-2525　FAX:0993-83-4859

●受入人数：受入制限なし●受入期間：通年
●所要時間：講話 30 ～ 40 分・自由行動 60 分
●受入時間：9:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
●料金：大人 500 円・小中学生 300 円

（団体 30 人以上：大人 400 円・小中学生 240 円）
※ 小中高校生の教育旅行は人数に関わらず団体割引
●対象：小・中・高校生

学習のテーマ 02
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武士の暮らしにふれる
薩摩の小京都とも称される知覧 。国の名勝に指定された
武家屋敷群を見学し、薩摩独自の外城制度を学ぶ。

知覧武家屋敷群
【 南九州市知覧町 】

領主島津久峯が、藩主の参勤交代に伴って江戸
から戻る道中で接した京の文化を持ち帰った
とされる。国の重要伝統的建造物群保存地区
に指定された７つの庭園は、母ヶ岳を借景に、
築山泉水式１つ、枯山水式６つの庭園。約270 年
前の当時（江戸時代）の感性を今に伝える。

（ お問い合せ先 ）
知覧武家屋敷庭園事務所
南九州市知覧郡 13731-1
TEL : 0993-58-7878  FAX : 0993-58-7877

Column

南薩摩に残る特攻の歴史ガイドと巡る戦争遺跡

平和会館に納められた手紙には、平和や命、
家族への思いが込められている。

「あんまり緑が美しい　今日これから死にに行く事すら忘れてしまい
そうだ。　真青な空　ぽかんと浮かぶ白い雲　六月の知覧はもうセ
ミの声がして夏を思わせる」　出撃命令を待っている間に書いた 22
歳の特攻隊員による遺書の一部だ。　「沢山貰った御手紙は　みな　
ポケットに入れて持っていきます（中略）これからは　兄ちゃんは
御星様になって　千鶴ちゃんが立派な人になるのを見守っています」
　妹のように可愛がっていた下宿先の娘さんにあてた手紙にはそう
書かれている。

万世特攻平和祈念館

知覧戦跡巡り

【 南さつま市 】

【 南九州市 】

【 南九州市 】

重要航空遺産の零式三座水上偵察機を展示。
（㈶日本航空協会Ｈ 23 年 12 月認定）

飛行場跡地の戦争遺跡を実際に見て歩き、戦争・平和に
ついて考える。

陸軍最後の幻の特攻基地「万世飛行場」跡にあり、特攻隊員たちの手紙
や遺品・遺影、吹上浜沖から引き揚げられた零式水上偵察機を展示。
残された品々は、時代を越えて今に語りかける。

知覧には、今もなお当時を偲ぶ歴史的価値の高い貴重な戦争遺跡が散在して
おり、平成 24 年から受入開始したガイド付き戦跡巡りは、館内見学と併用
して平和学習に取り入れる学校が増加している。コースは、知覧特攻平和
会館周辺散策コース（徒歩）や知覧飛行場跡周辺コース（バス）の２つがある。

ホタル館 富屋食堂
富屋食堂は特攻隊員らに母と慕われた鳥浜トメさんの食堂。当時の食堂
を再現した資料館の遺品や写真を通じてトメさんの生涯と特攻隊員との
ふれあいに思いを馳せ、命の尊さに触れる。

●受入人数：50 人
●受入期間：通年
●所要時間：30 分
●受入時間：9:00 ～ 17:00
●料金：大人 400 円
　　　　小中学生 300 円
　　　　（団体 15 人以上：
　　　　 大人 350 円
　　　　 小中学生 250 円）
●対象：中・高校生
問 Tel.0993-58-7566　
　 Fax.0993-58-7565

知覧武家屋敷庭園
●受入期間：通年●受入時間：
9:00 ～ 17:00 ● 所 要 時 間：30
～ 60 分●料金：大人 500 円、小・
中学生 300 円（団体 30 人以上：
大人 400 円・小中学生 240 円）
●対象：中・高校生

●受入人数：100 人程度　●受入期間：通年（12/31 ～ 1/1 は休み）
●所要時間：ガイド付 50 分
　（ガイドは要予約）
●開館時間：9:00 ～ 17:00
　（入館は 16:30 まで）
●料金：大人 300 円・小中学生　
　200 円（団体 20 人以上：大人
　250 円・小中学生 150 円）
問 Tel/Fax.0993-52-3979

●受入人数：200 人（徒歩の場合 )・10 台（バスの場合）●受入期間：通年
●所要時間：40 ～ 60 分（調整可）●料金：無料 ●対象：小・中・高校生
問 Tel.0993-83-2511（南九州市商工観光課）
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大隅半島に数多く現存する戦跡をめぐり、
戦時下の状況にふれることで、平和の大切さ
と命の重みについて考える。

平和と命の尊さを考える
太平洋戦争末期 、日本各地に基地や飛行場をはじめ軍事
施設が数多く造られた。これらの軍事施設は一部特攻隊の
基地として使用され、鹿屋や串良基地からも多くの特攻隊
員が南の空へ飛び立って行った歴史を知る。

大隅半島平和学習
【 鹿屋市 、曽於市 、肝付町 、南大隅町 】

■ 戦争の歴史を知り平和と命の尊さを考える
■ 戦跡をとおして戦時下の状況を想像する
■ 戦争の悲惨さを知り思いやりの心を育む
■ 自分や友達 、家族とのきずなを考える

【 見学施設 】
鹿屋航空基地史料館
太平洋戦争末期 、旧海軍の鹿屋基地か
らは日本最大の 908 名の特攻隊員が飛
び立ち、再び帰ることはなかった。
鹿屋航空基地史料館では、復元された
零戦や特攻隊に関する貴重な資料など
を見学できる。 

●受入人数：120 人
●受入期間：通年
●所要時間：60 分
●受入時間：9:00 ～ 17:00
●料金：無料
●対象：中・高校生
問 Tel/Fax.0994-42-0233

零式艦上戦闘機五二型

二式大型飛行艇
最初の特攻の出撃の際に、鹿児島市
の鴨池海軍基地から出撃した 。世界
で現存するのはこの展示機のみ。

学習のポイント

学習のテーマ 02

出水
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大隅半島に残る戦争の記憶
芙蓉之塔
航空隊員の遺品にふれ、当時の人々に思いを馳せる。
岩川飛行場からは夜間戦闘部隊が沖縄
方面へ出撃した。この作戦は終戦まで
展開し、百余名の戦死者を出した。芙蓉
の塔は慰霊のために建立された。尚、
曽於市埋蔵文化センターには戦闘帽、
ゴーグルなどの当時の航空隊員の遺品
が展示されている。
場所の問い合わせ  問 Tel.099-482-5958

（ 曽於市大隅支所社会教育課 ）

Column

海軍の歴史を学ぶ
鹿 屋 航 空 基 地 史 料 館 に は、
太平洋戦争だけでなく海軍
に関する資料が多数展示さ
れている。東郷平八郎、山
本五十六といった海軍史を
語るに欠かせない人物につ
いても知ることができる。

鹿屋航空基地史料館内
問 Tel.0994-42-0233

日本海海戦の際
に Z 旗を掲げ「 皇
国の興廃この一
戦 に あ り 。各 員
一層奮励努力せ
よ 」と全軍の士
気を鼓舞した東
郷平八郎の文言。

（ 戦跡見学に関する問い合せ先 ）
鹿屋市商工観光課　TEL:0994-31-1121
道の駅くにの松原おおさき総合案内所　TEL:099-477-2400

【 曽於市 】

桜花の碑

特攻隊員が別れの盃を交わした場所。
特攻隊員が宿舎としていた旧野里
国民学校跡近くに建つ。

【 鹿屋市 】

内之浦 観測所

本土決戦の第一候補に想定されてい
た志布志湾。海蔵地区には砲台及び、
その観測所が構築されていた。
※中への立ち入りは禁止。

【 肝付町 】

震洋滑走台跡

地下壕第一電信室跡

奄美大島の加計呂麻島などに設置
された特攻艇震洋の基地は、佐多岬
近くの間泊にも置かれ、海へと降ろす
滑走台が残っている。

串 良 平 和 公 園 近 く に 残 る 地 下 壕。
特攻隊員が突撃前に送る最後の通信
を受信した場所として知られる。

【 南大隅町 】

【 鹿屋市 】

【 出水市 】

【 鹿屋市 】

出水の平和学習プログラム

かのや平和学習プログラム

【北薩】

【大隅】

太平洋戦争時に海軍の特攻基地が
あった出水市には、掩体壕や戦
闘司令基地防空壕などの戦争遺
跡が残っており、これらを活用
した平和学習プログラムがある。
30 ～ 40 人のグループに分かれ、
ガイドがついての戦跡めぐりや、
地下壕で地元高校生が作成した
DVDの鑑賞などをすることがで
きる。

（※出水民泊体験の追加オプション）

戦 時 中 に 海 軍 の 基 地 が 置 か れ、
日本で最も多くの特攻隊員が飛び
立った鹿屋市には、今もなお多く
の貴重な戦跡が残っている。この
プログラムは、平和学習ガイドと
一緒にこれらの施設を巡り、現地で
実際に行われた話を聞くことで、
平和について学ぶことができる。
小塚公園の慰霊塔前では、学校
全体でのセレモニーを開催すること
もできる。

●受 入 人 数：120 人まで（最少人数については要相談）
●受入期間：通年 ●所要時間：1 ～ 3 時間 ●受入時間：9:00 ～ 16:00　
●料金：バス 1 台につき 2 万円（税別）●対象：小・中・高校生
※詳細はお問い合わせください。

問 TEL : 0996-79-3320　 FAX : 0996-79-3330
    出水市昭和町16-5 出水観光ビル 2Ｆ（ 一般社団法人 出水民泊プランニング ）

●受 入 人 数：最大 6 クラスまで
●受入期間：通年 ●所要時間：2 ～ 3 時間 ●受入時間：9:00 ～ 17:00　
●料金：ガイド１人あたり5,000 円（1 クラスにつきガイド 1 人乗車）
●対象：小・中・高校生

問 TEL : 0994-31-1121　 FAX : 0994-40-8688
    鹿屋市共栄町 20 番 1 号（ 鹿屋市商工観光課 ）

大隅半島の戦争遺跡

大隅半島に現存する、戦争の遺跡を訪ねて
歴史的背景を知り、平和の大切さを感じる。
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世界的にも希少な、活きた火山が
間近で観察できる自然の博物館で
大地の鼓動を感じ自然の大きさを学ぶ。

地球の息吹を感じる
鹿児島市街地と錦江湾を隔てて約 4㎞の距離で対峙する
活火山「 桜島 」へ桜島フェリーで渡る。現地の学習施設や
溶岩原での実地学習を行い、活火山ならではの植生や噴火
のメカニズムについて学ぶ。

桜島フィールド学習
【 鹿児島市 】

【 受け入れ実施団体 】
NPO 法人 桜島ミュージアム

桜島を自然の博物館ととらえ様々な体験学習
を行っている。専門知識豊富なスタッフが現
地での案内人を務める。

（ お問い合せ先 ）
鹿児島市桜島横山町 1722-61
TEL  : 099-245-2550  FAX  : 099-245-2551

有村溶岩展望所

学習のポイント

■ 溶岩原の植生を観察する
■ 活火山のエネルギーを体感する
■ 火山と噴火のメカニズムを学ぶ
■ 噴火の歴史と人々の暮らしを学ぶ

学習のテーマ 03

桜島溶岩なぎさ公園足湯桜島溶岩なぎさ公園足湯
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Column

桜島の体験プログラム

自然の博物館「 桜島 」で学ぶ
桜島には、桜島全体を博物館（ミュージアム）ととらえ、桜島の自
然や歴史、文化の調査・保存・展示活動のほか、火山や防災の教育
普及と啓蒙活動に努めている「NPO 法人 桜島ミュージアム」がある。
専門知識をもった “ 案内人 ” が自然や文化体験ツアーを随時開催。

「火山ガイドウォーク」「ちゃぷちゃぷカヤック体験」「天然足湯掘り」
などユニークなツアーはまさに現地で本物を体感する新しいタイプ
の博物館として注目を集めている。

錦江湾シーカヤック
ダイナミックな桜島の景観を海から眺める。
大正３年の大噴火で海に流れ
出してできた溶岩原を、シーカ
ヤックを漕ぎながら間近で観
察。ごつごつした溶岩の造形
美と桜島の雄大な景観は迫力
十分。引き潮時にはサンゴな
どを見ることができる。

桜島ビジターセンター
桜島に着いたらまずここへ！桜島の噴火と成長の歴史、植物の変遷などを
分かりやすく学べる。ハイビジョンシアターや模型などで桜島を紹介する
展示施設。

●受入人数：1 ～ 80 人●受入期間：通年●所要時間：30 ～ 60 分
●受入時間：9:00 ～ 17:00 ●料金：無料●対象：小・中・高校生
問 Tel/Fax.099-293-2443

NPO 法人 桜島ミュージアム
問 Tel.099-245-2550  Fax.099-245-2551

錦江湾クルージング
内海でありながら、水深 200m 以上の深さを誇
る「錦江湾」。錦江湾クルージングでは桜島はも
ちろん湾内の多様性に富む海岸線、小さな島々
も船上から眺められる。イルカも見られるかも？

●受入人数：10 人～ 40 人（大人数は要相談）
●受入期間：通年 ●所要時間：1 ～ 2 時間
●料金：小人 1,000 円、大人 1,500 円（税別）●対象：小学校高学年～高校生
問 Tel.099-213-0004  Fax.099-257-3145（帆船型観光遊覧船クィーンズしろやま）

（ お問い合せ先 ）
かごしまカヤックス野元
●受入人数：6 ～ 40 人（他のプログラムとの併用なら 2 倍）
●受入期間：5 ～ 11 月中旬　●所要時間：2 ～ 3 時間（応相談）
問 Tel.090-4583-6920

天然温泉掘り体験
火山の恵みを体感し、溶岩と植生について学ぶ。
桜島の麓の海岸をスコップで
掘り、「マイ足湯 」を作る体験
プログラム 。ガイドが出すヒ
ントをもとに砂浜の温泉を掘
り当てる 。40℃以上の温泉が
湧出するところもあり、火山
の恵みを体感できる 。周辺の
溶岩や植生など、火山と自然
環境の関わりも解説 。

●受入人数：20 ～ 200 人●所要時間：1 ～ 2 時間●実施時期：潮汐に
より日時が限られる●対象：小学校高学年～高校生●雨天時：不可
問 Tel.099-245-2550  Fax.099-245-2551（NPO 法人桜島ミュージアム）

溶岩加工体験
火山の素材を使った桜島ならではのモノづくり。
たびたび大噴火を繰り返してきた桜島だ
からこそできる体験プログラム。溶岩を
加工する専用の工場内で、溶岩を削る、
磨く、打ち抜くなどの工程を体験し、ラ
ンプシェードを製作する。できた作品は
持ち帰ることができる。

● 受 入 人 数：20 ～ 40 人 ● 受 入 期 間：
通年●所要時間：1.5 ～ 2 時間●対象：
小学校高学年～高校生●雨天時：可

桜島を知る・学ぶ

その他の体験プログラム
桜島火山体感ツアー、火山トレッキング、溶岩ピザ窯作りとピザ焼き、
陶芸体験、火山灰アート、火山灰ねんど、椿油搾り体験、郷土料理体験、
農業体験、火山灰顕微鏡観察＆とじこめーる、博士とめぐる桜島ツアー、
桜島定点ガイド

天然砂むし温泉 【指宿市】

（ お問い合せ先 ）
指宿大好き体験 ( 指宿市観光協会 )
TEL : 0993-34-0830　 FAX :0993-34-0848

●実施場所：指宿市山川伏目海岸●受入期間：通年
●受入人数：4 ～ 40 人●所要時間：2 時間●対象：
小学生～ ●持ち物：バスタオル・フェイスタオル

（レンタル有 ) ●雨天時：荒天時前後は不可｢砂むし温泉｣ は海岸に湧き出る温泉で温まった砂をかけて入浴する
世界的にも希な温泉。熟練の指導者のもと適温となる砂のかけ方を
体験し、通常の温泉の３～５倍といわれる入浴効果を体感する。周
辺には、海岸に自然湧出する高温の温泉源や温泉を利用した製塩工
場跡があり、大地の息吹きと温泉利用の歴史にふれることができる。

山川砂むし温泉
砂湯里（ さゆり ）指宿の体験プログラム

黒神埋没鳥居
1914 年 ( 大正 3 年 ) １月の桜島大噴火では、噴石や
火山灰が雨のように降り注ぎ、3 億トンもの溶岩が
流れ出したと言われている。流れた溶岩により、それ
まで海峡で隔てられていた桜島と大隅半島が陸続き
となった。黒神町の腹五社 ( 原五社 ) 神社にある、
埋没鳥居の姿は、今でもその凄まじさを物語ってる。

●鹿児島市黒神町（黒神中学校横）●見学自由 ●駐車場あり
問 Tel/Fax.099-298-5111（観光交流センター）
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日本最初の国立公園指定となった霧島の
美しい自然の中で、野生の動植物にふれ
環境を学びながら豊かな感性を養う。

四季折々の自然を歩く
1934 年 、雲仙 、瀬戸内海とともに国立公園の指定を受けた

「 霧島 」。東西 22㎞、南北 18㎞の限られた地域に 20 数座
の火山が密集し、他の地域では見られない自然の多様性が
最大の魅力 。

霧島山トレッキング

学習のポイント

【 霧島市 】

■ ジオパークについて学習する
■ 集団での協調性と連帯感を育む
■ 自然の中で生きる力を養う
■ 豊かな感受性を育む

【 受け入れ実施団体 】
霧島高原自然体験ツーリズム協議会（ 霧島市観光課内 ）

霧島の自然を活かした体験学習を提供。自然
体験では登山やトレッキングなどがあり、食
文化体験や農業体験ができる。

（ お問い合せ先 ）
霧島市国分中央３丁目 45 番 1 号
TEL  : 0995-64-0895  FAX  : 0995-64-0958

学習のテーマ 03

白紫池
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霧島山トレッキングコース

入山規制中の登山道（Ｈ27.11 現在）

霧島の体験プログラム

乗馬体験
かつては官営の牧場もあった乗馬の産地。
乗馬の基本はまず楽しむこ
と 。馬とのコミュニケーショ
ンが命のやさしさを教えて
くれる 。全国でも珍しい、屋
内馬場もある全天候型の乗
馬クラブで、心ゆくまま、馬
とのふれあいを楽しむこと
ができる。

●実施場所：霧島市牧園町●受入人数：15 人（要相談）●所要時間：3 時間
●受入期間：通年●対象：小・中・高校生●長袖、長ズボン
問 Tel.0995-64-0895  Fax.0995-64-0958（霧島高原自然体験ツーリズム協議会）

漁業体験
川と海 、活きた自然の生物を五感で体感 。
霧島山から注ぐ清流、鹿児島のシ
ンボル桜島が浮かぶ錦江湾、川で
はコイやフナにマス、海ではタイ、
アジ、アラカブなど豊富な魚種の
漁業体験ができる。
大人数にも対応できる「たてぼし
体験」や「地びき網」など受入体
制やメニューも充実している。

●実施場所：霧島市国分、隼人町●受入人数：各地で要相談●受入期間：
５月～９月●所要時間：約 3 時間●対象：小・中・高校生
問 Tel.0995-45-5111  Fax.0995-64-0958（霧島高原自然体験ツーリズム協議会）

その他の体験プログラム

◎霧島七不思議の滝散策／◎和太鼓体験／◎陶芸体験／◎乳製品づくり
◎茶摘み体験（4 月中旬～ 5 月）／◎炭焼き体験／◎果樹農家体験
◎そば打ち体験／◎郷土料理づくり／◎ジャムづくり
問 Tel.0995-64-0895  Fax.0995-64-0958（霧島高原自然体験ツーリズム協議会）

森林セラピー散策 ( 丸尾自然探勝路 )
間近に大迫力の瀑布を見ることができる。
温泉が流れ込む「 丸尾滝 」のほか、長さ
200m・幅 15m の岩盤の川床が広がる「 千
畳敷 」、「 霧島最古の岩風呂 」など、霧島
温泉郷の原生林を歩く 。霧が出てきたと
きは神秘的な風景が広がる。

●実施場所：霧島市牧園町●受入人数：
100 人まで●受入期間：通年●所要時間：
1.5 時間●持ち物・服装：長袖、長ズボン、
運動靴、雨具●対象：小学校高学年～高校生
問 Tel.0995-64-0895  Fax.0995-64-0958

（霧島高原自然体験ツーリズム協議会）

丸尾探勝路

Column
森林セラピー基地とは？
　専門家による生理・心理・物理実験等を通してその高いリラッ
クス効果が実証された森林を擁するとともに、良質な関連施設が
あると認められた地域のことで、霧島市は平成１９年３月に認定
されています。

距離：約 2.5km の周遊コース（頂上コースあり）
標高：約 490m ～ 530m
クヌギ、ナラ、モミジ等の広葉樹林
見所：360 度の大パノラマ（霧島山・桜島・錦江湾）

Ａ ．柳ヶ平散策路

距離：約 0.9km
標高：約 600m ～ 690m
クヌギ、赤松、山桜、モミジ等の明るい森林
見所：歌碑、花房滝

Ｂ ．手洗散策路

距離：約 2.3m
標高：約 560m ～ 700m
モミ、ツガ等の針葉樹林、タブ等の照葉樹林に覆われた混合林
見所：千畳敷、丸尾滝、霧島最古の岩風呂

Ｃ ．丸尾自然探勝路
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時遊館ＣＯＣＣＯ
はしむれ

鹿児島の豊かな自然を生かした美術館や
風土や歴史に育まれた伝統文化に触れることで
感性を磨き、心を豊かにする。

学習のテーマ 04

自然の懐で芸術・文化に触れる
鹿児島県には桜島を望む広大な自然に囲まれた美術館が
あり、また、気候や環境・歴史によって作られた特有の伝
統文化を見学できる施設がある。これらの施設で鹿児島に
しかない芸術・文化を学ぶことができる。

芸術・文化学習

【 受け入れ実施団体 】
霧島アートの森
屋 外 の 広 場 や 樹 林 を 利 用 し た
野外展示空間には、郷土作家を
は じ め 国 内 外 の 著 名 な 作 家 の
彫刻作品を展示 。霧島高原の風
を感じながら、国内外の不思議
な 魅 力 を 持 つ 彫 刻 作 品 に じ か
に触れ、遊びながら五感で芸術
作品を鑑賞できる。

●受入期間：通年
（ 月曜休館 、ただし 2 月の第 3 月曜～第 4 月曜は臨時休館 ）

●受入時間：9:00 ～ 17:00
●所要時間：60 ～ 90 分
●料金：一般 310 円・高大生 200 円・小中生 150 円

（ 団体 20 人以上：一般 240 円・高大生160円・小中生120円）
●対象：小・中・高校生
問 Tel.0995-74-5945  Fax.0995-74-2545

学習のポイント

■ 自然の中で国内外の芸術作品に触れる
■ 伝統文化を育てた環境や歴史を学ぶ
■ 見学と体験で古代の生活を考える

シャングリラの華／草間 彌生

男と女／ジョナサン・ボロフスキー
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鹿児島の豊かな自然を生かした美術館や
風土や歴史に育まれた伝統文化に触れることで
感性を磨き、心を豊かにする。

上野原縄文の森
約9500年前の大規模な定住
集 落 跡 で あ る 国 指 定 史 跡

「上野原遺跡」を保存・活用
した施設。展示館では国の
重要文化財に指定されてい
る土器や石器など貴重な出
土品が見学でき、体験学習館
では火おこしや縄文料理作
りなどができる。縄文当時の
森を復元した歴史公園。

●受入期間：通年（月曜休園、2月中旬臨時休園有）● 所要時間：60 ～ 90
分●受入時間：9:00 ～ 17:00 ●料金：大人 310 円・高大生 210 円・小中
学生 150 円（団体 20 人以上：大人 240 円・高大生 160 円・小中学生 120 円） 
●対象：小・中・高校生　問 Tel.0995-48-5701  Fax.0995-48-5704

時遊館
ＣＯＣＣＯはしむれ

「見て」「さわって」「体験」
しながら、古代人の生活の
様子や道具について楽しく
学べる体験型博物館。石製・
消しゴム製勾玉、古代あん
ぎん編み、絵付けなどの体験
メニューがある。授業に合
わせた解説可。復元古代住
居のある国指定史跡指宿橋
牟礼川遺跡歴史公園が隣接。

●受入期間：通年 ●所要時間：60 分～ 90 分 ●受入時間：9:00 ～ 17:00（入
館は16：30 まで）時間外の相談可 ●料金：大人 510 円・高大学生410円・
小中学生 300 円（団体20 名以上割引有り）●対象：小・中・高校生
問 Tel.0993-23-5100  Fax.0993-23-5000

古代人の生活を体験

砂像制作体験
日本三大砂丘の一つである吹上浜の砂を活用し、白砂青松の自然
あふれる中で砂像制作体験ができる。誰でも気軽に楽しめ、夢中に
なれる砂像の彫刻を体験しよう。

●実施場所：南さつま市金峰町高橋 3075-4
●受入期間：5月～ 10 月
●受入人数：40 名（1クラス）※相談可

●体験時間：1.5～2 時間※相談可

●対象：小・中・高校生
●料金：料金についてはお問い合わせください
問 Tel.0993-53-2111  Fax.0993-53-5465
吹上浜砂の祭典実行委員会事務局（南さつま市役所観光交流課内）

南さつま市の体験プログラム 出水市の体験プログラム

鹿児島の伝統文化にふれる

大島紬工場見学
鹿児島市内にある奄美の里では、奄
美の自然や暮らしを展示品などで
紹介しているほか、紬工場の各工程
を見学できる。実際に草木染めも体
験でき、自分だけのオリジナルのハ
ンカチ作りにも挑戦。先人の知恵と
染めのおもしろさに触れる。

●受入人数：300 人（草木染は 80 人）●
受入期間：通年●所要時間：見学 25 分・
草木染め 30 ～ 40 分●受入時間：9:00 ～
17:00 ●料金：大人 400 円、高校生 300
円、小中学生 200 円（団体 15 人以上は
各 100 円引き、草木染め体験は別途 1,050
円）●対象：小・中・高校生
問 Tel.099-268-0331  Fax.099-267-7419

（奄美の里）

出水麓武家屋敷群
出水は肥後に通ずる重要な位置にあり、薩
摩藩最大の外城を築いていた。麓地区 44ha
が国の重要伝統的建造物群保存地区。竹添
邸と税所邸の 2 軒が一般公開され、当時の
武士の暮らしぶりを垣間見ることができる。

●受入期間：通年●所要時間：20 ～ 60 分
●受入時間：9:00 ～ 17:00
●料金：無料●対象：中・高校生●各邸に案内人が常駐
問 Tel.0996-63-2111  Fax.0996-63-1331（出水市観光交流課）

出水市ツル博物館
クレインパークいずみ
年間を通したツルとのふれあいを目標に、
ツルと出水市の自然を紹介。はく製や実物
大のカービング（木の彫刻物）も見ることが
できる。

●受入時間：9:00 ～ 17:00( 入館 16：30 まで )
●料金：大人 320 円 、高・大学生 210 円 、
小・中学生 100 円（団体 20 人以上：大人 250 円・高大生 170 円・小中学生 80 円）
●休館日：月曜（ 祝日の場合は翌日休 、11 ～ 3 月は無休 ）
問 Tel.0996-63-8915

かるかん工場見学
安政年間に薩摩藩主・島津齊彬が江戸
から連れてきた菓子職人により誕生し
た「かるかん」。工場ではガラス越し
に製造工程を見学。スタッフが歴史や
特徴を説明してくれる。

●受入期間：通年●所要時間：60 分から
●受入時間：8:30 ～ 17:00
●料金：無料●対象：小・中・高校生
問 Tel.099-262-2020  Fax.099-262-2100（見学工場 薩摩庵「昭和製菓株式会社」）

くろず工場見学
鹿児島の温暖な気候と微生物の力を借
りて、職人の手で育まれ、じっくり時間
をかけて生まれる「 福山町の黒酢 」は、
21 世紀の今日でも昔と変わらない製法
で造られている 。世界でも類を見ない
壺酢の工場見学ができる。

●受入期間：通年●所要時間：60 分から
●受入時間：9:00 ～ 17:00
●料金：無料●対象：小・中・高校生
問 Tel.0995-54-7200  Fax.0995-55-2800（ くろず情報館「 壺畑 」）
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明治維新の礎となった近代化遺産や
多くの偉人が生まれた地を訪れることで
歴史の背景を学び、先人の精神にふれる。

明治維新の舞台をめぐる
鹿児島は幕末から明治初期にかけて日本史上重要な舞台
となり、西郷隆盛や大久保利通らを輩出した。これらの歴
史を体感・学習できる施設や史跡をめぐり、歴史への理解
と関心を深める。

鹿児島市歴史学習
【 鹿児島市 】

日本を近代化へ導いた集成館事業

仙巌園は万治元年（1658年）に島津家19代当主光久が造
営した別邸。桜島を築山、錦江湾を池に見立てた雄大な借
景庭園が広がり、反射炉跡を含む、仙巌園全体が世界遺産
の構成資産に含まれている。

●受入人数：200 人●受入期間：通年●所要時間：60
分●受入時間：8:30 ～ 17:30 ●料金（尚古集成館と共通）：
高校生以上 1,000 円・小中学生 500 円（団体 20 人以上、
100 人以上：高校生以上 900 円、850 円・小中学生 450 円、
400 円）●対象：小学校高学年～高校生
問 Tel.099-247-1551  Fax.099-247-9539

旧鹿児島紡績所技師館（ 異人館 ）

学習のテーマ 05

名勝 ・ 仙巌園
尚古集成館本館は、慶応元年（1865年）に機械工場とし
て竣工した、現存する日本最古の洋風工場建築です。現
在では、島津家の歴史や集成館事業を紹介する博物館と
して利用されている。

●受入人数：50 人●受入期間：通年●所要時間：60 分
●受入時間：8:30 ～ 17:30 ●料金（名勝仙巌園と共通）：
高校生以上 1,000 円・小中学生 500 円（団体 20 人以上、
100 人以上：高校生以上 900 円、850 円・小中学生 450 円、
400 円）●対象：小学校高学年～高校生
問 Tel.099-247-1511  Fax.099-248-4676

尚古集成館 （旧集成館機械工場）

薩摩藩に日本初の様式紡
績工場ができる。
　1867 年、薩摩藩に日本で初めての
様式紡績工場である鹿児島紡績所が
建設され、イギリスから招いた技師か
ら約1年に渡り技術指導を受けた。そ
のイギリス人技師たちの宿舎であっ
た旧鹿児島紡績所技師館（異人館）は、
日本における初期の西洋建築物の代
表例とされており、構成資産の一つと
して世界文化遺産に登録された。
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維新のふるさと鹿児島を知る

鶴丸城跡 ・ 県歴史資料センター黎明館
慶長６年（1601）に、島津家18代家久が築いた平城跡。鶴丸城跡に建つ鹿児島県歴史資料センター
黎明館 。県全体の歴史 、考古 、民俗 、美術・工芸などの資料や、大河ドラマ「 篤姫 」で使用された駕
籠 、衣装等も展示されている。黎明館の敷地は、現在でも濠、石垣、石橋など由緒あるものが残り、
県指定史跡になっている。

鹿児島市維新ふるさと館
激動の薩摩の歴史を体感しながら学べる施設。
地下 1 階の「維新体感ホール」では、等身大の
ロボットが登場するドラマ「維新への道」（25
分）と薩摩藩英国留学生を描いたドラマ「薩摩
スチューデント、西へ」（20 分）を交互に上演（1 日
13 回）。西郷、大久保他、維新で活躍した偉人たち
の紹介や、篤姫展示コーナーなど、幕末から明治に
かけてを分かりやすく紹介する。

●受入期間：通年
●所要時間：60 分程度
●受入時間：9:00 ～ 17:00
●料金：大人 300 円・小中学生 150 円
　（団体 20 人以上：大人 240 円・小中学生 120 円）
●対象：小・中・高校生
問 Tel.099-239-7700  Fax.099-239-7800

●受入期間：通年（月曜、毎月 25日休館）●所要時間：約 30 ～ 60 分●観覧時間：9:00 ～18:00（入館は
17:30 まで）●料金：大人 310 円・高大生 190 円・小中生 120 円●対象：小・中・高校生
問 Tel.099-222-5100

●受入人数：約 50 人●受入期間：通年（火曜休館、火曜が祝日の場合翌日）●所要時間：60 分●受入時間：
10:00 ～17:00 ●料金：高校生以上 300 円・小中学生 200 円（団体 20 名以上：高校生以上 250 円・
小中学生 150 円）●対象：小・中・高校生　問 Tel.0996-35-1865　Fax.0996-35-1105

市内を流れる甲突川に江戸末期に架けられた五石橋は、平
成5年の豪雨で2橋が流出。残った3橋を移設復元して公
園に。記念館では石橋の歴史と技術を映像などで学べる。

●受入期間：通年（月曜休館）●所要時間：30 ～ 60 分
●受入時間：9:00 ～ 17:00（7 ～ 8 月は 19:00 まで）
●料金：無料●対象：小・中・高校生
問 Tel.099-248-6661 

Column

日本初の洋式工場群「 集成館 」

2015 年 7 月「世界文化遺産」登録決定！

1851 年 、薩摩藩主となった島津齊彬は、日本を強く
豊かな国にするために、鹿児島市郊外の磯地区一帯
の竹林を切り開いて、反射炉や高炉 、ガラス工場
などの施設をつくり、これらの工場群を「集成館」と
名付けた 。この「 集成館 」は日本初の洋式工場群で
あった。齊彬の死後 、集成館は 1863 年の薩英戦争で
焼失し、外国の力を思い知った薩摩藩は、集成館
事業の必要性を再認識し、集成館事業を再開、新たな
技術導入にも力を入れ、より積極的な近代化・産業化
に取り組んだ。

集成館の機械工場（ 現在の尚古集成館本館 ）などを
含む「 明治日本の産業革命遺産 」は、2015 年 7 月に
世界文化遺産として登録されました。本遺産の登録
は、産業国家日本の礎を築いた先人たちの偉業が改
めて評価されたものであり、地域の誇りでもありま
す。世界文化遺産登録を機に、多くの皆様に鹿児島の

「旧集成館 」をはじめとする構成資産を訪れていた
だき、幕末期にいち早く近代化に取り組んだ先人た
ちの偉業に思いをはせていただければと思います。

問「 九州・山口の近代化産業遺産群 」
　世界遺産登録推進協議会事務局
　〒 890-8577　鹿児島市鴨池新町 10-1
　（ 鹿児島県世界文化遺産課 ）
　Tel.099-286-2364　Fax.099-265-5525
　E-mail.sekaibunka@pref.kagoshima.lg.jp
　URL.http://www.kyuyama.jp/

薩摩の教え「郷中教育」に学ぶ

　「薩摩藩英国留学生記念館」は、留学生が約2 ヶ月
間を過ごし、イギリスに向けて旅立った地、いちき串
木野市羽島に平成 26 年 7 月に開館した。幕末の薩摩
からイギリスに密航し、帰国後は様々な分野で日本の
近代化に貢献した薩摩藩英国留学生、いわゆる薩摩ス
チューデントの生きざまと功績を顕彰する施設。貴重
な資料や映像で、留学生たちの旅路や功績を紹介して
いる。また、展望デッキ、カフェ、ライブラリーもあり、
留学生に思いを馳せてもらい、未来を築く為の心の糧
にして欲しい。

甲突川に五石橋を架けた
名石工・岩永三五郎

薩摩藩に招請を受けて、西田橋を
はじめとする甲突川の「五石橋」
を架設するなど肥後の石工の名を
大いに高めた人物。祇園之洲公園
に像が立つ。

石橋記念公園

薩摩藩英国留学生記念館 Column

元治元（1864）年 、薩摩藩は エ
リート養成のための開成所とい
う洋学校を創設 。この開成所を
中心に留学生が選抜された 。初
代文部大臣 森有礼（1 前列左
端）、東京国立博物館を創設した
町田久成（2 前列中央 ）、東京開
成学校（後の東京大学 ）初代校長 
畠山義成（1 左端 ）らが出て、日
本の近代化に貢献した。

※維新ふるさと館（鹿児島市 ）維
新体感ホールで「薩摩スチュー
デント西へ」を上映中。

薩摩藩英国留学生
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幕末の混乱の中、日本の近代化をめざし
薩摩藩はいち早く外国の学問や技術を学んだ。



鹿児島市交通局
問 Tel.099-257-2111

テーマごとに少人数のグループに別れ、徒歩や路面
電車 、市内周遊バスで班別学習に出かけてみよう！

鹿児島中央駅を起点に、鹿児島市内の主要
観光スポットを巡回しながら、城山・磯コー
ス、ウォーターフロントコースを走る。

鹿児島中央駅と鹿児島駅を結ぶ路線が
あり、まち巡りにも便利 。

鹿児島中央駅→維新ふるさと館（ 観光交流センター）前→
天文館→ドルフィンポート→かごしま水族館前（ 桜島桟
橋 ）→石橋記念公園前→仙巌園（ 磯庭園 ）前→祇園之洲公園
前→南洲公園入口→西郷南洲顕彰館前→薩摩義士碑前→
西郷銅像前→天文館→鹿児島中央駅

■ウォーターフロントコース

鹿児島中央駅→維新ふるさと館（ 観光交流センター）前→
ザビエル公園前→西郷銅像前→薩摩義士碑前→西郷洞窟
前→城山→西郷洞窟前→薩摩義士碑前→南洲公園入口→
仙巌園（ 磯公園 ）前→石橋記念公園前→かごしま水族館前

（ 桜島桟橋 ）→ドルフィンポート前→天文館→鹿児島中央駅

■城山・磯コース

観光電車

鹿児島市内の主な観光地を鹿児島中央
駅を起点に20分間隔で運行する大変便
利な路線バスです。バスボディに西郷
さん、篤姫のイラストのあるバスをご
利用下さい。お得で便利な 1 日乗車券

（大人500円・小人250円）は車内にて販
売致しております。
※カゴシマシティビューにはご利用頂けません。

 Kagoshima City Loop Bus

 まち巡りバス
あっちゃん号せごどん号

■運行ルート
鹿児島中央駅→ザビエル
公 園 前 → 西 郷 銅 像 前 →
薩摩義士碑前→西郷洞窟
前→城山→西郷洞窟前→
薩摩義士碑前→南洲公園
入口→異人館前→仙巌園

（ 磯 庭 園 ）前 → 磯 海 水 浴
場前 → 石 橋 記 念 公 園 前
→かごしま水族館前・桜島
桟橋→ドルフィンポート前
→鹿児島ブランドショップ
前→いづろ→天文館→維
新ふるさと館前→鹿児島
中央駅
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でめぐる街歩き

市街地移動に便利な交通機関

カゴシマシティビュー 路面電車（市電）

テーマ

市内グループ学習

一日乗車券お得

市電、市バス、カゴシマシティビューの車内
及び各販売所で販売されている一日乗車
券600円（小児300円）を購入すれば、1日
中何回でも市電（観光レトロ電車含む）、
市バス、シティビューの乗降が可能。た
だし市電、市バス以外の民営バスには乗
車できないので注意。
※一日乗車券には、乗車日及び翌日有効の観光施設入館料割引パス
　ポートが付いています。（1施設1回限り）

観光ガイド付の路面電車で鹿児島市
街地を一周。中央駅が起点となる。

所要時間／約70分　料金／大人340円、小学生以下160円※１日乗車
券での乗車も可能。　便数／土日祝日の午前2便、金曜日の午前1便

いわさきバスネットワーク㈱
鹿児島営業所

問 Tel.099-247-2334



鹿児島まち歩き観光ステーション
問 Tel.099-208-4701　Fax.099-208-4703

●受入期間：通年
●料金：１名 500 円（ 中学生以下は無料 ）
●受入人数・所要時間：詳細はお問い合わせ
　ください。
●対象：小・中・高校生

Column
よりみちクルーズ

●出港時刻：鹿児島港 11:05（ 毎日 1 便 ）
●運航時間：約 50 分
●料金：500 円（ 桜島港までの片道運賃 ）
※桜島港から帰りの運賃は160 円
●対象：小・中・高校生

鹿児島港を出港し、通常の航路を少し離れ、海に
浮かぶ灯台「 神瀬灯標 」や桜島の大正溶岩を眺
めながら約 50 分間かけて桜島港に向かうプチク
ルーズ。ボランティアガイドも乗船し、桜島と錦江
湾の魅力を海上から身近に楽しむことができる。

鹿児島市船舶局
（桜島フェリー）営業課

問 Tel.099-293-2525

※15名以上の場合団体
　割引あり（要事前予約）

鹿児島ぶらりまち歩き

雄大な自然につつまれ、悠久の歴史を感じる鹿
児島のまちで、全 24 コースを人情あふれるボ
ランティアガイドがおもてなしの心で引率 。観
光ポイントを案内し、コースにまつわる歴史や
エピソードなどを楽しめる 。団体で利用する場
合 、希望の日時やコース、参加人数などを事前
に相談すれば、オーダーメイドプランを用意す
ることも可能 。

自然と歴史のまちをガイドと観光。

いおワールド かごしま水族館
九州最大級の水族館で見る黒潮の恵み。
約 500 種 3 万点の生きものを展示 。世界最大の魚ジン
ベエザメが悠々と泳ぎ、カツオ・マグロが群泳する黒潮
大水槽は圧巻 。観客参加型の「 いるかの時間 」など、毎日
のイベントも充実 。海につながる屋外水路ではイルカを
間近で見ることができる 。事前に相談すれば大水槽の
バックヤードなどの見学も可能 。

●受入人数：受入制限無し●受入期間：通年（12 月の第 1
月曜日から 4 日間は休館）●所要時間：60 ～ 90 分●受入
時 間：9:30 ～18:00（入館は 17:00 まで）●料金：大人
1500 円・小中学生 750 円（団体 20 名以上：大人 1200 円・
小中学生 600 円）●対象：小・中・高校生
問 Tel.099-226-2233  Fax.099-223-7692

幕末期、島津齊彬の集成館事業で開発された
もののわずか 20 年程で途絶えた薩摩切子は
1985年に復元された。伝統を創造し、次世代
へ継承する切子制作の工場を見学できる。

【受入期間】通年【所要時間】約20分
【受入時間】9：00 ～ 17:00

問099-247-2111

城山の麓にある島津家 28 代齊彬公を祀る神
社。西郷隆盛、大久保利通を登用し、幕末日本
を開国の方向に導いた人物。資料館では、島
津家の歴史や齊彬公の偉業を紹介している。

【受入期間】通年【所要時間】約15 ～ 30分
【受入時間】9:00 ～ 17:00（入館～ 16:30）

問099-222-1820

市内の主な観光施設

薩摩藩下級武士の家庭の出身でありながら、
藩主島津齊彬に取り立てられ、明治維新の
立役者となった西郷隆盛の銅像 。昭和 12 年
に完成したこの銅像は、台座を含めた高さ
が 8m にもおよぶ。

1877（ 明治 10）年に挙兵し、政府軍との間に
激しい攻防を繰り広げた西南の役 。西郷は、
最後の 5 日間を過ごした城山の洞窟を出て
間もなく敵の弾を受け、自決して 49 歳の生
涯を終えた。

西南戦争で戦死した西郷はじめ2,023人の将士が眠
る南洲墓地に隣接。西郷の遺品などを展示。薩摩の
伝統的な郷中教育の素読、武者修行、山坂達者を現
代風にアレンジしたプログラムも体験できる。

【受入人数】60 ～ 130人【受入時間】9:00 ～ 17:00
【所要時間】3 ～ 4時間【受入時間】体験は午前中
問099-247-1100

西郷隆盛銅像 西郷南洲顕彰館 西郷隆盛洞窟

照國神社・照國文庫資料館 薩摩切子工場（ 薩摩ガラス工芸 ）

文学館は、鹿児島ゆかりの明治以降の作家たちの
作品や鹿児島との関わりが分かり易く展示されて
いる。メルヘン館は、トリックアートや ミニアスレ
チックなどで遊びながらお話の世界を体感できる。

【受入期間】通年【所要時間】約30 ～ 60分
【受入時間】9:30 ～ 18:00（入館～ 17:30）

問099-226-7771

西南の役で戦死した西郷ら 2,023 人の将士が
眠る。西郷の墓を守るようにして篠原国幹 、
桐野利明 、村田新八 、別府晋介らの墓があ
る。桜島と市街地が一望できる。

南洲墓地・南洲神社 かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

桜島と市街地を一望できる、桜島が最も美し
く見える ポイント。城山周辺には西南戦争
最後の激戦地が残る。

【受入期間】通年
【所要時間】約15 ～ 30分

問099-298-5111  

城山展望台
黒田清輝、藤島武ニ、海老原喜之助、東郷青児
など鹿児島出身の画家や モネ、セザンヌ、
ルノアール、ピカソ などの西洋絵画、さらに、
ロダン、マイヨールの彫刻などを展示。

【受入期間】通年【所要時間】約30 ～ 60分
【受入時間】9:30 ～ 18:00（入館～ 17:30）

問099-224-3400

屋久島や奄美 、霧島など、南北 600㎞ある鹿
児島の特徴的な自然を ジオラマ や標本で紹
介。別館宝山ホール 4 階には 2 体の恐竜化石
もある。

【受入期間】通年【所要時間】約30 ～ 60分
【受入時間】9:00 ～ 17:00

問099-223-6050

鹿児島県立博物館 鹿児島市立美術館
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鹿児島の自然と歴史を学ぶ



世界自然遺産・屋久島の雄大な自然の中で、
環境と人との関わりを学ぶとともに
自然の大切さを知り、生きる知恵を育む。

学習のポイント

■ 屋久島の生態系を学ぶ
■ 人と自然の関わり方を考える
■ 自然体験を通して豊かな感性を養う
■ 島の歴史と人々の暮らしを学ぶ

【 受け入れ実施団体 】
公益社団法人 屋久島観光協会

屋久島の観光案内、観光ガイドの紹介、宿泊
施設の案内を行う。屋久島の体験プログラム
についてはこちらまで。

（ お問い合せ先 ）
熊毛郡屋久島町小瀬田 310-1
TEL  : 0997-49-4010 FAX ： 0997-49-4011

地球の生態系にふれる
九州本土の南端約 60㎞に位置するほぼ円形の島で、九
州最高峰の宮之浦岳（1,936m）がそびえる山岳島 。島の
90% が森林で、屋久杉をはじめ様々な樹木に覆われる。日
本で初めて世界自然遺産登録された豊かな生態系を学ぶ。

屋久島自然環境学習
【 屋久島 】

宮之浦岳登山

エコツアーメニュー
屋久島の奥深い自然はまさにワンダーランド 。五感を研ぎ澄まし、
自然の不思議さを感じながらのエコツアーは新鮮な驚きにあふ
れ、さまざまなメニューが用意されている。

フォレストウォーク …白谷雲水峡、ヤクスギランド、西部林道、蛇之口滝

登山 …縄文杉、宮之浦岳、黒味岳、太忠岳、モッチョム岳

シーカヤック＆リバーカヌー …田代海岸、湯泊、一湊、トローキの滝、安房川、栗生川、宮浦川

ダイビング＆シュノーケリング …一湊、元浦、志戸子、栗生、塚崎、春田浜

※屋久島では、山岳部の自然環境や水源を保全するため、山岳部トイレのし尿の人力搬出や携帯
トイレの利用促進などの取組を行っています。屋久島山岳部利用対策協議会ではこれらの費用の負担
について、1人1口500円の屋久島山岳部保全募金のご協力をお願いしています。

問 Tel.0997-46-2333  Fax.0997-46-2225（屋久島観光協会安房案内所）

学習のテーマ 06
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屋久島の体験プログラム
白谷雲水峡トレッキング
苔むす森を歩き、大自然を感じる。
屋久杉や照葉樹林 、600 種におよぶ苔やシダなど地床植物 、滝や
清流など大自然の息吹が感じられる森を、トレッキングガイドの
案内で歩く 。運が良ければヤクザルやヤクシカに出会えること
も。生命の豊かさを学ぶ。

●受入人数：1～大人数まで対応（要相談）●受入期間：通年●所要
時間：1～ 6時間●料金：協力金 1人300円（15人以上は250円）＋ガ
イド料●持ち物・服装：動きやすい服装、軽登山靴、雨具、タオル
など●対象：小学校高学年～高校生●冬期は雪のため中止の場合
あり ※ガイド料についてはお問い合わせください

（お問い合わせ）
屋久島観光協会　　　　　 Tel.0997-46-2333  Fax.0997-46-2225
屋久島環境文化研修センター　Tel.0997-46-2900  Fax.0997-49-7015

安房川リバーカヌー
屋久島の清流と深い緑を満喫。
宮之浦岳から流れ落ちる安房川の河口か
らのんびり遡る。水面から眺める照葉樹林
帯や川魚 、野鳥のさえずりを聞くことで、
自然の豊かさを体感する。

●受入人数：1 ～ 40 人●受入期間：通年
●所要時間：半日～ 1 日●料金：4,000 円
～ 10,000 円●持ち物・服装：濡れてもい
い服装、帽子、タオル、雨具など●対象：
小学校高学年～高校生
問 Tel.0997-46-2333  Fax.0997-46-2225
　（屋久島観光協会）

ヤクスギランド自然体験
気軽に本格的な屋久島が体感できる。
屋久島を代表する自然休養林 。林内には屋久杉や土埋木

（ 藩政時代に伐採された屋久杉の切り株など ）がそのま
まで残っているほか、推定樹齢 2,000 年前後の巨木 、屋
久杉の試し切り跡も 。屋久島と人との共生 、森林の再生
メカニズムをガイドとともに学ぶ。

Column
屋久島ＣＯ２フリーの島づくり
屋久島は「月に 35日雨が降る」（林芙美子
著「浮雲」より）と言われるように、平地
で年間約 4,000ミリ、山頂部では約 8,000
ミリ以上もの雨が降る。この豊富な降水量
を生かして、屋久島では、ＣＯ２（二酸化炭
素）を排出しない水力発電が年間発電量
の約 99.8％（平成 23年度）を占めている。こ
のため、県では、「環境先進県・かごしま」を
目指し、そのシンボル的な取組として屋久
島において、ＣＯ２の発生が実質的に抑
制された先進的な地域づくりを図る「屋久島
ＣＯ２フリーの島づくり」を展開している。
具体的な取組として県では、学識経験者
等からの意見・提言の内容を踏まえ、電
気自動車の普及に取り組んでおり、平成
22年度からは屋久島内での電気自動車や
充電設備の導入助成を行っている。また、
県屋久島事務所の公用電気自動車の導入、
電気自動車のための急速充電設備の整備、
電気自動車の試乗会の開催等に取り組ん
でいる。

●受入人数：1 ～大人数まで対応（要相談）●受入期間：
通年●所要時間：1 ～ 6 時間●料金：協力金 1 人 300 円（15
人以上は 250 円）＋ガイド料●持ち物・服装：動きやす
い服装、軽登山靴、雨具、タオルなど●対象：小学校高
学年～高校生●冬期は雪のため中止の場合あり
※ガイド料についてはお問い合わせください

（お問い合わせ）
屋久島観光協会
Tel.0997-46-2333  Fax.0997-46-2225
屋久島環境文化研修センター　
Tel.0997-46-2900  Fax.0997-49-7015

屋久島環境文化研修センター
屋久島の山・森・川・海などのすばらしい自然や、屋久島で営
まれている生活・生産すべてを素材に「 気付く・発見する・感
動する 」を大切にした環境学習プログラムを提供している。

●受入人数：50 人まで ●所要時間：短時間～２泊３日程度（要
相談）●料金：お問い合わせください●対象：小学生～大人まで
問 Tel.0997-46-2900  Fax.0997-49-7015

太鼓岩

屋久島環境文化村センター 屋久杉自然館
宮之浦港入口にあり、屋久島を概観す
るビジターセンター的な役割を担う施
設 。大型映像とアテンダントによる展
示の説明によって、屋久島の自然や文
化を総合的に学ぶ。

雪で折れた縄文杉の 1000 歳の枝（実物）
や、屋久杉が伐採されていた頃の貴重な
映像などを通して、森の成り立ちと人
との関わりを学ぶ 。スタッフの解説や
クラフト体験・セミナーなど、学年や
行程に合わせて組むことができる。

●受入人数：250 人（映像ホール）
● 所 要 時 間：60 分 ● 受 入 時 間：9:00 ～
17:00(入館は16:30まで )　●料金：大人520
円・高大学生 360 円・小中学生260円 ( 団体
2 0 人以上の場合、大人 420 円・高 大 学 生
290 円・小中学生 210 円 )
●対象：小・中・高校生
問Tel.0997-42-2900　Fax.0997-49-1018

●受入人数：制限なし●所要時間：30 ～
60 分 ● 受 入 時 間：9:00 ～17:00 (入館 は
16:30まで ) ●料金：大人 600 円・高大学生
400 円・小中学生 300 円 ( 団体 20 人以上は
各100 円引き ) ●クラフト・セミナー料金：
500 ～ 2000 円 ●対象：小・中・高大生
問 Tel.0997-46-3113　Fax.0997-46-3168
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世界一美しいロケット打ち上げ基地で
最先端の宇宙科学技術にふれ
果てしない宇宙への夢をひろげる。

学習のポイント

■ 宇宙の魅力にふれる
■ 先端の科学技術を学ぶ
■ 想像力を高め視野をひろげる

【 受け入れ実施団体 】
宇宙科学技術館

最先端の科学技術を知る
日本で唯一 、しかも２つのロケット基地を有する鹿児島
県はわが国の宇宙への玄関口 。科学技術の粋を集めたロ
ケットが、地球の未来をのせて宇宙へと打ち上げられる 。
最先端の技術や環境・エネルギーについて学ぶ。

宇宙科学技術館
【 種子島 】

JAXA 種子島宇宙センター内にあり、
宇宙開発に関する様々な分野につい
て実物大モデルなどを使って楽しく
学べる。国際宇宙ステーション計画
の一翼を担う「きぼう」日本実験棟
実物大模型の内部に入り、実際のス
ケールを体感。シアターでは、H -ⅡＡ
ロケットの打ち上げを大画面と大音
響で体感できる。事前に予約すると、
センター内の打ち上げ関連施設をガ
イド付きで見学できる。

（ お問い合せ先 ）
熊毛郡南種子町大字茎永字麻津
TEL:0997-26-9244
FAX:0997-26-9245

●実施場所：南種子町・JAXA種子島宇宙
センター ●受入人数：200 人程度まで（ 応
相談 ）●所要時間：60 分●受入期間：通
年●受入時間：9:30 ～ 17:00（7～ 8 月は
9:30～17:30）● 休館日：毎週月曜日（ 月曜
が祝祭日の場合は翌日 ）、12/29 ～ 1/1、
ロケット打ち上げ日等●料金：無料●対象：
小・中・高校生●施設案内ツアー（要予約・
無料）1日3回（11:00、13:30、15:30）・約 1
時間 15 分 、受入人数 45 人

JAXA

学習のテーマ
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種子島マリンスポーツ

種子島の体験プログラム

種子島グリーン・ツーリズム

　1543 年 、種子島に鉄砲伝来 。時を同じくして、ホルスタイ
ン種の牛も渡ってきたと伝えられており、それが事実ならば、
日本に輸入された最初の乳牛といえる。
　鉄砲と共に南蛮船で運ばれた洋鋏は、伝統工芸「 種子鋏 」と
して、今もその技術が継承されている。
　また、種子島の農産物を代表するサツマイモは、1698 年に、
琉球王国から伝わった。
　そんな歴史をひもときながら、島の暮らしと自然を体験で
きるのが、種子島のグリーン・ツーリズムである。

赤尾木城文化伝承館「月
げ っ そ う て い

窓亭」
武家社会南限の地・赤尾木にある種
子島家屋敷を見学 。この屋敷は種子
島家の家老で養蚕業の普及や「 種子
島家年中行事 」の編集をした羽生
道潔や池坊大日本総会頭職を努め
た羽生道則などを輩出した名家・羽
生家の屋敷であり、さらに明治以降
は種子島家歴代当主も居住した貴
重な文化財 。

鹿児島県では大隅地域および離島地域への修学旅行の入込増を図り、九州新幹線の全線開業効果の波及と、同地域の活性化のため、下記要件の全てを満たす修学
旅行に対し、補助金の交付を行っている。補助金額は旅客運賃およびバスなどの輸送運賃の全額 。ただし、修学旅行の児童・生徒・引率教員１人当たり往復 3,000 円
を上限として交付する。
①県外（国内）の学校（小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門校）の修学旅行
②往路又は復路で新幹線利用（鹿児島県内の駅で乗降）
③錦江湾航路（桜島フェリー、垂水フェリー、山川・根占フェリー）又は離島航路（種子島、屋久島、甑島、三島、十島、奄美群島等）の利用（鹿児島県内の航路に限る）
④大隅地域又は離島地域での宿泊（１泊以上）
問 Tel.099-286-2349（鹿児島県企画部企画課   政策推進班）

（お問い合せ）
種子島グリーン・ツーリズム推進協議会事務局（種子島観光協会内）
西之表市西町 49-1
問 Tel.0997-23-0111  Fax.0997-23-0770

●受入人数：30 人程度●受入期間：通年●開館時間：9:00 ～ 17:00
●休館日：毎月 25 日（7・8 月は除く）●所要時間：30 ～60 分
●料金：大人 200 円・高校生 150 円・小中学生 100 円
    （団体：大人 150 円・高校生 100 円・小中学生 50 円）
問 Tel/Fax.0997-22-2101

シーカヤックもシュノーケリングも体験できる。
ボディボードやショートボード
に代表されるサーフィンのほ
か、マングローブ林や無人島を
漕ぐシーカヤック、プレジャー
ボートでの奇岩クルーズやダイ
ビング、シュノーケリングなど
マリンスポーツが充実。

●実施場所：種子島全島
●受入人数：要問い合わせ
●受入期間：通年
●所要時間：半日～ 1 日
●料金：要問い合わせ
●水着、濡れてもいい服装、　
　帽子、着替え、タオル、　
　日焼け止めなど
●対象：小・中・高校生
※天候により実施できない場合も

種子島を知る・学ぶ

その他の体験プログラム

◎民泊体験
問 Tel.0997-23-0111  Fax.0997-23-0770（種子島観光協会）

種子島開発総合センター 「 鉄砲館 」
種子島はその地理的特性から日本本土から来る文化と、黒潮に運ばれて来る
南の文化との接点でもあった。1543 年（天文 12）年に門倉岬に漂着した明国
船に乗っていたポルトガル人によって鉄砲が伝来。良質の砂鉄に恵まれてい
た種子島で国産銃が完成し、戦国時代の戦術を大きく変えた。種子島開発総
合センターでそれら交流の歴史を学ぶ。

●受入人数：100 人●受入期間：通年●開館時間：8:30 ～ 17:00（入館は
16:30 まで）●休館日：毎月 25 日（7・8 月は除く）●所要時間：60 分●料金：
大人 420 円・高校生 270 円・小中学生 130 円（団体 20 人以上：大人 360 円・
高校生 220 円・小中学生 80 円）●対象：小・中・高校生
問 Tel.0997-23-3215  Fax.0997-23-3250

【 期間限定体験メニュー】
●安納芋植え付け、収穫
●稲刈り
●さとうきび収穫
●ポンカン、たんかん狩り
●黒糖づくり　など

【 常時体験メニュー】
●火縄銃試射見学・学習
●郷土料理教室●乳搾り
●漁業体験 ( 地引き網 、
　定置網 、魚さばき等 )
●シーカヤック●陶芸 など

大隅半島のロケット基地

JAXA内之浦宇宙空間観測所

錦江湾・離島航路助成

小惑星探査機「 はやぶさ」の母港の宇宙基地。
日本で最初の人工衛星「 おお
すみ 」、小惑星探査機「 はやぶ
さ 」、新世代ロケット「イプシ
ロン 」は、ここから打ち上げ
られた 。観測所敷地内への入
場見学が可能 。ロケット打ち
上げ設備 、大型アンテナの他 、
各種資料を展示している宇宙
科学資料館もあり。

●受入人数：80 人程度●受入
期間：通年（打ち上げ作業など
で観測所に入場できない場合
あり。資料館は清掃等の為休
館する場合あり）●見学時間：
8:30 ～ 16:30 ●料金：無料

問 Tel.050-3362-3111
（JAXA 内之浦宇宙観測所）

自然体験から農業体験まで、幅広い学習が可能 。
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多様な動植物を育む豊かな自然の中で
五感を使って生命の息吹を感じ
地球環境を大切にする心を育てる。

学習のポイント

■ 奄美大島の生態系を学ぶ
■ 人と自然の関わり方を考える
■ 自然体験を通して豊かな感性を養う
■ 島の歴史と人々の暮らしを学ぶ

【 受け入れ実施団体 】
黒潮の森マングローブパーク

亜熱帯の自然を体感する
鹿児島市から南へ 380㎞、エメラルドグリーンの海にうか
ぶ奄美大島 。深くて濃い原生林の森には花が一年中咲き
乱れ、独自の動植物が生息する 。奄美大島の亜熱帯の自然
にふれ、生態系や生命の多様さを学ぶ。

マングローブカヌー
【 奄美大島 】

「マングローブ」とは、海水と淡水が混じり
合う場所に生育する植物の総称。奄美市住用
町のマングローブ原生林は、沖縄西表島に次
ぐ国内２番目の広さ。頭上ギリギリまで迫る
マングローブのトンネルをカヌーで進むツー
リングは、簡単な講習を受ければ初心者でも
可能。時間次第では浅瀬に降り立つこともで
きる。

（ お問い合せ先 ）
奄美市住用町石原 478 番地
TEL:0997-56-3355
FAX:0997-56-3377

●実施場所：奄美市住用町
●受入人数：130 人
●所要時間：60 分
●受入期間：通年
●料金：1,500 円（団体割引あり）
●対象：小学校～高校生
●濡れてもいい服装、帽子、着替え、 
　タオルなど

学習のテーマ 08
鰹の家 housei

金作原原生林
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Column

奄美大島の体験プログラム

「 癒しの島 」加計呂麻島での自然学習
「にほんの里 100 選」に選ばれた「癒しの島」加計呂麻島の豊かな自

然や伝統文化にふれて心身をリフレッシュし、地元住民との交流を
通して穏やかに流れる「シマ」時間を体験してみませんか ?
NPO 法人瀬戸内町観光物産協会
問 Tel/Fax.0997-72-4567

金作原原生林散策
貴重な動植物が生息する奄美のジャングル。
亜熱帯地方に属する奄美大島
のほぼ中央に位置し、特に奄
美の生態系が凝縮されている
エリアが「金作原原生林」。原
生林ならではの板根（ばんこ
ん）、巨大なヒカゲヘゴは南国
のジャングルを思わせる。
●受入人数：25 ～ 30 人●受入期間：通年●所要時間：3 時間●料金：要問
い合わせ●服装：帽子、着替え、タオルなど●対象：小学校高学年～高校生
問奄美市名瀬幸町 19-5 観光ネットワーク奄美内
　Tel.0997-54-4991  Fax.0997-55-1181
　E-mail：kankokyokai@amami.com 奄美大島観光協会

シーカヤック・シュノーケリング
海との一体感で地球の大きさを知る。
奄美の海はサンゴが多く、抜
群の透明度を誇る。クマノミ
やスズメダイなどの熱帯魚
のほか、運が良ければウミ
ガメと出会える可能性も。カ
ヤックでは海峡沿いの浜や
小さな島へも上陸できる。
●実施場所：瀬戸内町 大島海峡●受入期間：通年●所要時間：90 分
●料金：要相談●服装：濡れてもいい服装、水着、帽子、着替え、タオル
など●対象：小学校高学年～高校生
問 Tel/Fax.0997-72-4567 NPO 法人瀬戸内町観光物産協会

●受入人数：1 ～ 30 人●受入期間：
年中●所要時間：約 2 時間●料金：
小中学生 1,500 円・高校生 2,000
円（※別途費用がかかります。）
問 Tel.0997-63-1178
　   Fax.0997-63-1868
　（奄美リゾート ばしゃ山村）

陶芸体験
奄美北部のニャトグスク遺跡から
2 匹の魚がデザインされた古代土器が発掘された。
土を通して昔の人々の想いを探り、
貝殻や葉っぱなど自然の道具を
使って模様を描き、自分だけのオリ
ジナル陶器を作ってみませんか？

●受入人数：20 人●受入期間：11/1 ～ 2/28
●所要時間：180 分●受入時間：9：00 ～
●料金：8,500 円（捌いた魚の試食、削り節のお土産付き）
●対象：小学校高学年～高校生
問 Tel.0997-69-3493  Fax.0997-53-6690
　（鰹の家 housei ／カツオノイエ  ホウセイ）

島の一本釣り漁業体験
奄美近海で一本釣りされた鮮度抜群のカツオ・シビ。

大正 11（1922）年創業のカツオ一本釣りの漁業生産組合。直営店では日帰り
操業による鮮度抜群のカツオやシビ（キハダマグロの幼魚）の刺身を販売し
ている。港の中に設置した生簀での一本釣り体験の他、捌き、削り節加工
体験の 3つの体験が楽しめる。

奄美大島を知る・学ぶ

その他の体験プログラム
陶芸体験／塩作り体験／島唄体験／お菓子作り体験
問 Tel.0997-63-1178  Fax.0997-63-1868（奄美リゾート ばしゃ山村）

奄美パーク
黒潮の流れの中で育まれた奄美の自然、歴史
や文化、産業などを分かりやすく紹介。奄
美群島全体の観光を情報発信するとともに、
人々の交流の場を提供する。

大島紬村
奄美大島を代表する伝統産業の
大島紬は、奄美独特の自然を素材
やデザインに生かし、多くの人手
をかけ、複雑な工程を経て織られ
る。大島紬村では、白い絹糸か
ら大島紬が出来上がるまでの複
雑な工程を見学。泥染め田では
泥染めを体験し、オリジナルの
ハンカチや T シャツを作ること
ができるほか、大島紬を着用し、
その着心地を体験できる。

●受入人数：40 人●受入期間：通年●所要時間：60 分（体験は 90 分）
●受入時間：9:00 ～ 17:30（10 ～ 3 月は 17:00 まで）●料金：大人 500 円・
小中学生 200 円（団体 20 人以上：１割引）、泥染め体験：ハンカチ 1 枚 1,000 円
●対象：中・高校生
問 Tel.0997-62-3100  Fax.0997-62-3108

●受入人数：150 人●受入期間：通年●所要時間：60 分●受入時間：9:00 ～
18:00 ●料金：一般 620 円・高大生 410 円・小中学生 310 円（団体 20 人以上：
一般 490 円・高大生 320 円・小中学生 240 円）●対象：中・高校生
問 Tel.0997-55-2333  Fax.0997-55-2612

田中一村記念美術館（奄美パーク内）

田中一村は昭和 33 年、画家として生涯の最
後を飾る絵を描くために奄美に移り住んだ。
田中一村記念美術館では、奄美の自然を描い
た作品など常時約 80 点が展示されている。

●受入人数：100 人●受入期間：通年●所要時間：30 ～ 60 分●受入時間：9:00
～ 18:00 ●料金：一般 510 円・高大生 360 円・小中学生 250 円（団体 20 人以上：
一般 400 円・高大生 280 円・小中学生 200 円）●対象：中・高校生
問 Tel.0997-55-2635  Fax.0997-55-2613

舟漕ぎ体験／シーカヤック体験／ダイビング体験／シュノーケル体験／
カケロマ満天の星観測体験／加計呂麻島戦跡めぐり体験／島唄・三味線
どっぷり体験／サトウキビ収穫＆黒糖づくり体験／真珠の珠出し見学と
アクセサリーづくり体験／草木染め体験／巨樹巡りツアー　など
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航空機・ＪＲ使用

さんふらわあ・航空機使用

農家民泊

■ 霧島・鹿児島コース【２泊３日 】
1
日目

2
日目

3
日目

空港・駅 霧島霧島高原自然体験［登山 ・トレッキング、アウトドアスポーツ、
農林業等の各種体験メニュー］

歴史文化学習［上野原縄文の森］ または 漁業体験［垂水］

鹿児島市内班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］

桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］

◎霧島 ・ 桜島の自然と農業体験、縄文 ・ 明治維新の歴史を学ぶ

→

霧島 →

鹿児島 → → → 空港・駅

→
→ 鹿児島→

→

→ → 霧島泊

鹿児島泊

霧島
空港

上野原

垂水

桜島

鹿児島

2
日目

1
日目

3
日目

■ 奄美コース【２泊３日 】 ◎奄美の亜熱帯の自然を体で感じ、大島紬や黒糖づくりにも挑戦

奄美空港 奄美

奄美自然体験［マリンスポーツ、マングローブ原生林等自然観察他］

伝統産業体験［大島紬、黒糖づくり］→

奄美 → → →

→ → 奄美泊

奄美 奄美空港伝統文化学習［奄美パーク・田中一村記念美術館］→ → →→

奄美泊

空港

奄美

2
日目

1
日目

3
日目

■ 屋久島コース【２泊３日 】 ◎世界自然遺産の島 ・ 屋久島の魅力を体感して地球環境を考える

空港・駅 （鹿児島港） （宮之浦港）

（鹿児島港）（宮之浦港）

屋久島

屋久島環境体験［ヤクスギランド、白谷雲水峡、千尋の滝］

環境文化学習［屋久島環境文化村センター］

→

屋久島 → → → →

屋久島 → → →
空港・駅

→ → → → 屋久島泊

屋久島泊

→→→ →

空港
鹿児島

屋久島

2
日目

1
日目

3
日目

指宿大好き体験［砂むし温泉、農林業・アウトドアスポーツ等の各種体験メニュー］

屋久島環境体験［ヤクスギランド、白谷雲水峡、千尋の滝］

鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］

指宿 （指宿港） （宮之浦港）→ → →→ → →
→

屋久島泊

（宮之浦港） （鹿児島港）→ → →→ → →

■ 指宿・屋久島コース【２泊３日 】 ◎屋久島と明治日本の産業革命遺産、2つの世界遺産をめぐる

空港・駅 指宿→

屋久島
空港・駅

→ → 指宿泊

→ →

空港
鹿児島

指宿

屋久島

4
日目

2
日目

1
日目

3
日目

科学・歴史学習［種子島宇宙センター・種子島開発総合センター］種子島 → → → →
空港・駅（西之表港） （鹿児島港） →→ → →

屋久島

種子島

環境体験［ヤクスギランド、白谷雲水峡、千尋の滝］屋久島 → → → → 屋久島泊

種子島泊

空港・駅 （鹿児島港） （宮之浦港） 屋久島→ → → → → 屋久島泊

（西之表港）（宮之浦港）
環境文化学習［屋久島環境文化村センター］

自然体験［シーカヤック、黒糖づくり］
屋久島 → → →

→→→→

■ 屋久島・種子島コース【3 泊 4 日 】 ◎屋久島 ・ 種子島で思い切り自然体験し、宇宙のロマンに夢を描く空港
鹿児島

屋久島

種子島

3
日目

指宿大好き体験［砂むし温泉、農林業・
アウトドアスポーツ等の各種体験メニュー］指宿 → → 空港・駅→→

2
日目

指宿桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］ または
鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］ 平和学習［知覧］霧島→ → → → → 指宿泊

1
日目

空港・駅 霧島霧島高原自然体験［登山 ・トレッキング、
アウトドアスポーツ、農林業等の各種体験メニュー］→ → → 霧島泊

■ 霧島・指宿コース【２泊３日 】 ◎霧島 ・ 桜島 ・ 指宿の自然と農業体験、明治維新と平和について学ぶ霧島

空港鹿児島

桜島

知覧

指宿

1
日目

2
日目

3
日目

空港・駅 霧島霧島高原自然体験［登山・トレッキング、アウトドアスポーツ、
農林業等の各種体験メニュー］

科学学習［内之浦宇宙空間観測所］ または 漁業体験［垂水］ 平和学習［鹿屋航空基地史料館］

鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］または
桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］

自然体験［かのやばら園 または 農業体験］

◎自然と歴史に加え、ロケット基地（大隅）や武家屋敷（北薩）を見学

→

霧島
《大隅コース》❶

→ → → →

鹿児島 → → → 空港・駅

→ → →→ 鹿児島

→ → 霧島泊

自然学習［クレインパークいずみ または ツル観察センター］
歴史学習［出水武家屋敷］ 伝統文化体験［宮之城伝統工芸センター または ガラス工芸館］
霧島

《北薩コース》❷
→ → → →

→ →→ → 鹿児島

鹿児島泊

■ 鹿児島・指宿コース【２泊３日 】

2
日目

3
日目

1
日目

◎桜島や指宿で生きている地球を体感し、平和について考える

空港・駅

指宿

桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］

指宿大好き体験［砂むし温泉、農林業・
アウトドアスポーツ等の各種体験メニュー］

平和学習［知覧特攻平和会館・武家屋敷庭園］

→

→ →

指宿 → → →→
空港・駅

→ →

→ →

指宿泊

鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］ →→

空港

鹿児島

桜島

知覧

指宿

鹿児島

鹿児島 鹿児島泊

出水

宮之城 空港
霧島

垂水

鹿屋

内之浦

❶

❷

鹿児島

3
日目

指宿大好き体験［砂むし温泉、農林業・
アウトドアスポーツ等の各種体験メニュー］指宿 → → → → 空港・駅

2
日目

歴史学習［薩摩藩英国留学生記念館］ 伝統文化体験［薩摩焼陶芸体験］
自然体験［吹上天然塩づくり］

鹿児島
《中薩コース》❶

→ → → →
→ → →→ 指宿

自然体験［砂像づくり または 体験カヌーツーリング］
平和学習［知覧特攻平和会館 または 武家屋敷庭園］

鹿児島
《南薩コース》❷

→ → →
→ →→ → 指宿

指宿泊

空港

桜島
東市来

吹上
加世田

笠沙 知覧

指宿

鹿児島
いちき
串木野

1
日目

空港・駅 鹿児島桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］または
鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］

◎桜島、指宿に加え、天然塩づくり（中薩）や砂像づくり（南薩）を体験

→ → → 鹿児島泊❶

❷

1
日目

3
日目

2
日目

■ 鹿児島・霧島コース【２泊３日】 ◎霧島の自然と農業体験、 ロケット基地、 明治維新の歴史にふれる

霧島泊
霧島

科学学習［内之浦宇宙空間観測所］ 平和学習［鹿屋航空基地史料館］
自然体験［かのやばら園 または 農業体験］

志布志港 → → →
→ →→ →

鹿児島霧島高原自然体験［登山・トレッキング、アウトドアスポーツ、農林業等の各種体験メニュー］霧島 → → → 鹿児島泊

鹿児島 空港鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］→ → →→

霧島

空港

鹿児島

2
日目

1
日目

3
日目

■ 南薩・指宿コース【民泊・ホテル２泊３日】 ◎平和についてじっくり考え、農家民泊と農業体験で地元と交流

空港・駅 指宿［ホテル］

民泊各農家等で体験学習

平和学習［知覧特攻平和会館・戦跡巡り］

自然体験

→ →

指宿 → → →→ →

→ → 指宿泊

民泊 空港引き続き各農家等で体験 歴史文化学習［鹿児島市］→ → → →→

民泊

空港

南さつま

鹿児島

知覧

指宿

鹿屋

志布志

内之浦

2
日目

1
日目

3
日目

■ 与論コース【２泊３日 】 ◎南の海に浮かぶ一粒の真珠 ・ 与論の自然と遊び、黒糖づくりに挑戦

与論

与論自然体験［マリンスポーツ］

伝統文化体験［黒糖づくり、陶芸体験］→

与論 → → →

→→ → → 与論泊

与論 与論空港サイクリング島内散策→ → →→

与論泊

沖縄 （与論港）

空港

与論

沖縄

2
日目

1
日目

3
日目

■ 大隅コース【民泊・ホテル２泊３日】 ◎漁業体験と平和学習で大隅を満喫し、 明治維新の歴史にふれる

空港・駅 民泊

鹿児島桜島ビジターセンター

漁業体験［垂水］ 各農家等で体験学習

平和学習［鹿屋］

→ →

民泊 → → → →→ →

→ → → 民泊

鹿児島 空港鹿児島市内班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］→ → →→

鹿児島泊

空港

鹿児島

鹿屋

垂水

桜島

［ホテル］

鹿児島県、さらには南九州の魅力にふれるさまざまなモデルコースを設定してみました。
修学旅行プランの組み立てのご参考にどうぞ。
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さんふらわあ・航空機使用

農家民泊

■ 霧島・鹿児島コース【２泊３日 】
1
日目

2
日目

3
日目

空港・駅 霧島霧島高原自然体験［登山 ・トレッキング、アウトドアスポーツ、
農林業等の各種体験メニュー］

歴史文化学習［上野原縄文の森］ または 漁業体験［垂水］

鹿児島市内班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］

桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］

◎霧島 ・ 桜島の自然と農業体験、縄文 ・ 明治維新の歴史を学ぶ

→

霧島 →

鹿児島 → → → 空港・駅

→
→ 鹿児島→

→

→ → 霧島泊

鹿児島泊

霧島
空港

上野原

垂水

桜島

鹿児島

2
日目

1
日目

3
日目

■ 奄美コース【２泊３日 】 ◎奄美の亜熱帯の自然を体で感じ、大島紬や黒糖づくりにも挑戦

奄美空港 奄美

奄美自然体験［マリンスポーツ、マングローブ原生林等自然観察他］

伝統産業体験［大島紬、黒糖づくり］→

奄美 → → →

→ → 奄美泊

奄美 奄美空港伝統文化学習［奄美パーク・田中一村記念美術館］→ → →→

奄美泊

空港

奄美

2
日目

1
日目

3
日目

■ 屋久島コース【２泊３日 】 ◎世界自然遺産の島 ・ 屋久島の魅力を体感して地球環境を考える

空港・駅 （鹿児島港） （宮之浦港）

（鹿児島港）（宮之浦港）

屋久島

屋久島環境体験［ヤクスギランド、白谷雲水峡、千尋の滝］

環境文化学習［屋久島環境文化村センター］

→

屋久島 → → → →

屋久島 → → →
空港・駅

→ → → → 屋久島泊

屋久島泊

→→→ →

空港
鹿児島

屋久島

2
日目

1
日目

3
日目

指宿大好き体験［砂むし温泉、農林業・アウトドアスポーツ等の各種体験メニュー］

屋久島環境体験［ヤクスギランド、白谷雲水峡、千尋の滝］

鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］

指宿 （指宿港） （宮之浦港）→ → →→ → →
→

屋久島泊

（宮之浦港） （鹿児島港）→ → →→ → →

■ 指宿・屋久島コース【２泊３日 】 ◎屋久島と明治日本の産業革命遺産、2つの世界遺産をめぐる

空港・駅 指宿→

屋久島
空港・駅

→ → 指宿泊

→ →

空港
鹿児島

指宿

屋久島

4
日目

2
日目

1
日目

3
日目

科学・歴史学習［種子島宇宙センター・種子島開発総合センター］種子島 → → → →
空港・駅（西之表港） （鹿児島港） →→ → →

屋久島

種子島

環境体験［ヤクスギランド、白谷雲水峡、千尋の滝］屋久島 → → → → 屋久島泊

種子島泊

空港・駅 （鹿児島港） （宮之浦港） 屋久島→ → → → → 屋久島泊

（西之表港）（宮之浦港）
環境文化学習［屋久島環境文化村センター］

自然体験［シーカヤック、黒糖づくり］
屋久島 → → →

→→→→

■ 屋久島・種子島コース【3 泊 4 日 】 ◎屋久島 ・ 種子島で思い切り自然体験し、宇宙のロマンに夢を描く空港
鹿児島

屋久島

種子島

3
日目

指宿大好き体験［砂むし温泉、農林業・
アウトドアスポーツ等の各種体験メニュー］指宿 → → 空港・駅→→

2
日目

指宿桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］ または
鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］ 平和学習［知覧］霧島→ → → → → 指宿泊

1
日目

空港・駅 霧島霧島高原自然体験［登山 ・トレッキング、
アウトドアスポーツ、農林業等の各種体験メニュー］→ → → 霧島泊

■ 霧島・指宿コース【２泊３日 】 ◎霧島 ・ 桜島 ・ 指宿の自然と農業体験、明治維新と平和について学ぶ霧島

空港鹿児島

桜島

知覧

指宿

1
日目

2
日目

3
日目

空港・駅 霧島霧島高原自然体験［登山・トレッキング、アウトドアスポーツ、
農林業等の各種体験メニュー］

科学学習［内之浦宇宙空間観測所］ または 漁業体験［垂水］ 平和学習［鹿屋航空基地史料館］

鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］または
桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］

自然体験［かのやばら園 または 農業体験］

◎自然と歴史に加え、ロケット基地（大隅）や武家屋敷（北薩）を見学

→

霧島
《大隅コース》❶

→ → → →

鹿児島 → → → 空港・駅

→ → →→ 鹿児島

→ → 霧島泊

自然学習［クレインパークいずみ または ツル観察センター］
歴史学習［出水武家屋敷］ 伝統文化体験［宮之城伝統工芸センター または ガラス工芸館］
霧島

《北薩コース》❷
→ → → →

→ →→ → 鹿児島

鹿児島泊

■ 鹿児島・指宿コース【２泊３日 】

2
日目

3
日目

1
日目

◎桜島や指宿で生きている地球を体感し、平和について考える

空港・駅

指宿

桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］

指宿大好き体験［砂むし温泉、農林業・
アウトドアスポーツ等の各種体験メニュー］

平和学習［知覧特攻平和会館・武家屋敷庭園］

→

→ →

指宿 → → →→
空港・駅

→ →

→ →

指宿泊

鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］ →→

空港

鹿児島

桜島

知覧

指宿

鹿児島

鹿児島 鹿児島泊

出水

宮之城 空港
霧島

垂水

鹿屋

内之浦

❶

❷

鹿児島

3
日目

指宿大好き体験［砂むし温泉、農林業・
アウトドアスポーツ等の各種体験メニュー］指宿 → → → → 空港・駅

2
日目

歴史学習［薩摩藩英国留学生記念館］ 伝統文化体験［薩摩焼陶芸体験］
自然体験［吹上天然塩づくり］

鹿児島
《中薩コース》❶

→ → → →
→ → →→ 指宿

自然体験［砂像づくり または 体験カヌーツーリング］
平和学習［知覧特攻平和会館 または 武家屋敷庭園］

鹿児島
《南薩コース》❷

→ → →
→ →→ → 指宿

指宿泊

空港

桜島
東市来

吹上
加世田

笠沙 知覧

指宿

鹿児島
いちき
串木野

1
日目

空港・駅 鹿児島桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］または
鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］

◎桜島、指宿に加え、天然塩づくり（中薩）や砂像づくり（南薩）を体験

→ → → 鹿児島泊❶

❷

1
日目

3
日目

2
日目

■ 鹿児島・霧島コース【２泊３日】 ◎霧島の自然と農業体験、 ロケット基地、 明治維新の歴史にふれる

霧島泊
霧島

科学学習［内之浦宇宙空間観測所］ 平和学習［鹿屋航空基地史料館］
自然体験［かのやばら園 または 農業体験］

志布志港 → → →
→ →→ →

鹿児島霧島高原自然体験［登山・トレッキング、アウトドアスポーツ、農林業等の各種体験メニュー］霧島 → → → 鹿児島泊

鹿児島 空港鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］→ → →→

霧島

空港

鹿児島

2
日目

1
日目

3
日目

■ 南薩・指宿コース【民泊・ホテル２泊３日】 ◎平和についてじっくり考え、農家民泊と農業体験で地元と交流

空港・駅 指宿［ホテル］

民泊各農家等で体験学習

平和学習［知覧特攻平和会館・戦跡巡り］

自然体験

→ →

指宿 → → →→ →

→ → 指宿泊

民泊 空港引き続き各農家等で体験 歴史文化学習［鹿児島市］→ → → →→

民泊

空港

南さつま

鹿児島

知覧

指宿

鹿屋

志布志

内之浦

2
日目

1
日目

3
日目

■ 与論コース【２泊３日 】 ◎南の海に浮かぶ一粒の真珠 ・ 与論の自然と遊び、黒糖づくりに挑戦

与論

与論自然体験［マリンスポーツ］

伝統文化体験［黒糖づくり、陶芸体験］→

与論 → → →

→→ → → 与論泊

与論 与論空港サイクリング島内散策→ → →→

与論泊

沖縄 （与論港）

空港

与論

沖縄

2
日目

1
日目

3
日目

■ 大隅コース【民泊・ホテル２泊３日】 ◎漁業体験と平和学習で大隅を満喫し、 明治維新の歴史にふれる

空港・駅 民泊

鹿児島桜島ビジターセンター

漁業体験［垂水］ 各農家等で体験学習

平和学習［鹿屋］

→ →

民泊 → → → →→ →

→ → → 民泊

鹿児島 空港鹿児島市内班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］→ → →→

鹿児島泊

空港

鹿児島

鹿屋

垂水

桜島

［ホテル］

鹿児島県、さらには南九州の魅力にふれるさまざまなモデルコースを設定してみました。
修学旅行プランの組み立てのご参考にどうぞ。

33



南九州3県モデルコース

2
日目

1
日目

3
日目

4
日目

■ 鹿児島（屋久島）・熊本コース【3泊4日】 ◎世界自然遺産の屋久島と水俣で環境を考える

鹿児島空港 （鹿児島港） （宮之浦港） 屋久島

屋久島環境体験［ヤクスギランド・白谷雲水峡・千尋の滝］

→

屋久島 → → → →

→ → → → 屋久島泊

屋久島 （宮之浦港） （鹿児島港） 水俣水俣環境学習→ → → → → → →

水俣 熊本空港水俣体験学習→ → → →

屋久島泊

水俣泊

熊本

水俣

空港

屋久島

鹿児島

2
日目

1
日目

3
日目

知覧霧島高原自然体験［登山・トレッキング、アウトドアスポーツ、農林業等の
各種体験メニュー］ または 桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］霧島→

→ → 指宿→ →

→ →

■ 熊本・鹿児島コース【２泊３日】 ◎自然体験、平和学習など、ここでしか体験できない学習メニューをそろえました

新八代駅 霧島

平和学習［知覧特攻平和会館、武家屋敷庭園］

球磨川ラフティング→ → → → 霧島泊

指宿泊

指宿 鹿児島中央駅鹿児島市内班別自主学習［幕末維新、近代日本の原動力］→ → →→

八代

霧島鹿児島

桜島
知覧

指宿

2
日目

1
日目

3
日目

宮崎鹿児島市内自主研修 西都原古代生活体験指宿 → → → → → 宮崎泊

日南・飫肥歴史文化体験 サンメッセ日南見学 青島見学→ → →→ → → 宮崎空港→宮崎

■ 鹿児島・宮崎コース【２泊３日】 ◎知覧で平和を考え、宮崎で古代人の生活などの歴史、自然にふれる

鹿児島空港 指宿平和学習［知覧］ 自然体験［砂むし体験］→ → → → → 指宿泊
霧島

西都原

宮崎
日南鹿児島

知覧

指宿

2
日目

3
日目

4
日目

1
日目

鹿児島宮崎科学技術館 火山学習［桜島ビジターセンター］ 鹿児島市内自主研修宮崎→ → → → → → → 鹿児島泊

宮崎の美しい海に学ぶ

■ 宮崎・鹿児島コース【3泊4日】 ◎宮崎と桜島、霧島、 指宿で自然を体感し、 知覧で平和を考える

宮崎空港 宮崎→ → → 宮崎泊

鹿児島 指宿平和・歴史学習［知覧］ 自然体験［砂むし体験］→→ → → →

指宿 鹿児島空港自然体験［国立公園霧島トレッキング］ → → →

指宿泊

空港

霧島

桜島
鹿児島

宮崎

知覧

指宿

■ 出水・知覧コース【民泊・ホテル２泊３日】 
◎新幹線を降りたら駅からすぐに農業体験・農家民泊をし、平和について考える空港

出水

鹿児島

知覧 2
日目

1
日目

3
日目

出水駅 民泊→ →

民泊 → → → →

→ → 民泊

鹿児島 空港・駅平和学習［知覧特攻平和会館・戦跡巡り］→ → → →

鹿児島泊鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］ 鹿児島［ホテル］

各農家等で体験学習

2
日目

1
日目

3
日目

■ 北薩コース【民泊・ホテル２泊３日】 ◎平和と明治維新の歴史を学び、北薩の農家民泊で地元と触れあう

空港・駅 鹿児島［ホテル］

川内民泊

平和学習［知覧特攻平和会館・戦跡巡り］→

鹿児島 → → → →

→ → → 鹿児島泊

民泊 空港・駅→→ →→

民泊鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］

空港

鹿児島

知覧

川内

各農家等で体験学習

2015年11月現在薩摩川内
高江I.C

鹿屋串良
JCT

笠之原
I.C

薩摩川内
水引I.C

6.710

3.55

17.726

6.19
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南九州3県モデルコース

2
日目

1
日目

3
日目

4
日目

■ 鹿児島（屋久島）・熊本コース【3泊4日】 ◎世界自然遺産の屋久島と水俣で環境を考える

鹿児島空港 （鹿児島港） （宮之浦港） 屋久島

屋久島環境体験［ヤクスギランド・白谷雲水峡・千尋の滝］

→

屋久島 → → → →

→ → → → 屋久島泊

屋久島 （宮之浦港） （鹿児島港） 水俣水俣環境学習→ → → → → → →

水俣 熊本空港水俣体験学習→ → → →

屋久島泊

水俣泊

熊本

水俣

空港

屋久島

鹿児島

2
日目

1
日目

3
日目

知覧霧島高原自然体験［登山・トレッキング、アウトドアスポーツ、農林業等の
各種体験メニュー］ または 桜島まるごと体験［火山学習、錦江湾遊覧］霧島→

→ → 指宿→ →

→ →

■ 熊本・鹿児島コース【２泊３日】 ◎自然体験、平和学習など、ここでしか体験できない学習メニューをそろえました

新八代駅 霧島

平和学習［知覧特攻平和会館、武家屋敷庭園］

球磨川ラフティング→ → → → 霧島泊

指宿泊

指宿 鹿児島中央駅鹿児島市内班別自主学習［幕末維新、近代日本の原動力］→ → →→

八代

霧島鹿児島

桜島
知覧

指宿

2
日目

1
日目

3
日目

宮崎鹿児島市内自主研修 西都原古代生活体験指宿 → → → → → 宮崎泊

日南・飫肥歴史文化体験 サンメッセ日南見学 青島見学→ → →→ → → 宮崎空港→宮崎

■ 鹿児島・宮崎コース【２泊３日】 ◎知覧で平和を考え、宮崎で古代人の生活などの歴史、自然にふれる

鹿児島空港 指宿平和学習［知覧］ 自然体験［砂むし体験］→ → → → → 指宿泊
霧島

西都原

宮崎
日南鹿児島

知覧

指宿

2
日目

3
日目

4
日目

1
日目

鹿児島宮崎科学技術館 火山学習［桜島ビジターセンター］ 鹿児島市内自主研修宮崎→ → → → → → → 鹿児島泊

宮崎の美しい海に学ぶ

■ 宮崎・鹿児島コース【3泊4日】 ◎宮崎と桜島、霧島、 指宿で自然を体感し、 知覧で平和を考える

宮崎空港 宮崎→ → → 宮崎泊

鹿児島 指宿平和・歴史学習［知覧］ 自然体験［砂むし体験］→→ → → →

指宿 鹿児島空港自然体験［国立公園霧島トレッキング］ → → →

指宿泊

空港

霧島

桜島
鹿児島

宮崎

知覧

指宿

■ 出水・知覧コース【民泊・ホテル２泊３日】 
◎新幹線を降りたら駅からすぐに農業体験・農家民泊をし、平和について考える空港

出水

鹿児島

知覧 2
日目

1
日目

3
日目

出水駅 民泊→ →

民泊 → → → →

→ → 民泊

鹿児島 空港・駅平和学習［知覧特攻平和会館・戦跡巡り］→ → → →

鹿児島泊鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］ 鹿児島［ホテル］

各農家等で体験学習

2
日目

1
日目

3
日目

■ 北薩コース【民泊・ホテル２泊３日】 ◎平和と明治維新の歴史を学び、北薩の農家民泊で地元と触れあう

空港・駅 鹿児島［ホテル］

川内民泊

平和学習［知覧特攻平和会館・戦跡巡り］→

鹿児島 → → → →

→ → → 鹿児島泊

民泊 空港・駅→→ →→

民泊鹿児島市班別自主学習［幕末維新・近代日本の原動力］

空港

鹿児島

知覧

川内

各農家等で体験学習

2015年11月現在薩摩川内
高江I.C

鹿屋串良
JCT

笠之原
I.C

薩摩川内
水引I.C

6.710

3.55

17.726

6.19
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鹿児島
中央駅

桜島

クレインパークいずみ

森林セラピー散策

ツル観察
センター

薩摩藩英国留学生
記念館

陶芸体験

赤尾木城文化伝承館
「月窓亭」

14

17

5

鹿児島市街地拡大マップ

4 31

4 27

21

6 31

23

21

20

19 19

19

21

21

23

21

13

9

12

13

7

21

17

13

29

29

29

29

29

28

27

27

27
27

27

27

3131

31

31

30

31

31

22
221825

25

23

21
（大島紬工場見学）

23
17
17
17
17

17

17

6

25

25

25

25

25

26

21

6

23

23

維新ふるさと館→ 23 ページ

維新ふるさと館→ 23 ページ

25
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鹿児島
中央駅

桜島

クレインパークいずみ

森林セラピー散策

ツル観察
センター

薩摩藩英国留学生
記念館

陶芸体験

赤尾木城文化伝承館
「月窓亭」

14

17

5

鹿児島市街地拡大マップ

4 31

4 27

21

6 31

23

21

20

19 19

19

21

21

23

21

13

9

12

13

7

21

17

13

29

29

29

29

29

28

27

27

27
27

27

27

3131

31

31

30

31

31

22
221825

25

23

21
（大島紬工場見学）

23
17
17
17
17

17

17

6

25

25

25

25

25

26

21

6

23

23

維新ふるさと館→ 23 ページ

維新ふるさと館→ 23 ページ

25
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フェリーさんふらわあ
マルエーフェリー
三和商船
桜島フェリー
垂水フェリー
トッピー＆ロケット
甑島商船
フェリーみしま（三島村役場）
フェリーとしま（十島村役場）
奄美海運
マリックスライン
フェリーかけろま（瀬戸内町役場）
定期船せとなみ（瀬戸内町役場）
フェリー屋久島2（折田汽船）
はいびすかす（新屋敷商事）
フェリーなんきゅう（南九船舶）
天長フェリー

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9









0120-3268-56
099-224-2121
0969-73-2103
099-293-2525
099-256-1761
099-226-0128
0996-32-6458
099-222-3142
099-219-1191
099-222-2338
099-225-1551
0997-72-4560
0997-72-4560
099-226-0731
099-261-7000
0993-34-0012
0996-86-0775

交通機関案内（鹿児島県教育旅行受入対策協議会会員）

バス会社

鉄道会社 船舶会社

連絡先 〒892-0812 鹿児島市浜町 120-8
 TEL.099-247-6088　FAX.099-247-9688
県　外 東京 TEL.03-3555-3666
 大阪 TEL.06-6441-1245
 福岡 TEL.092-262-0009

鹿児島交通観光バス㈱

九州旅客鉄道株式会社
連絡先 〒892-0814 鹿児島市本港新町 5
 TEL.099-226-0128　FAX.099-222-7155

航　路 □鹿児島…種子島（西之表）
 □鹿児島…屋久島（宮之浦・安房）
 ◆ジェットフォイルトッピー・ロケット

県　外 東京 TEL.03-3555-3666
 大阪 TEL.06-6441-1245
 福岡 TEL.092-262-0009

種子屋久高速船㈱

連絡先 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 12-12
 TEL.099-258-0668　FAX.099-255-5689
県　外 東京 TEL.03-3555-3666
 大阪 TEL.06-6441-1245
 福岡 TEL.092-262-0009

いわさきバスネットワーク㈱
連絡先 〒892-0841 鹿児島市照国町 12-15
 TEL.099-226-9001　FAX.099-222-3490
県　外 東京 TEL.03-5276-7059

南国交通観光㈱

JR 九州案内センター（鹿児島地区） TEL.099-256-1585

航空会社
■就航都市 東京（羽田）　大阪（伊丹）　沖縄　名古屋
TEL.0570-029-222（有料）

鹿児島、南九州への充実のネットワーク
 ANA 全日空で安全・快適な旅を

連絡先 〒892-0835 鹿児島市城南町 41 番地
 TEL.099-224-2121　FAX.099-223-2282
 団体予約（マルエーフェリー鹿児島営業部）

航　路 □鹿児島…奄美大島（名瀬）…
 　徳之島（亀徳）…沖永良部（和泊）…与論…
 　本部・沖縄（那覇）
 □東京…志布志…奄美大島…沖縄
 □神戸…大阪…奄美大島…
 　（徳之島・沖永良部・与論）…沖縄

県　外 東京 TEL.03-5643-6170　名瀬 TEL.0997-53-2111
 大阪 TEL.06-6341-8071　沖縄 TEL.098-861-1886

マルエーフェリー㈱

JRで行く 飛行機で行く

広島
2時間21分

岡山
2時間57分

新大阪
3時間42分

博多
1時間17分

佐賀
1時間38分

長崎
2時間52分

大分
3時間59分

宮崎
1時間59分

鹿児島
中央駅

新八代
46分

時間は鹿児島空港までの所要時間。便数はおよそ1日当たりの数。

新幹線
在来線

（主な区間のみ表示）

鹿児島中央駅間の
最速所要時間

（2015 年11月現在）

※便数は、2015 年11月調べ

鹿児島空港

錦江湾を渡る

その他の航路

高速船で行く

40 分
JAC：3 往復

種子島

凡例

1時間 55分
ANA：6 往復
JAL ：8 往復
SKY ：4 往復
SNA：5 往復

東京（羽田）

1時間 20 分
ANA：4往復

Jetstar：2 往復

名古屋（中部）

1時間10 分
JAL：7往復、ANA：6往復

大阪（伊丹）

1時間10 分
peach：3往復

大阪（関西空港）

1時間 35分
FDA：1往復

静岡

1時間 55分
Jetstar：2 往復

Vanilla Air（※奄美行）

東京（成田）

鹿児島

奄美

徳之島

沖永良部

与論

那覇

天草

長島

神戸

大阪

奄美各島

沖縄

東京

志布志

奄美

沖縄

大阪

志布志

桜島

鹿児島
（桜島桟橋）

鹿児島
（南埠頭）

屋久島
（宮之浦）

鹿児島（南埠頭） 指宿 種子島 川内

上甑島

下甑島

串木野

下甑島

上甑島

鹿児島
（北埠頭）

喜界

奄美

徳之島

沖永良部

奄美
（古仁屋）

奄美
（古仁屋）

与路島

請島

竹島

硫黄島

黒島

口之島

中之島

平島

諏訪之瀬島

悪石島

小宝島

宝島

奄美

鹿児島（南埠頭）

種子島 屋久島

垂水

鹿児島
（鴨池港）

1時間
JAC：1往復

松山

1時間
SKY：1往復

神戸

55分
JAC：2 往復

福岡

40 分
JAC：5 往復

屋久島

1時間 20 分
JAC：2 往復

喜界

1時間 5分
JAC：7 往復

奄美

1時間10 分
JAC：4 往復

徳之島

1時間15分
JAC：3 往復

沖永良部

1時間 20 分
JAC：1往復

与論

1時間 25分
SNA：2 往復

沖縄

２
時
間
10
分

２
時
間
10
分

１
時
間
45
分

１
時
間
25
分

１
時
間

１
時
間
20
分

１
時
間
10
分

35
分

20 分

35分

25分

40 分

40
分

ANA 全日空 TEL.0570-029-222
FDA フジドリームエアラインズ TEL.0570-55-0489
JAC 日本エアコミューター TEL.0570-025-071
JAL 日本航空 TEL.0570-025-071
RAC 琉球エアーコミューター TEL.0570-025-071
SKY スカイマーク TEL.0570-039-283
SNA ソラシドエア TEL.0570-037-283
peach ピーチアビエーション TEL.0570-550-567
Jetstar ジェットスター TEL.0570-550-538
Vanilla Air バニラエア TEL.0570-6666-03

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

船で行く

主な県内の航路

1

4

7 8 9   
鹿児島

（七ツ島）



6 6 76

5

2 2 2 3

約15時間

約4時間50分

15分

1時間35分
1時間45分 50分

40分

40分

40
分

1時間10分※1
1時間15分

35分

根占

鹿児島
（山川港）



50分

40分

※ 時間は全て最短時間を示しています。
※１ 屋久島経由の場合は所要時間 2 時間 20 分。

小倉
1時間34分

博多
1時間17分

熊本
44分

屋久島加計呂麻島

種子島

（2015 年11月現在）

志布志
桜島桟橋串木野

川内

長島

上甑
下甑

西之表

宮之浦
安房

名瀬

亀徳

和泊

与論島

沖永良部島

種子島

屋久島
口永良部島

口之島

中之島

平島

諏訪之瀬島

悪石島

小宝島

奄美大島

加計呂麻島

徳之島

宝島

竹
島

硫
黄
島

喜
界
島

黒
島

桜島
垂水

鹿児島
鴨池

指宿
山川

根占

鹿児島へのアクセス

連絡先 〒892-0835 鹿児島市城南町 45-1
 TEL.099-225-1551　FAX.099-225-7203

航　路 □鹿児島…奄美大島（名瀬）…
 　徳之島（亀徳）…沖永良部島（和泊）…
 　与論…沖縄（本部）…沖縄（那覇）

県　外 東京 TEL.03-6212-5222
 沖縄 TEL.098-862-8774

マリックスライン㈱

連絡先 〒891-1419 鹿児島市桜島横山町 61-4
 TEL.099-293-2525
 FAX.099-293-2972

航　路 □鹿児島…桜島

桜島フェリー（鹿児島市船舶局）
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フェリーさんふらわあ
マルエーフェリー
三和商船
桜島フェリー
垂水フェリー
トッピー＆ロケット
甑島商船
フェリーみしま（三島村役場）
フェリーとしま（十島村役場）
奄美海運
マリックスライン
フェリーかけろま（瀬戸内町役場）
定期船せとなみ（瀬戸内町役場）
フェリー屋久島2（折田汽船）
はいびすかす（新屋敷商事）
フェリーなんきゅう（南九船舶）
天長フェリー

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9









0120-3268-56
099-224-2121
0969-73-2103
099-293-2525
099-256-1761
099-226-0128
0996-32-6458
099-222-3142
099-219-1191
099-222-2338
099-225-1551
0997-72-4560
0997-72-4560
099-226-0731
099-261-7000
0993-34-0012
0996-86-0775

交通機関案内（鹿児島県教育旅行受入対策協議会会員）

バス会社

鉄道会社 船舶会社

連絡先 〒892-0812 鹿児島市浜町 120-8
 TEL.099-247-6088　FAX.099-247-9688
県　外 東京 TEL.03-3555-3666
 大阪 TEL.06-6441-1245
 福岡 TEL.092-262-0009

鹿児島交通観光バス㈱

九州旅客鉄道株式会社
連絡先 〒892-0814 鹿児島市本港新町 5
 TEL.099-226-0128　FAX.099-222-7155

航　路 □鹿児島…種子島（西之表）
 □鹿児島…屋久島（宮之浦・安房）
 ◆ジェットフォイルトッピー・ロケット

県　外 東京 TEL.03-3555-3666
 大阪 TEL.06-6441-1245
 福岡 TEL.092-262-0009

種子屋久高速船㈱

連絡先 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 12-12
 TEL.099-258-0668　FAX.099-255-5689
県　外 東京 TEL.03-3555-3666
 大阪 TEL.06-6441-1245
 福岡 TEL.092-262-0009

いわさきバスネットワーク㈱
連絡先 〒892-0841 鹿児島市照国町 12-15
 TEL.099-226-9001　FAX.099-222-3490
県　外 東京 TEL.03-5276-7059

南国交通観光㈱

JR 九州案内センター（鹿児島地区） TEL.099-256-1585

航空会社
■就航都市 東京（羽田）　大阪（伊丹）　沖縄　名古屋
TEL.0570-029-222（有料）

鹿児島、南九州への充実のネットワーク
 ANA 全日空で安全・快適な旅を

連絡先 〒892-0835 鹿児島市城南町 41 番地
 TEL.099-224-2121　FAX.099-223-2282
 団体予約（マルエーフェリー鹿児島営業部）

航　路 □鹿児島…奄美大島（名瀬）…
 　徳之島（亀徳）…沖永良部（和泊）…与論…
 　本部・沖縄（那覇）
 □東京…志布志…奄美大島…沖縄
 □神戸…大阪…奄美大島…
 　（徳之島・沖永良部・与論）…沖縄

県　外 東京 TEL.03-5643-6170　名瀬 TEL.0997-53-2111
 大阪 TEL.06-6341-8071　沖縄 TEL.098-861-1886

マルエーフェリー㈱

JRで行く 飛行機で行く

広島
2時間21分

岡山
2時間57分

新大阪
3時間42分

博多
1時間17分

佐賀
1時間38分

長崎
2時間52分

大分
3時間59分

宮崎
1時間59分

鹿児島
中央駅

新八代
46分

時間は鹿児島空港までの所要時間。便数はおよそ1日当たりの数。

新幹線
在来線

（主な区間のみ表示）

鹿児島中央駅間の
最速所要時間

（2015 年11月現在）

※便数は、2015 年11月調べ

鹿児島空港

錦江湾を渡る

その他の航路

高速船で行く

40 分
JAC：3 往復

種子島

凡例

1時間 55分
ANA：6 往復
JAL ：8 往復
SKY ：4 往復
SNA：5 往復

東京（羽田）

1時間 20 分
ANA：4往復

Jetstar：2 往復

名古屋（中部）

1時間10 分
JAL：7往復、ANA：6往復

大阪（伊丹）

1時間10 分
peach：3往復

大阪（関西空港）

1時間 35分
FDA：1往復

静岡

1時間 55分
Jetstar：2 往復

Vanilla Air（※奄美行）

東京（成田）

鹿児島

奄美

徳之島

沖永良部

与論

那覇

天草

長島

神戸

大阪

奄美各島

沖縄

東京

志布志

奄美

沖縄

大阪

志布志

桜島

鹿児島
（桜島桟橋）

鹿児島
（南埠頭）

屋久島
（宮之浦）

鹿児島（南埠頭） 指宿 種子島 川内

上甑島

下甑島

串木野

下甑島

上甑島

鹿児島
（北埠頭）

喜界

奄美

徳之島

沖永良部

奄美
（古仁屋）

奄美
（古仁屋）

与路島

請島

竹島

硫黄島

黒島

口之島

中之島

平島

諏訪之瀬島

悪石島

小宝島

宝島

奄美

鹿児島（南埠頭）

種子島 屋久島

垂水

鹿児島
（鴨池港）

1時間
JAC：1往復

松山

1時間
SKY：1往復

神戸

55分
JAC：2 往復

福岡

40 分
JAC：5 往復

屋久島

1時間 20 分
JAC：2 往復

喜界

1時間 5分
JAC：7 往復

奄美

1時間10 分
JAC：4 往復

徳之島

1時間15分
JAC：3 往復

沖永良部

1時間 20 分
JAC：1往復

与論

1時間 25分
SNA：2 往復

沖縄

２
時
間
10
分

２
時
間
10
分

１
時
間
45
分

１
時
間
25
分

１
時
間

１
時
間
20
分

１
時
間
10
分

35
分

20 分

35分

25分

40 分

40
分

ANA 全日空 TEL.0570-029-222
FDA フジドリームエアラインズ TEL.0570-55-0489
JAC 日本エアコミューター TEL.0570-025-071
JAL 日本航空 TEL.0570-025-071
RAC 琉球エアーコミューター TEL.0570-025-071
SKY スカイマーク TEL.0570-039-283
SNA ソラシドエア TEL.0570-037-283
peach ピーチアビエーション TEL.0570-550-567
Jetstar ジェットスター TEL.0570-550-538
Vanilla Air バニラエア TEL.0570-6666-03

■お問い合わせ先

■お問い合わせ先

船で行く

主な県内の航路

1

4

7 8 9   
鹿児島

（七ツ島）



6 6 76

5

2 2 2 3

約15時間

約4時間50分

15分

1時間35分
1時間45分 50分

40分

40分

40
分

1時間10分※1
1時間15分

35分

根占

鹿児島
（山川港）



50分

40分

※ 時間は全て最短時間を示しています。
※１ 屋久島経由の場合は所要時間 2 時間 20 分。

小倉
1時間34分

博多
1時間17分

熊本
44分

屋久島加計呂麻島

種子島

（2015 年11月現在）

志布志
桜島桟橋串木野

川内

長島

上甑
下甑

西之表

宮之浦
安房

名瀬

亀徳

和泊

与論島

沖永良部島

種子島

屋久島
口永良部島

口之島

中之島

平島

諏訪之瀬島

悪石島

小宝島

奄美大島

加計呂麻島

徳之島

宝島

竹
島

硫
黄
島

喜
界
島

黒
島

桜島
垂水

鹿児島
鴨池

指宿
山川

根占

鹿児島へのアクセス

連絡先 〒892-0835 鹿児島市城南町 45-1
 TEL.099-225-1551　FAX.099-225-7203

航　路 □鹿児島…奄美大島（名瀬）…
 　徳之島（亀徳）…沖永良部島（和泊）…
 　与論…沖縄（本部）…沖縄（那覇）

県　外 東京 TEL.03-6212-5222
 沖縄 TEL.098-862-8774

マリックスライン㈱

連絡先 〒891-1419 鹿児島市桜島横山町 61-4
 TEL.099-293-2525
 FAX.099-293-2972

航　路 □鹿児島…桜島

桜島フェリー（鹿児島市船舶局）
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南薩摩エリア

南薩地域地場産業振興センター

枕崎お魚センター

枕崎市文化資料センター南溟館

北薩摩エリア

出水麓武家屋敷群（竹添邸）

出水市ツル観察センター

出水市ツル博物館クレインパークいずみ

さつま町宮之城伝統工芸センター

さつま町宮之城歴史資料センター

さつま町ガラス工芸館（薩摩びーどろ工芸）

川内戦国村

川内原子力発電所展示館

せんだい宇宙館

川内まごころ文学館

川内歴史資料館

ちかび展示館

薩摩藩英国留学生記念館

霧島・姶良エリア

スターランドAIRA

椋鳩十文学記念館

霧島アートの森

西郷公園

バレル・バレープラハ＆GEN（麺の里）

くろず情報館＆レストラン「壺畑」

霧島神話の里公園

高千穂河原ビジターセンター

霧島民芸村

霧島神宮

霧島高原まほろばの里

霧島高原乗馬クラブ

上野原縄文の森

京セラ鹿児島国分工場（ファインセラミック館）

高千穂牧場

大隅エリア

かのやばら園

海上自衛隊鹿屋航空基地史料館

輝北うわば公園（天球館）

吾平山上陵

県立大隅広域公園

JAXA内之浦宇宙空間観測所

佐多岬展望公園

枕崎市松之尾町37-1

枕崎市松之尾町33-1

枕崎市山手町175

出水市麓町5-17

出水市荘2478-4

出水市文化町1000

薩摩郡さつま町虎居2638-1

薩摩郡さつま町虎居5228

薩摩郡さつま町永野5665-5

薩摩川内市湯島町字竹島3535-7

薩摩川内市久見崎町字小平1758-1

薩摩川内市永利町2133-6

薩摩川内市中郷2丁目2-6

薩摩川内市中郷2丁目2-6

いちき串木野市野元21803

いちき串木野市羽島4930

姶良市北山997-16

姶良市加治木町反土2624-1

姶良郡湧水町木場6340-220

霧島市溝辺町麓856-1

霧島市溝辺町麓876-15

霧島市福山町福山3075

霧島市霧島田口2583-22

霧島市霧島田口2583-12

霧島市霧島田口2458

霧島市霧島田口2608-5

霧島市牧園町高千穂3240

霧島市牧園町高千穂3311-3

霧島市国分上野原縄文の森1-1

霧島市国分山下町1-1

都城市吉之元町5265-103

鹿屋市浜田町1250

鹿屋市西原3丁目11-2

鹿屋市輝北町市成1660-3

鹿屋市吾平町上名

鹿屋市吾平町上名黒羽子地内

肝属郡肝付町南方1791-13

肝属郡南大隅町佐多馬籠416

8：00～18：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：00～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

8：30～17：00
9：00～17：00　　　　

（入館は16：30まで）　　

9：00～17：00　　
（体験は16：00まで）

9：00～17：00　　  
（5 ～ 9月18：00まで）

9：00～17：00
10：00～21：00　

（入館は20：30まで）

9：00 ～ 17：00　
（入館は16：30まで）

9：00 ～ 17：00　
（入館は16：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：00まで）

10：00～17：00

平日9：00～16：30
土・日13：00～21：00

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

9：00～17：00（入館は16：30まで）　
7/20～8/31・土・日・祝のみ9：00～19：00

8：30～17：30

8：30～18：00

9：00～17：00
11月～3月9：00～17：00　
4月～10月9：00～17：15

9：00～17：00

9：00～17：30

8：00～18：00

9：00～18：00
9：00～11：00 
13：00～16：00

9：00～17：00

9：00～16：30
4月～10月9：00～17：30　
11月～3月9：00～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　　

（入館は16：30まで）

水～木10：00～18：00
（金・土・日・祝～22：00）

8：30～17：00
8：30～17：00　　　

（季節により変動あり）

8：30～16：30

8：00～日没まで

0993-72-3133

0993-73-2311

0993-72-9998

0996-62-5505

0996-85-5151

0996-63-8915

0996-52-1313

0996-52-3340

0996-58-0141

0996-26-3113

0996-27-3506

0996-31-4477

0996-25-5580

0996-20-2344

0996-32-4747

0996-35-1865

0995-68-0688

0995-62-4800

0995-74-5945

0995-58-3153

0995-58-2535

0995-54-7200

0995-57-1711

0995-57-2505

0995-57-3153

0995-57-0001

0995-78-2240

0995-78-3455

0995-48-5701

0995-46-1100

0986-33-2102

0994-40-2170

0994-42-0233

099-485-1900

0994-58-7291

0994-58-5197

050-3362-3111

0994-24-3115

無料

無料

無料

無料

210/100/無料

320/100/無料

無料

210/100/無料

見学無料（体験有料）

500/300/無料

無料

500/300/無料

300/150

200/100/無料

無料

高校生以上300/小中200

210/100/無料

329/216/無料
一般310円/高大200円
/小中150円　　　　

無料

無料

無料

入場無料（有料施設有）

無料

入村無料

無料

入場無料（有料施設有）

コース別料金

17P参照

無料

無料

大人620円 小中高生110円
（開花状況により変更）　　

無料

入場無料（有料施設有）

無料

無料

無料

無料

無休

無休

月曜（祝日の場合は翌日）、12/28～1/4

無休
11/1開館～3月第4日曜まで無休　
20名以上160/50（小人は小・中学生）

月曜（祝日の場合は翌日）、11月～3月は無休　　　 
高大生210・20名以上大人250/高大生170/小人80

月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
月曜（祝日の場合は翌日）12/26～1/2、
20名以上160/50（小人は小・中学生）

無休、霧島まほろばの里に支店あり

無休

12/29～1/1
月曜（祝日の場合は翌日）、20名以上400/250円　
年間パスポート1000/500円（小人は小・中学生）

月曜（祝日の場合は翌日）、20名以上 240/120大人（大学生以上）
小人（小・中・高校生）、土・日・祝は小・中・高生入館無料　

月曜（祝日の場合は翌日）、20名以上 160/80大人（大学生以上）
小人（小・中・高校生）、土・日・祝は小・中・高生入館無料　

火・水曜、12/30～1/3　　　　
火曜日（祝日の場合翌日）、
20名以上250/150　　

月・火曜（祝日の場合開館）毎月25日（土・日の場合は開館）、
12/28～1/4　10名以上160/50（小人は小・中・高生）　

12/28～1/4、15名以上278/103　　
大人（高校生以上）、小人（小・中学生）

月曜（祝日の場合は翌日・但しGW・盆は除く）
12/29～1/2、2月の第3月曜～第4月曜　　　

無休

12/26～12/29

無休、団体要予約

無休

無休、駐車場有料

無休

無休

無休

月曜（祝日の場合は翌日・夏休み除く）、年末年始
月曜（祝日の場合は翌日）12/30～1/1（年末年始）　　　　　　　

（4/29～5/5、8/13～8/15は無休）2月中旬臨時休園有　　　　　　　

土・日・祝日、GW、年末年始、盆 ※工場休業日

不定休

月曜（祝日の場合は翌日）、　　　
年末年始、ばら祭り期間中は無休

12/29～1/3

月・火曜（祝日の場合は水曜）

無休

12/29～12/31

不定休

無休　問い合わせ：南大隅町企画観光課

施設名 所在地 営業時間 TEL 休館日・備考料金
大人／小人／幼児

鹿児島、中薩摩、種子・屋久エリア

旧鹿児島紡績所技師館（異人館）

薩摩ガラス工芸

仙巌園・尚古集成館

石橋記念館・石橋記念公園

県歴史資料センター黎明館

県立博物館

かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

鹿児島市立美術館

西郷南洲顕彰館

さつまいもの館（さつまいも産業振興協同組合）

示現流兵法所史料館

鹿児島市維新ふるさと館

鹿児島市立科学館

かごしま水族館

長島美術館

帆船型観光遊覧船クイーンズしろやま

奄美の里

鹿児島市立ふるさと考古歴史館

見学工場　薩摩庵（昭和製菓株式会社）

かごしま旅の駅　魔猿城

鹿児島市平川動物公園

桜島ビジターセンター

桜岳陶芸

種子島開発総合センター「鉄砲館」

種子島宇宙センター宇宙科学技術館

屋久島環境文化村センター

屋久島うみがめ館

屋久島町立屋久杉自然館

屋久島環境文化研修センター

屋久島世界遺産センター

鹿児島市吉野町9685-15

鹿児島市吉野町9688-24

鹿児島市吉野町9700-1

鹿児島市浜町1-3

鹿児島市城山町7-2

鹿児島市城山町1-1

鹿児島市城山町5-1

鹿児島市城山町4-36

鹿児島市上竜尾町2-1

鹿児島市東千石町6-28

鹿児島市東千石町2-2

鹿児島市加治屋町23-1

鹿児島市鴨池2-31-18

鹿児島市本港新町3-1

鹿児島市武3丁目42-18

鹿児島市本港新町4-1

鹿児島市南栄1丁目8番

鹿児島市下福元町3763-1

鹿児島市七ツ島1丁目1-22

鹿児島市七ツ島1丁目5-1

鹿児島市平川町5669-1

鹿児島市桜島横山町1722-29

鹿児島市桜島赤水町1360

西之表市西之表7585番地

熊毛郡南種子町茎永字麻津

熊毛郡屋久島町宮之浦823-1

熊毛郡屋久島町永田489-8

熊毛郡屋久島町安房2739-343

熊毛郡屋久島町安房2739-343

熊毛郡屋久島町安房前岳2739-343

8：30～17：30　　
（入館は16：30まで）

9：00～17：00

8：30～17：30
9：00～17：00　　　　

（7～8月は19：00まで）

9：00～18：00　　
（入館は17：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

9：30～18：00　　
（入館は17：30まで）

9：30～18：00　　
（入館は17：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：40まで）

10：00～19：30
10：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

9：30～18：00　　
（入館は17：30まで）

9：30～18：00　　
（入館は17：00まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

10：00/16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

8：30～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　

（入園は16：30まで）

9：00～17：00

8：30～18：00
8：30～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：30～17：00　　　　
7月～8月は17：30まで

9：00～17：00　　　　　　　
（展示ホールへの入場は16：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

8：30～17：00
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

　

099-247-3401　　

099-247-2111
099-247-1551（仙巌園）
099-247-1511（尚古集成館）

099-248-6661

099-222-5100

099-223-6050

099-226-7771

099-224-3400

099-247-1100

099-239-4865

099-226-1233

099-239-7700

099-250-8511

099-226-2233

099-250-5400

099-213-0004

099-268-0331

099-266-0696

099-262-2020

099-297-6711

099-261-2326

099-293-2443

099-293-3939

0997-23-3215

0997-26-9244

0997-42-2900

0997-49-6550

0997-46-3113

0997-46-2900

0997-46-2992

一般200/小中100

見学無料

1000/500/無料

無料

一般310/高大190/小中120

無料、プラネタリウム
のみ有料　　　　　

300/150/無料

一般300/高大200/小中150

200/100

無料

500/300　　　

300/150/無料
400/150/無料

（有料施設有）

1500/750/350（4歳以上）

1000/800/400/幼児無料                   
（大人/高大/小中）　

1500/1000/無料
（税別）　　　　

400/200/無料

300/150/無料

無料

無料
大人500/小人100　　　

（高校生以上/小中学生）

無料

無料

一般420/高270/小中130

無料
520/360/260（大人/
高大/小中）幼児無料

300/100/無料

600/400/300

23P参照　　
　　

無料

無休・20名以上2割引
月曜（休日の場合は変更）、第3日曜日　　　　　　　　　
年末年始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

無休　　　　　　                                     
20名以上900/450、100名以上850/400

月曜（祝日の場合は翌日）、12/31　　　　　　　
公園は常時開園　　　　　　　　　　　　　　　

月曜（祝日の場合は翌日）毎25日（土日開館）　　　
12/31～1/2、20名以上大人230/高・大生120/小中60

月曜（祝日の場合は翌日）、毎月25日（土日祝除く）
12/31～1/2、他に整理休館日有　　　　　　　　

火曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/1　　　　　　　
20名以上240/120共通券500/250、20名以上400/200　

月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/1　　
20名以上一般240/高大160/小中120　　　

月曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/1　
20名以上160円（小中は80円）　　　　　

12/31 ～ 1/1
月曜（祝日の場合は翌日）　　　　　　　　
年末年始（12/31～1/2）、15名以上100円引　

無休、20名以上240/120　　　　　　
（夏季延長あり、お問い合わせください）

火曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/1　
20名以上2割引　　　　　　　　　　　

12月の第1月曜から4日間
20名以上1200/600/280　

火曜日（祝日の場合は翌平日）・20名以上2割引、　　　
100名以上3割引（シニア65才以上500円）　　　　　　　

無休、要予約

年中無休、15名以上100円引　　
　

月曜（休日の場合は翌平日）、
12/29～1/1、20名以上240/120

年中無休　　　　　　　　　
（但し12/31・1/1は9:00～16:00）

無休・団体での来館は要事前連絡

12/29～1/1、20名以上400円（小中は80円）　　　

無休、団体での来館は要事前連絡

無休、体験料1,300円～
毎月25日（7、8月は除く）　　　　　　　　　　
高校生270　20名以上大人360/高220/小人80

月曜（祝日の場合は翌日）・12/29～1/1（年末）・8月　
原則無休、その他ロケット打ち上げ当日要事前連絡

第3火曜日（祝日の場合は翌営業日※GW・7 ～ 10月は休館日なし）12/28 ～ 1/1、
2/15 ～末日まで、団体割引有り  20名以上大人420/高・大生290/小人210　　　

火曜日、年末年始（大人は中学生以上）
毎月第1火曜、12/29～1/1　
20名以上500/300/200　　

原則 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始12/28～　　
1/3　但しGW・7/20～8/31は無休　　　　　　　　　　

毎週土曜（12月～2月の期間）
年末年始（12/29～1/3)　　　

　

施設名 所在地 営業時間 TEL 休館日・備考料金
大人／小人／幼児

観光施設 ※記載内容は平成27年11月現在のものであり、
　内容が予告なく変更する場合があります。

南薩摩エリア

指宿市考古博物館 時遊館CoCCoはしむれ

岩崎美術館

砂むし会館「砂楽」

長崎鼻パーキングガーデン

山川砂むし温泉「砂湯里」

フラワーパークかごしま

開聞山麓自然公園

かいもん山麓ふれあい公園

薩摩伝承館

夢・風の里アグリランドえい

南九州市森林馬事公苑

知覧武家屋敷庭園有限責任事業組合

知覧特攻平和会館

ミュージアム知覧

ホタル館　富屋食堂

万世特攻平和祈念館

鑑真記念館

坊津歴史資料センター輝津館

笠沙恵比寿（自然体験）

指宿市十二町2290

指宿市十二町3755

指宿市湯の浜5-25-18

指宿市山川岡児ヶ水1571-1

指宿市山川福元3339-3

指宿市山川岡児ヶ水1611

指宿市開聞川尻6743-1

指宿市開聞十町2626

指宿市東方12131-4

南九州市頴娃町牧之内15025-5

南九州市川辺町野崎8152

南九州市知覧町郡13731-1

南九州市知覧町郡17881

南九州市知覧町郡17880

南九州市知覧町103-1

南さつま市加世田高橋1955-3

南さつま市坊津町秋目225-2

南さつま市坊津町坊9424-1

南さつま市笠沙町片浦14847-1

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

8：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

8：30～21：00　　
（受付は20：30まで）

8：00～17：00
9：00 ～受付は閉館30分前まで　

（閉館は季節によって変動あり）　　

9：00～17：00　　
（入園は16：30まで）

8：00～17：00

9：00～17：00

8:30 ～ 18:00　　
　

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：00～17：00　　　　
（入館は16：30まで）　

9：00～17：00
9：00～17：00　　　

（入館は16：30まで）

9：30～16：30
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：00～17：00

0993-23-5100

0993-22-4056

0993-23-3900

0993-35-0111

0993-35-2669

0993-35-3333

0993-32-2051

0993-32-5566

0993-23-0211

0993-36-3535

0993-56-0955

0993-58-7878

0993-83-2525

0993-83-4433

0993-58-7566

0993-52-3979

0993-68-0288

0993-67-0171

0993-59-5020

大人510/高大410/
小中300　　　　

大学・一般300円
高校生以下無料

1080/590/590　
（温泉のみ610円）

1200/600/無料
820/460/460

（浴衣こみ）

620/300/無料　　　　　
（高校生以上/小中学生/幼児）

360/210

無料（有料施設有）
1,500/1,200/600/300

（大人/大/高/小中）

無料（有料施設有）
詳細はお問い合わせ
ください　　　　　

500/300

500/300

300/200

400/300

300/200

200/100/無料

300/100/無料

入館料300/200

月曜・毎月第4水曜（いずれも祝日の場合は、翌日）　　　　　　　　　
年末年始（12/29 ～ 1/3）、20名以上 410/300/200　　　　　　　　　　

無休

7月・12月に休館日有・団体割引有
無休、15名以上800/400、50名以上700/350                               
100名以上600/300

年中無休　タオルレンタル有料           
料金等は一般料金（体験料金は別途）

12/30・31、20名以上は団体割引有
無休、15名以上  大人290円　　　　　　　
30名以上  高校生220円/小中学生170円　　

毎週火曜（祝日の場合は翌日）　　　　　　　
年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みは無休　

無休（メンテナンス休業有）

無休、温泉は火曜が定休日

月曜（祝日の場合は翌日）

無休、30名以上400/240
無休、30名以上400/240　　　　　　　　　　　
小中高校生の教育旅行は人数に関わらず団体割引

水曜（祝日を除く）、12/29～12/31、7/1～7/3、30名以上
280/180、知覧特攻平和会館との共通券あり600/400

無休、15名以上50円割引

12/31、1/1、20名以上250/150　　
　

月曜（祝日の場合は翌日）
20名以上3割引　　　　

20名以上 210/70

無休

奄美エリア

奄美パーク

田中一村記念美術館

ケンムン村

奄美海洋展示館

黒潮の森マングローブパーク

奄美大島紬村

奄美自然観察の森

奄美野生生物保護センター

カケロマリゾート（半潜水式水中観光船）

与論民俗村

サザンクロスセンター

奄美市笠利町節田1834

奄美市笠利町節田1834

奄美市笠利町用安1246-1

奄美市名瀬小宿字大浜701-1

奄美市住用町石原478

大島郡龍郷町赤尾木1945

大島郡龍郷町円1193

大島郡大和村思勝字腰ノ畑551

大島郡瀬戸内町古仁屋字大湊26-14

大島郡与論町東区693

大島郡与論町立長3313

9：00～18：00　　　　
7・8月 9：00～19：00　　

9：00～18：00　 　    
7・8月 9：00～19：00

10：00～17：00

9：30～18：00       
9：30～18：00　
入館は17：30まで

9：00～17：00

9：00～16：00　　

9：30～16：30

8：30～17：30

9：00～18：00
9：00～18：00

（入館17:30まで）

0997-55-2333

0997-55-2635

0997-63-1178

0997-55-6000

0997-56-3355

0997-62-3100

0997-54-1329

0997-55-8620

0997-72-1326

0997-97-2934

0997-97-3396

27P参照

27P参照
大人500/小人300

（中学生まで）　　　

500/300/100

500/300/100

500/200/無料
ガイド希望の場合　　
1人100円の環境協力金

無料

2500/1250/無料

400/200/無料

大人400/小人200

毎月第1・第3水曜、（祝日の場合は翌日）
4/29～5/5・7/21～8/31・年末年始は開園

奄美パークと同様　　　　　　　　　　　　　　　
大人620 、高・大生410、小中310、20名以上割引あり

無休

無休、20名以上450/270/90

元旦のみ、20名以上1割引　カヌー1,500円　　　　
　　

無休、20名以上1割引
12/28～1/3　　　　　　　　　　　　　　　　　

（不定休のため要問い合わせ、ガイド希望の場合要事前予約）

月曜（祝日を除く）　　　
年末年始（12/29 ～ 1/3）

無休（悪天候時欠航あり）、15名以上1割引

無休、15名以上50円引
無休（台風時臨時休館あり）、20名以上2割引　
大人（高校生以上）小人（小・中学生）駐車場無料

40



南薩摩エリア

南薩地域地場産業振興センター

枕崎お魚センター

枕崎市文化資料センター南溟館

北薩摩エリア

出水麓武家屋敷群（竹添邸）

出水市ツル観察センター

出水市ツル博物館クレインパークいずみ

さつま町宮之城伝統工芸センター

さつま町宮之城歴史資料センター

さつま町ガラス工芸館（薩摩びーどろ工芸）

川内戦国村

川内原子力発電所展示館

せんだい宇宙館

川内まごころ文学館

川内歴史資料館

ちかび展示館

薩摩藩英国留学生記念館

霧島・姶良エリア

スターランドAIRA

椋鳩十文学記念館

霧島アートの森

西郷公園

バレル・バレープラハ＆GEN（麺の里）

くろず情報館＆レストラン「壺畑」

霧島神話の里公園

高千穂河原ビジターセンター

霧島民芸村

霧島神宮

霧島高原まほろばの里

霧島高原乗馬クラブ

上野原縄文の森

京セラ鹿児島国分工場（ファインセラミック館）

高千穂牧場

大隅エリア

かのやばら園

海上自衛隊鹿屋航空基地史料館

輝北うわば公園（天球館）

吾平山上陵

県立大隅広域公園

JAXA内之浦宇宙空間観測所

佐多岬展望公園

枕崎市松之尾町37-1

枕崎市松之尾町33-1

枕崎市山手町175

出水市麓町5-17

出水市荘2478-4

出水市文化町1000

薩摩郡さつま町虎居2638-1

薩摩郡さつま町虎居5228

薩摩郡さつま町永野5665-5

薩摩川内市湯島町字竹島3535-7

薩摩川内市久見崎町字小平1758-1

薩摩川内市永利町2133-6

薩摩川内市中郷2丁目2-6

薩摩川内市中郷2丁目2-6

いちき串木野市野元21803

いちき串木野市羽島4930

姶良市北山997-16

姶良市加治木町反土2624-1

姶良郡湧水町木場6340-220

霧島市溝辺町麓856-1

霧島市溝辺町麓876-15

霧島市福山町福山3075

霧島市霧島田口2583-22

霧島市霧島田口2583-12

霧島市霧島田口2458

霧島市霧島田口2608-5

霧島市牧園町高千穂3240

霧島市牧園町高千穂3311-3

霧島市国分上野原縄文の森1-1

霧島市国分山下町1-1

都城市吉之元町5265-103

鹿屋市浜田町1250

鹿屋市西原3丁目11-2

鹿屋市輝北町市成1660-3

鹿屋市吾平町上名

鹿屋市吾平町上名黒羽子地内

肝属郡肝付町南方1791-13

肝属郡南大隅町佐多馬籠416

8：00～18：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：00～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

8：30～17：00
9：00～17：00　　　　

（入館は16：30まで）　　

9：00～17：00　　
（体験は16：00まで）

9：00～17：00　　  
（5 ～ 9月18：00まで）

9：00～17：00
10：00～21：00　

（入館は20：30まで）

9：00 ～ 17：00　
（入館は16：30まで）

9：00 ～ 17：00　
（入館は16：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：00まで）

10：00～17：00

平日9：00～16：30
土・日13：00～21：00

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

9：00～17：00（入館は16：30まで）　
7/20～8/31・土・日・祝のみ9：00～19：00

8：30～17：30

8：30～18：00

9：00～17：00
11月～3月9：00～17：00　
4月～10月9：00～17：15

9：00～17：00

9：00～17：30

8：00～18：00

9：00～18：00
9：00～11：00 
13：00～16：00

9：00～17：00

9：00～16：30
4月～10月9：00～17：30　
11月～3月9：00～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　　

（入館は16：30まで）

水～木10：00～18：00
（金・土・日・祝～22：00）

8：30～17：00
8：30～17：00　　　

（季節により変動あり）

8：30～16：30

8：00～日没まで

0993-72-3133

0993-73-2311

0993-72-9998

0996-62-5505

0996-85-5151

0996-63-8915

0996-52-1313

0996-52-3340

0996-58-0141

0996-26-3113

0996-27-3506

0996-31-4477

0996-25-5580

0996-20-2344

0996-32-4747

0996-35-1865

0995-68-0688

0995-62-4800

0995-74-5945

0995-58-3153

0995-58-2535

0995-54-7200

0995-57-1711

0995-57-2505

0995-57-3153

0995-57-0001

0995-78-2240

0995-78-3455

0995-48-5701

0995-46-1100

0986-33-2102

0994-40-2170

0994-42-0233

099-485-1900

0994-58-7291

0994-58-5197

050-3362-3111

0994-24-3115

無料

無料

無料

無料

210/100/無料

320/100/無料

無料

210/100/無料

見学無料（体験有料）

500/300/無料

無料

500/300/無料

300/150

200/100/無料

無料

高校生以上300/小中200

210/100/無料

329/216/無料
一般310円/高大200円
/小中150円　　　　

無料

無料

無料

入場無料（有料施設有）

無料

入村無料

無料

入場無料（有料施設有）

コース別料金

17P参照

無料

無料

大人620円 小中高生110円
（開花状況により変更）　　

無料

入場無料（有料施設有）

無料

無料

無料

無料

無休

無休

月曜（祝日の場合は翌日）、12/28～1/4

無休
11/1開館～3月第4日曜まで無休　
20名以上160/50（小人は小・中学生）

月曜（祝日の場合は翌日）、11月～3月は無休　　　 
高大生210・20名以上大人250/高大生170/小人80

月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
月曜（祝日の場合は翌日）12/26～1/2、
20名以上160/50（小人は小・中学生）

無休、霧島まほろばの里に支店あり

無休

12/29～1/1
月曜（祝日の場合は翌日）、20名以上400/250円　
年間パスポート1000/500円（小人は小・中学生）

月曜（祝日の場合は翌日）、20名以上 240/120大人（大学生以上）
小人（小・中・高校生）、土・日・祝は小・中・高生入館無料　

月曜（祝日の場合は翌日）、20名以上 160/80大人（大学生以上）
小人（小・中・高校生）、土・日・祝は小・中・高生入館無料　

火・水曜、12/30～1/3　　　　
火曜日（祝日の場合翌日）、
20名以上250/150　　

月・火曜（祝日の場合開館）毎月25日（土・日の場合は開館）、
12/28～1/4　10名以上160/50（小人は小・中・高生）　

12/28～1/4、15名以上278/103　　
大人（高校生以上）、小人（小・中学生）

月曜（祝日の場合は翌日・但しGW・盆は除く）
12/29～1/2、2月の第3月曜～第4月曜　　　

無休

12/26～12/29

無休、団体要予約

無休

無休、駐車場有料

無休

無休

無休

月曜（祝日の場合は翌日・夏休み除く）、年末年始
月曜（祝日の場合は翌日）12/30～1/1（年末年始）　　　　　　　

（4/29～5/5、8/13～8/15は無休）2月中旬臨時休園有　　　　　　　

土・日・祝日、GW、年末年始、盆 ※工場休業日

不定休

月曜（祝日の場合は翌日）、　　　
年末年始、ばら祭り期間中は無休

12/29～1/3

月・火曜（祝日の場合は水曜）

無休

12/29～12/31

不定休

無休　問い合わせ：南大隅町企画観光課

施設名 所在地 営業時間 TEL 休館日・備考料金
大人／小人／幼児

鹿児島、中薩摩、種子・屋久エリア

旧鹿児島紡績所技師館（異人館）

薩摩ガラス工芸

仙巌園・尚古集成館

石橋記念館・石橋記念公園

県歴史資料センター黎明館

県立博物館

かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

鹿児島市立美術館

西郷南洲顕彰館

さつまいもの館（さつまいも産業振興協同組合）

示現流兵法所史料館

鹿児島市維新ふるさと館

鹿児島市立科学館

かごしま水族館

長島美術館

帆船型観光遊覧船クイーンズしろやま

奄美の里

鹿児島市立ふるさと考古歴史館

見学工場　薩摩庵（昭和製菓株式会社）

かごしま旅の駅　魔猿城

鹿児島市平川動物公園

桜島ビジターセンター

桜岳陶芸

種子島開発総合センター「鉄砲館」

種子島宇宙センター宇宙科学技術館

屋久島環境文化村センター

屋久島うみがめ館

屋久島町立屋久杉自然館

屋久島環境文化研修センター

屋久島世界遺産センター

鹿児島市吉野町9685-15

鹿児島市吉野町9688-24

鹿児島市吉野町9700-1

鹿児島市浜町1-3

鹿児島市城山町7-2

鹿児島市城山町1-1

鹿児島市城山町5-1

鹿児島市城山町4-36

鹿児島市上竜尾町2-1

鹿児島市東千石町6-28

鹿児島市東千石町2-2

鹿児島市加治屋町23-1

鹿児島市鴨池2-31-18

鹿児島市本港新町3-1

鹿児島市武3丁目42-18

鹿児島市本港新町4-1

鹿児島市南栄1丁目8番

鹿児島市下福元町3763-1

鹿児島市七ツ島1丁目1-22

鹿児島市七ツ島1丁目5-1

鹿児島市平川町5669-1

鹿児島市桜島横山町1722-29

鹿児島市桜島赤水町1360

西之表市西之表7585番地

熊毛郡南種子町茎永字麻津

熊毛郡屋久島町宮之浦823-1

熊毛郡屋久島町永田489-8

熊毛郡屋久島町安房2739-343

熊毛郡屋久島町安房2739-343

熊毛郡屋久島町安房前岳2739-343

8：30～17：30　　
（入館は16：30まで）

9：00～17：00

8：30～17：30
9：00～17：00　　　　

（7～8月は19：00まで）

9：00～18：00　　
（入館は17：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

9：30～18：00　　
（入館は17：30まで）

9：30～18：00　　
（入館は17：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：40まで）

10：00～19：30
10：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

9：30～18：00　　
（入館は17：30まで）

9：30～18：00　　
（入館は17：00まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

10：00/16：00

9：00～17：00

9：00～17：00

8：30～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　

（入園は16：30まで）

9：00～17：00

8：30～18：00
8：30～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：30～17：00　　　　
7月～8月は17：30まで

9：00～17：00　　　　　　　
（展示ホールへの入場は16：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

8：30～17：00
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

　

099-247-3401　　

099-247-2111
099-247-1551（仙巌園）
099-247-1511（尚古集成館）

099-248-6661

099-222-5100

099-223-6050

099-226-7771

099-224-3400

099-247-1100

099-239-4865

099-226-1233

099-239-7700

099-250-8511

099-226-2233

099-250-5400

099-213-0004

099-268-0331

099-266-0696

099-262-2020

099-297-6711

099-261-2326

099-293-2443

099-293-3939

0997-23-3215

0997-26-9244

0997-42-2900

0997-49-6550

0997-46-3113

0997-46-2900

0997-46-2992

一般200/小中100

見学無料

1000/500/無料

無料

一般310/高大190/小中120

無料、プラネタリウム
のみ有料　　　　　

300/150/無料

一般300/高大200/小中150

200/100

無料

500/300　　　

300/150/無料
400/150/無料

（有料施設有）

1500/750/350（4歳以上）

1000/800/400/幼児無料                   
（大人/高大/小中）　

1500/1000/無料
（税別）　　　　

400/200/無料

300/150/無料

無料

無料
大人500/小人100　　　

（高校生以上/小中学生）

無料

無料

一般420/高270/小中130

無料
520/360/260（大人/
高大/小中）幼児無料

300/100/無料

600/400/300

23P参照　　
　　

無料

無休・20名以上2割引
月曜（休日の場合は変更）、第3日曜日　　　　　　　　　
年末年始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

無休　　　　　　                                     
20名以上900/450、100名以上850/400

月曜（祝日の場合は翌日）、12/31　　　　　　　
公園は常時開園　　　　　　　　　　　　　　　

月曜（祝日の場合は翌日）毎25日（土日開館）　　　
12/31～1/2、20名以上大人230/高・大生120/小中60

月曜（祝日の場合は翌日）、毎月25日（土日祝除く）
12/31～1/2、他に整理休館日有　　　　　　　　

火曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/1　　　　　　　
20名以上240/120共通券500/250、20名以上400/200　

月曜（祝日の場合は翌平日）、12/29～1/1　　
20名以上一般240/高大160/小中120　　　

月曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/1　
20名以上160円（小中は80円）　　　　　

12/31 ～ 1/1
月曜（祝日の場合は翌日）　　　　　　　　
年末年始（12/31～1/2）、15名以上100円引　

無休、20名以上240/120　　　　　　
（夏季延長あり、お問い合わせください）

火曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/1　
20名以上2割引　　　　　　　　　　　

12月の第1月曜から4日間
20名以上1200/600/280　

火曜日（祝日の場合は翌平日）・20名以上2割引、　　　
100名以上3割引（シニア65才以上500円）　　　　　　　

無休、要予約

年中無休、15名以上100円引　　
　

月曜（休日の場合は翌平日）、
12/29～1/1、20名以上240/120

年中無休　　　　　　　　　
（但し12/31・1/1は9:00～16:00）

無休・団体での来館は要事前連絡

12/29～1/1、20名以上400円（小中は80円）　　　

無休、団体での来館は要事前連絡

無休、体験料1,300円～
毎月25日（7、8月は除く）　　　　　　　　　　
高校生270　20名以上大人360/高220/小人80

月曜（祝日の場合は翌日）・12/29～1/1（年末）・8月　
原則無休、その他ロケット打ち上げ当日要事前連絡

第3火曜日（祝日の場合は翌営業日※GW・7 ～ 10月は休館日なし）12/28 ～ 1/1、
2/15 ～末日まで、団体割引有り  20名以上大人420/高・大生290/小人210　　　

火曜日、年末年始（大人は中学生以上）
毎月第1火曜、12/29～1/1　
20名以上500/300/200　　

原則 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始12/28～　　
1/3　但しGW・7/20～8/31は無休　　　　　　　　　　

毎週土曜（12月～2月の期間）
年末年始（12/29～1/3)　　　

　

施設名 所在地 営業時間 TEL 休館日・備考料金
大人／小人／幼児

観光施設 ※記載内容は平成27年11月現在のものであり、
　内容が予告なく変更する場合があります。

南薩摩エリア

指宿市考古博物館 時遊館CoCCoはしむれ

岩崎美術館

砂むし会館「砂楽」

長崎鼻パーキングガーデン

山川砂むし温泉「砂湯里」

フラワーパークかごしま

開聞山麓自然公園

かいもん山麓ふれあい公園

薩摩伝承館

夢・風の里アグリランドえい

南九州市森林馬事公苑

知覧武家屋敷庭園有限責任事業組合

知覧特攻平和会館

ミュージアム知覧

ホタル館　富屋食堂

万世特攻平和祈念館

鑑真記念館

坊津歴史資料センター輝津館

笠沙恵比寿（自然体験）

指宿市十二町2290

指宿市十二町3755

指宿市湯の浜5-25-18

指宿市山川岡児ヶ水1571-1

指宿市山川福元3339-3

指宿市山川岡児ヶ水1611

指宿市開聞川尻6743-1

指宿市開聞十町2626

指宿市東方12131-4

南九州市頴娃町牧之内15025-5

南九州市川辺町野崎8152

南九州市知覧町郡13731-1

南九州市知覧町郡17881

南九州市知覧町郡17880

南九州市知覧町103-1

南さつま市加世田高橋1955-3

南さつま市坊津町秋目225-2

南さつま市坊津町坊9424-1

南さつま市笠沙町片浦14847-1

9：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

8：00～17：00　　
（入館は16：30まで）

8：30～21：00　　
（受付は20：30まで）

8：00～17：00
9：00 ～受付は閉館30分前まで　

（閉館は季節によって変動あり）　　

9：00～17：00　　
（入園は16：30まで）

8：00～17：00

9：00～17：00

8:30 ～ 18:00　　
　

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：00～17：00　　　　
（入館は16：30まで）　

9：00～17：00
9：00～17：00　　　

（入館は16：30まで）

9：30～16：30
9：00～17：00　　

（入館は16：30まで）

9：00～17：00

0993-23-5100

0993-22-4056

0993-23-3900

0993-35-0111

0993-35-2669

0993-35-3333

0993-32-2051

0993-32-5566

0993-23-0211

0993-36-3535

0993-56-0955

0993-58-7878

0993-83-2525

0993-83-4433

0993-58-7566

0993-52-3979

0993-68-0288

0993-67-0171

0993-59-5020

大人510/高大410/
小中300　　　　

大学・一般300円
高校生以下無料

1080/590/590　
（温泉のみ610円）

1200/600/無料
820/460/460

（浴衣こみ）

620/300/無料　　　　　
（高校生以上/小中学生/幼児）

360/210

無料（有料施設有）
1,500/1,200/600/300

（大人/大/高/小中）

無料（有料施設有）
詳細はお問い合わせ
ください　　　　　

500/300

500/300

300/200

400/300

300/200

200/100/無料

300/100/無料

入館料300/200

月曜・毎月第4水曜（いずれも祝日の場合は、翌日）　　　　　　　　　
年末年始（12/29 ～ 1/3）、20名以上 410/300/200　　　　　　　　　　

無休

7月・12月に休館日有・団体割引有
無休、15名以上800/400、50名以上700/350                               
100名以上600/300

年中無休　タオルレンタル有料           
料金等は一般料金（体験料金は別途）

12/30・31、20名以上は団体割引有
無休、15名以上  大人290円　　　　　　　
30名以上  高校生220円/小中学生170円　　

毎週火曜（祝日の場合は翌日）　　　　　　　
年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みは無休　

無休（メンテナンス休業有）

無休、温泉は火曜が定休日

月曜（祝日の場合は翌日）

無休、30名以上400/240
無休、30名以上400/240　　　　　　　　　　　
小中高校生の教育旅行は人数に関わらず団体割引

水曜（祝日を除く）、12/29～12/31、7/1～7/3、30名以上
280/180、知覧特攻平和会館との共通券あり600/400

無休、15名以上50円割引

12/31、1/1、20名以上250/150　　
　

月曜（祝日の場合は翌日）
20名以上3割引　　　　

20名以上 210/70

無休

奄美エリア

奄美パーク

田中一村記念美術館

ケンムン村

奄美海洋展示館

黒潮の森マングローブパーク

奄美大島紬村

奄美自然観察の森

奄美野生生物保護センター

カケロマリゾート（半潜水式水中観光船）

与論民俗村

サザンクロスセンター

奄美市笠利町節田1834

奄美市笠利町節田1834

奄美市笠利町用安1246-1

奄美市名瀬小宿字大浜701-1

奄美市住用町石原478

大島郡龍郷町赤尾木1945

大島郡龍郷町円1193

大島郡大和村思勝字腰ノ畑551

大島郡瀬戸内町古仁屋字大湊26-14

大島郡与論町東区693

大島郡与論町立長3313

9：00～18：00　　　　
7・8月 9：00～19：00　　

9：00～18：00　 　    
7・8月 9：00～19：00

10：00～17：00

9：30～18：00       
9：30～18：00　
入館は17：30まで

9：00～17：00

9：00～16：00　　

9：30～16：30

8：30～17：30

9：00～18：00
9：00～18：00

（入館17:30まで）

0997-55-2333

0997-55-2635

0997-63-1178

0997-55-6000

0997-56-3355

0997-62-3100

0997-54-1329

0997-55-8620

0997-72-1326

0997-97-2934

0997-97-3396

27P参照

27P参照
大人500/小人300

（中学生まで）　　　

500/300/100

500/300/100

500/200/無料
ガイド希望の場合　　
1人100円の環境協力金

無料

2500/1250/無料

400/200/無料

大人400/小人200

毎月第1・第3水曜、（祝日の場合は翌日）
4/29～5/5・7/21～8/31・年末年始は開園

奄美パークと同様　　　　　　　　　　　　　　　
大人620 、高・大生410、小中310、20名以上割引あり

無休

無休、20名以上450/270/90

元旦のみ、20名以上1割引　カヌー1,500円　　　　
　　

無休、20名以上1割引
12/28～1/3　　　　　　　　　　　　　　　　　

（不定休のため要問い合わせ、ガイド希望の場合要事前予約）

月曜（祝日を除く）　　　
年末年始（12/29 ～ 1/3）

無休（悪天候時欠航あり）、15名以上1割引

無休、15名以上50円引
無休（台風時臨時休館あり）、20名以上2割引　
大人（高校生以上）小人（小・中学生）駐車場無料
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タイプ
和　室 10

洋　室 26
　
　
　

バス・洗浄機付トイレ・テレビ・
エアコン・フリーWi-Fi・ドライヤー・
冷蔵庫（中身無し）・他和洋室 1

室数 畳数 附帯設備等

鹿児島県教育旅行受入対策協議会会員

霧島ロイヤルホテル
TEL.0995-57-2111
〒899-4201 霧島市霧島田口2703-5 Pバス40台、自家用車400台

■客室合計：350　■収容人員：1000名　■浴場：㊚80名 ㊛80名
■構造：（東館）鉄筋7階建　（西館）鉄筋9階建

設備・その他

タイプ

東
館

和洋室
洋洋室
洋　室
　〃
和　室
洋　室
和　室
スイート

6
5

43
6

64
214

12
3

8畳ツイン

トリプル
シングル

10畳
トリプル

10畳

バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫（内32室O/B）
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫

昭和60年3月開業。
東館7階建 西館9階建
屋内温泉
露天風呂サウナ

多目的大ホール 西館2階1カ所 
多目的ホール 西館3階9カ所 味のれん街
和式宴会場（大） 東館2階1カ所 他カジュアルコーナー有。売店
　　　　　（中） 東館2階2カ所 
　　　　　（小） 東館2・3階17カ所可能

西
館

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-57-1731

四季折々の表情の大自然に囲まれ
たリゾートホテル「霧島ロイヤルホ
テル」。温泉宴会などの施設や洗
練されたロビー、各客室をはじめ
周辺には天孫降臨神話の神々を
祀る霧島神宮、丸尾の滝、高千穂
牧場などを隣接し、旅の思い出を
より鮮やかに、より深く彩ります。

ホテルタイセイアネックス
TEL.099-257-1111
〒890-0053 鹿児島市中央町4-32　P200台（大型バス2台）

■客室合計：166　■収容人員：250名
■浴場：㊚無 ㊛無　■構造：鉄筋9階建

設備・その他

タイプ

洋　室 166

ツイン73室
シングル79室

ダブル12室
トリプル2室

全室バス・シャワートイレ・
テレビ・エアコン・各種アメニティ
Wi-Fi

大小宴会場（1会場 最大120名、2会場最大200名）
大小会議室（最大75名）
引率の先生方には大浴場（男性専用サウナ）で
その日の疲れをお取りいただけます。

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-257-1113

鹿児島中央駅より徒歩3分、進化する中
央駅や駅ビルはもちろん維新ふるさと
館や加治屋町など鹿児島を知る歴史
ゾーンも徒歩すぐで、自主研修にとても
便利です。ホテル前が市電の電停で
移動も便利です。

温泉ホテル中原別荘
TEL.099-225-2800
〒892-0841 鹿児島市照国町15-19　P大型バス3台

■客室合計：57　■畳数合計：573　■収容人員：360名
■浴場：㊚30名 ㊛30名　■構造：鉄筋7階建

設備・その他

タイプ

和　室

洋　室

50

和洋2・洋5

全室バス、トイレ、
テレビ付、冷暖房完備
各階に共同洗面所有り

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-226-3688

2014年10月に耐震改修工事と全館リ
ニューアル工事が完了、消防法改正によ
る新しい表示マークも取得し、安心安全
なホテルとしてオープンいたしました。
鹿児島市の中心に立地し、周辺には史
跡名勝、美術館、歴史資料センター等
があり、自主研修にも最適です。（公共
機関交通を使ったアクセスも抜群です。）

指宿ロイヤルホテル
TEL.0993-23-2211
〒891-0403 指宿市十二町4232-1　Pバス10台、自家用車50台

■客室合計：68　■収容人員：200名　■浴場：㊚30名 ㊛20名
■構造：鉄筋7階建

設備・その他

タイプ
和　室

和洋室

洋　室

13

19

36

全室バス、トイレ付

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-23-2214

真南に向かって建つホテルから
の眺 めは最 高。開聞岳と佐 多
岬、晴れた日には遠く屋久島の
島影も望めます。

鹿児島サンロイヤルホテル
TEL.099-253-2020
〒890-8581 鹿児島市与次郎1-8-10　P自家用車200台

■客室合計：265　■収容人員：300名　■浴場：㊚30名 ㊛30名
■構造：鉄筋コンクリート建13階

設備・その他

タイプ

和　室 8/10/12畳

シングル 15.27㎡
ツイン・トリプル 22.47㎡

洋　室
265

バス、トイレ、テレビ、
エアコン

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-255-0186

市街地からややはなれており、
市民文化ホール、県営球場、陸
上競技場、武道館等が隣接し、
また文化・スポーツ地区に位置
しており、環境の良さと桜島の眺
望が自慢です。

錦江高原ホテル
TEL.099-262-2111
〒891-0144 鹿児島市下福元町3273　P自家用車500台

■客室合計：24　■収容人員：112名　■浴場：㊚30名 ㊛30名
■構造：鉄筋コンクリート2階建

設備・その他

タイプ

和洋室 10・12・20

ツイン29㎡洋　室

14

10
バス、トイレ、テレビ、エアコン

バス、トイレ、ウォシュレット、テレビ
全室有線LAN/無線LAN・Wi-Fi完備

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-262-2198

霧島連山から大隅半島、そして
正面にそびえる桜島。波光きら
めく錦江湾や市街地を一望でき
る標高400mからの絶景。

（写真は男性露天風呂）

ホテル吹上荘
TEL.099-224-3500
〒892-0841 鹿児島市照国町18-15　Pバス3台

■客室合計：55　■収容人員：180名
■浴場：桂の湯15名 桃の湯10名　■構造：鉄筋8階建

設備・その他

タイプ

和　室 7.5～20

シングル・ツイン洋　室

30

25

全室に
バス、ウォシュレット、
テレビ、エアコン

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-224-9787

緑多い照国神社前にあり、美術
館・歴史資料館等文化ゾーンに
あり自主研修に便利です。共同
浴室は温泉で、料理は郷土料理
等ご要望にお応えいたします。

指宿フェニックスホテル
TEL.0993-23-4111
〒891-0403 指宿市十二町4320　Pバス20台、自家用車100台

■客室合計：145　■収容人員：500名
■浴場：㊚70名 ㊛100名　■構造：鉄筋7階建

設備・その他

タイプ

和　室 8～10畳

洋　室

137

8

全室バス、トイレ、ウォシュレット
洗面所、金庫、テレビ、
冷蔵庫

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-23-4121

温暖な気候に恵まれ亜熱帯植物
が生い茂り、原色の花が四季に
咲き乱れています。自然にふれ
あう旅もよいものです。

指宿シーサイドホテル
TEL.0993-23-3111
〒891-0402 指宿市十町1912　Pバス15台

■客室合計：104　■収容人員：350名　■浴場：㊚60名 ㊛60名
■構造：鉄筋コンクリート 地下1階・地上6階建

設備・その他

タイプ

和　室

洋　室

57

42

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-22-4231

錦江湾を眺望する海辺のホテル。
錦江湾に添った7階建リゾートホ
テル。指宿名物砂むし温泉館内
完備。展望大浴場で心ゆくまで
南国旅情を味わって頂けます。

指宿海上ホテル
TEL.0993-22-2221
〒891-0403 指宿十二町3750　Pバス10台、自家用車70台

■客室合計：85　■収容人員：350名　■浴場：㊚50名 ㊛50名
■構造：5階一部、6階鉄筋建

設備・その他

タイプ

和　室 10畳/8畳
全室バス、トイレ付

全室バス、トイレ、冷暖房完備

洋　室

55/19

11/その他
特別ルーム

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-22-5926

玄関を入ると目の前に広がる海。
その名の通り、海の上に浮いて
いるようなホテルです。
オーシャンビューの展望大浴場
にジャグジー、砂むし温泉、足湯、
砂足湯と温泉三昧楽しめます。

休暇村　指宿
TEL.0993-22-3211
〒891-0404 指宿市東方10445　P100台

■客室合計：56　■収容人員：204名　■浴場：㊚40名 ㊛40名
■構造：鉄筋3階建

設備・その他

7.5～12畳

ツイン
トリプル

FAX.0993-22-3213

平成25年8月リニューアルオープン！
敷地は20万坪、自然に囲まれた
広大な敷地の中に、グラウンド、
オートキャンプ場等があり、また
花も一年中咲き乱れ、一大レク
リエーションエリアとなっている。
指宿名物砂むし温泉も館内完備。

霧島観光ホテル
TEL.0995-78-2531
〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3885 Pバス15台、自家用車80台

■客室合計：114　■収容人員：462名　
■浴場：㊚80名 ㊛80名　■構造：鉄筋6階建×2棟

設備・その他

タイプ

和　室 8・10畳

ツイン
トイレ、バス

洋　室

91

和洋室9
洋　室14

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-78-2474

鹿児島より1時間30分。雄大な
桜島、錦江湾を眼下に、遥かに
開聞岳、後には霊峰高千穂峰に
象徴される国立公園霧島連山、
その山麓標高500ｍに位置する
当ホテルよりの展望はパノラミッ
クなすばらしさです。

ホテル霧島キャッスル
TEL.0995-78-2211
〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3878-49 Pバス20台、自家用車150台

■客室合計：157　■収容人員：600名　
■浴場：㊚150名 ㊛100名　■構造：鉄筋8階建

設備・その他

タイプ

和　室 14畳

8畳＋ツイン

全室
バス・トイレ、ウオシュレット、
テレビ、冷蔵庫和洋室

45

112

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-78-3732

一面に広がる緑と澄み切った空気、
標高500mの高台に建つ、霧島温泉
でも絶好のロケーションを誇るホテル
は 、都会では味わえない自然の恵み
に身も心も安らぐ高原の温泉宿です。
広々お部屋、湯量豊富な温泉大浴場、
美 味 な朝夕食は 教 育 旅 行、合 宿、
スポーツの大会の宿泊には最適です。

シーサイドホテル屋久島
TEL.0997-42-0175
〒891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦1208-9　P自家用車50台

■客室合計：80　■収容人員：280名　■浴場：㊚50名 ㊛40名
■構造：鉄筋4階建

設備・その他

タイプ

和　室 6畳、8畳

シングル3
ツイン20

バス・トイレ・エアコン・テレビ・
冷蔵庫（中身なし）付

洋　室

57

23

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0997-42-0502

宮之浦港より徒歩5分。
遠くは開聞岳や硫黄島、竹島、
大隅半島、種子島までもが見渡
せ、太平洋のワイドな眺望を手
に入れた絶好のロケーションで
す。

霧島いわさきホテル
TEL.0995-78-8888
〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3958　P自家用車300台、大型バス20台

■客室合計：168　■収容人員：353名　
■浴場：㊚300名 ㊛300名　■構造：地下1階、地上9階建

設備・その他

タイプ
和　室 10～12畳

ツイン
（一部トリプル）

洋　室

5

和洋室16
洋　室139
スイート8

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-78-4488

坂本龍馬ゆかりの渓流沿いの露
天風呂「緑渓湯苑」と大浴場「御
山の湯」の大露天風呂、趣の異
なる温泉をご堪能ください。

指宿ベイテラス HOTEL&SPA
TEL.0993-23-5552
〒891-0304 指宿市東方5000番地 P150台 ／無料

■客室合計：82　■収容人員：220名　■浴場：㊚30名 ㊛30名
■構造：鉄筋コンクリート地上4階・地下2階

設備・その他

タイプ
和　室 42
洋　室 22

和8 ～ 10畳
ツイン　

　
　

トイレ（ウォシュレット）・洗面台
テレビ・冷暖房和洋室 8

スイート 10

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-23-5571

錦江湾と指宿の街並みを見下ろ
す高台。爽やかな風、澄み切った
空気。あらためて自然の心地よさ
を実感します。朝日を迎え、夕日を
送るくつろぎの時間。自然を感じ、
自然体でいられる場所。それが
指宿ベイテラス HOTEL&SPAです。

ホテル京セラ
TEL.0995-43-7111
〒899-5117 霧島市隼人町見次1409-1 Pバス10台、自家用車300台

■客室合計：149　■収容人員：300名　■浴場：㊚30名 ㊛30名
■構造：鉄筋コンクリート　地下1階・地上8階建

設備・その他

タイプ

和　室 14畳 バス、トイレ、エアコン、
冷蔵庫、テレビその他
フル設備洋　室

2

147 シングル・ツイン

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-43-7331

○鹿児島空港・九州自動車道溝
辺ICより、お車で約15分。

○鹿児島県の中央、霧島市に位
置し、世界的な建築家黒川紀
章氏設計によるハイグレード
なシティ＆リゾートホテル。

バス・トイレ（ウォシュレット）・
エアコン・冷蔵庫（中身有り）・
テレビ・各種アメニティ有り

鹿児島東急 REI ホテル
TEL.099-256-0109
〒890-0053 鹿児島市中央町5-1　P自家用車60台

■客室合計：190　■収容人員：286名　■浴場：㊚無 ㊛無
■構造：鉄筋コンクリート10階建

設備・その他

タイプ

洋　室 15.2～18.4㎡190

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-253-3692

鹿児島中央駅前の東急ホテルズ
鹿児島東急REIホテルは、観光や
ビジネスの拠点としてだけでな
く、南九州随一の繁華街「天文
館」にもほど近い、鹿児島での活
動にたいへん便利なロケーショ
ンです。

ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート
TEL.099-257-2411
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町22-1　Pホテル駐車場、契約県営駐車場あり

■客室合計：198　■収容人員：350名　■浴場：㊚無 ㊛無
■構造：鉄筋コンクリート10階建

設備・その他

タイプ

洋　室 シングル・ツイン
ダブル・スイート

ツインにエキストラベッドを入れて、
トリプル、フォースの対応もOK

206

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-257-6083

錦江湾に浮かぶ桜島を眼前に臨
み、どのお部屋にも明るい光が
ふりそそぎます。その自然の雄
大さと開放感で、特別な思い出
作りにふさわしい、非日常的な空
間を味わうことができます。

宿泊施設

鹿児島市

霧島市

指宿市 地下800mより湧き出す良質の天然温泉は、皆様に大変喜ばれております。
食事会場は120畳、80畳、55畳とあり、ミーティング等小会議室も2ヶ所あり。
外出も天文館の繁華街まで5分と近く便利です。ご出発のとき号車毎にキャン
ディーバスケットをプレゼント。生徒参加型もちつき体験も好評です。

大浴場、露天風呂・コーヒーラウンジ・ショッピングプラザ
ゲームコーナー・プール（夏期のみ）・陶芸窯

シングル・ルーム以外は全室桜島側に面しております。
一会場で全員一緒の食事ができます。
売店は1階にございます。
入浴は、各部屋のバス使用となります。

◯当館は、地下1500mより良質の天然温泉があり、かけ流しになって
おります。

◯大宴会場飛天の間は600名収容です。
◯中央駅との間にシャトルバスも運行中。

○天然温泉浴室あり。庭園内地下700m湧出するアルカリ性単純温泉
◯大・小宴会場（20名～100名）
◯1階に売店、レストラン　2階にライブラリー
◯歴史講話もできます。（要予約）

放送設備、売店設備、グラウンドゴルフコース（2コース） 
屋外プール・砂むし湯（45席）
宴会場200畳（250名）、100畳（100名）

会　議　場　100名2つに区分出来る。
宴　会　場　300畳（320名）6つに区分出来る。
ダイニング　160名　　　　　　　砂むし温泉　（同時対応35名）
売　　　店　1階　　　　　　　　露天風呂付洋室4部屋

各部屋バス・トイレ付
ホテル専用砂むしあり。（一般1,000円、修学旅行500円）
大浴場は展望浴場
室内プールあり（夏期のみ）

砂むし温泉（40名収容）・大浴場（温泉）・レストラン・宴会場（120名
収容）・会議室（70名収容）・喫茶・コインランドリー・卓球・グラウ
ンド・オートキャンプ場・ホテル専用砂むし温泉あり（一般930円、修
学旅行510円）

展望浴場80名収容・露天風呂男子20名、女子25名
カラオケボックス　18名収容×1ルーム ※カラオケボックス1ルームにて

全室、冷暖房完備・ジャングル大浴場・広間
（200畳×1、84畳×1、45畳×2）

平成25年11月中旬全館リニューアル済

展望大浴場・サウナ・カラオケボックス・売店
全館禁煙
大宴会場280名収容

種子島あらきホテル
TEL.0997-22-1555
〒891-3111 西之表市西町78番地　P敷地内10台、他20台

■客室合計：37（大部屋含む）　■収容人員：115名
■浴場：㊚50名 ㊛50名　■構造：鉄筋5階建

設備・その他

FAX.0997-22-0019

創業1848年（嘉永元年）、種子島
一の老舗宿。海の玄関口、西之
表港より一番近く、種子島の観光
拠点に大変便利です。市街地に
位置し、各観光地、観光施設への
アクセスもよく、救急病院や消防
署との連携も整っています。

男女浴場（種子島唯一の源泉掛け流し天然温泉）2016年新設
大小宴会場・会議室・火縄銃展示コーナー・展望テラス・パソコンコーナー
その他、種子島での素晴らしい教育旅行となるよう、スタッフ一同お手伝いさせ
ていただきます。観光施設や体験型観光など、お気軽にお申し付けください。

渓流露天風呂・温泉大浴場・ボウリング・カラオケ・ビリヤード・
売店・会議場500名（シアター）・バンケットルーム350名収容

霧島国際ホテル
TEL.0995-78-2621
〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3930-12　P大型バス20台可

■客室合計：179（他25）　■収容人員：550名　
■浴場：㊚150名 ㊛150名　■構造：鉄筋8階建

設備・その他

タイプ

和　室 10～12畳

ツイン洋　室

78

和洋室44
洋　室32

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-78-3139

霧島屋久国立公園の中心にあ
り、大自然のふところ深く四季を
ご満喫出来ます。
鹿児島・宮崎の中心に位置し、
登山キャンプ等の屋外活動も可
能です。

ゲームコーナー・大浴場・大広間（500名収容可）

指宿いわさきホテル
TEL.0993-22-2131
〒891‒0493 指宿市十二町3805-1　P自家用車500台

■客室合計：340　■収容人員：754名　■浴場：㊚100名 ㊛100名
■構造：鉄筋10階建

設備・その他

タイプ

和　室 10畳・10畳＋控の間
12.5畳

バス・ウォシュレット
テレビ、エアコン
冷蔵庫（中身有り/自己申告）洋　室

55

285 30㎡～

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-24-3215

薩摩半島の最南端、錦江湾沿い
に建ち、亜熱帯に囲まれた南国
ムード漂うリゾートホテル。砂む
し温泉をはじめ、美術館やテニ
スコートなど施設も充実していま
す。

宴会場・会議室、売店、砂むし（有料：1,080円）、遊技施設（ゲーム機
コーナー・ボウリング場・ビリヤード等）、屋外プール（夏期のみ）・サッ
カー場

グラウンド・体育館・大浴場・セラミックスパ
大会議室・小会議室などミーティングルーム完備
その他テニスコート・屋内プール・貸切露天風呂・カラオケルーム・
ラウンジ等も設備しております。

総客室数（本館＋アネックス=328室）　　総収容人員600名
大宴会場（最大450席）、その他中・小７ヵ所
温泉大浴場、室内・外アミューズメント水着スパ（100名）
縄文遺跡ミュージアム
※ヘアドライヤー、ズボンプレッサー、タオル・リネン類、バスアメニティ等フルセット。

◯一会場で全員一緒の食事が可能です。
◯入浴は各部屋のバス使用となります。
◯宴会場・会議室
　大宴会場340㎡（2つに区分できる）小宴会場100㎡（2つに区分できる）

○シングル以外のお部屋は全てベイサイドでバルコニー付き。
○お食事はブッフェスタイルやセットメニューなどご相談承ります。
○大中小の宴会場・レストラン・売店ございます。

タイプ
和　室 6～12畳

全室トイレ付

洋　室

30

11 ツイン3・ダブル8

和洋室 15

室数 畳数 附帯設備等

客 室 禁 煙
耐震改修済

屋久島

種子島

鹿児島市 指宿市

霧島市 屋久島・種子島

42



タイプ
和　室 10

洋　室 26
　
　
　

バス・洗浄機付トイレ・テレビ・
エアコン・フリーWi-Fi・ドライヤー・
冷蔵庫（中身無し）・他和洋室 1

室数 畳数 附帯設備等

鹿児島県教育旅行受入対策協議会会員

霧島ロイヤルホテル
TEL.0995-57-2111
〒899-4201 霧島市霧島田口2703-5 Pバス40台、自家用車400台

■客室合計：350　■収容人員：1000名　■浴場：㊚80名 ㊛80名
■構造：（東館）鉄筋7階建　（西館）鉄筋9階建

設備・その他

タイプ

東
館

和洋室
洋洋室
洋　室
　〃
和　室
洋　室
和　室
スイート

6
5

43
6

64
214

12
3

8畳ツイン

トリプル
シングル

10畳
トリプル

10畳

バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫（内32室O/B）
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫
バス・トイレ、エアコン、冷蔵庫

昭和60年3月開業。
東館7階建 西館9階建
屋内温泉
露天風呂サウナ

多目的大ホール 西館2階1カ所 
多目的ホール 西館3階9カ所 味のれん街
和式宴会場（大） 東館2階1カ所 他カジュアルコーナー有。売店
　　　　　（中） 東館2階2カ所 
　　　　　（小） 東館2・3階17カ所可能

西
館

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-57-1731

四季折々の表情の大自然に囲まれ
たリゾートホテル「霧島ロイヤルホ
テル」。温泉宴会などの施設や洗
練されたロビー、各客室をはじめ
周辺には天孫降臨神話の神々を
祀る霧島神宮、丸尾の滝、高千穂
牧場などを隣接し、旅の思い出を
より鮮やかに、より深く彩ります。

ホテルタイセイアネックス
TEL.099-257-1111
〒890-0053 鹿児島市中央町4-32　P200台（大型バス2台）

■客室合計：166　■収容人員：250名
■浴場：㊚無 ㊛無　■構造：鉄筋9階建

設備・その他

タイプ

洋　室 166

ツイン73室
シングル79室

ダブル12室
トリプル2室

全室バス・シャワートイレ・
テレビ・エアコン・各種アメニティ
Wi-Fi

大小宴会場（1会場 最大120名、2会場最大200名）
大小会議室（最大75名）
引率の先生方には大浴場（男性専用サウナ）で
その日の疲れをお取りいただけます。

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-257-1113

鹿児島中央駅より徒歩3分、進化する中
央駅や駅ビルはもちろん維新ふるさと
館や加治屋町など鹿児島を知る歴史
ゾーンも徒歩すぐで、自主研修にとても
便利です。ホテル前が市電の電停で
移動も便利です。

温泉ホテル中原別荘
TEL.099-225-2800
〒892-0841 鹿児島市照国町15-19　P大型バス3台

■客室合計：57　■畳数合計：573　■収容人員：360名
■浴場：㊚30名 ㊛30名　■構造：鉄筋7階建

設備・その他

タイプ

和　室

洋　室

50

和洋2・洋5

全室バス、トイレ、
テレビ付、冷暖房完備
各階に共同洗面所有り

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-226-3688

2014年10月に耐震改修工事と全館リ
ニューアル工事が完了、消防法改正によ
る新しい表示マークも取得し、安心安全
なホテルとしてオープンいたしました。
鹿児島市の中心に立地し、周辺には史
跡名勝、美術館、歴史資料センター等
があり、自主研修にも最適です。（公共
機関交通を使ったアクセスも抜群です。）

指宿ロイヤルホテル
TEL.0993-23-2211
〒891-0403 指宿市十二町4232-1　Pバス10台、自家用車50台

■客室合計：68　■収容人員：200名　■浴場：㊚30名 ㊛20名
■構造：鉄筋7階建

設備・その他

タイプ
和　室

和洋室

洋　室

13

19

36

全室バス、トイレ付

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-23-2214

真南に向かって建つホテルから
の眺 めは最 高。開聞岳と佐 多
岬、晴れた日には遠く屋久島の
島影も望めます。

鹿児島サンロイヤルホテル
TEL.099-253-2020
〒890-8581 鹿児島市与次郎1-8-10　P自家用車200台

■客室合計：265　■収容人員：300名　■浴場：㊚30名 ㊛30名
■構造：鉄筋コンクリート建13階

設備・その他

タイプ

和　室 8/10/12畳

シングル 15.27㎡
ツイン・トリプル 22.47㎡

洋　室
265

バス、トイレ、テレビ、
エアコン

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-255-0186

市街地からややはなれており、
市民文化ホール、県営球場、陸
上競技場、武道館等が隣接し、
また文化・スポーツ地区に位置
しており、環境の良さと桜島の眺
望が自慢です。

錦江高原ホテル
TEL.099-262-2111
〒891-0144 鹿児島市下福元町3273　P自家用車500台

■客室合計：24　■収容人員：112名　■浴場：㊚30名 ㊛30名
■構造：鉄筋コンクリート2階建

設備・その他

タイプ

和洋室 10・12・20

ツイン29㎡洋　室

14

10
バス、トイレ、テレビ、エアコン

バス、トイレ、ウォシュレット、テレビ
全室有線LAN/無線LAN・Wi-Fi完備

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-262-2198

霧島連山から大隅半島、そして
正面にそびえる桜島。波光きら
めく錦江湾や市街地を一望でき
る標高400mからの絶景。

（写真は男性露天風呂）

ホテル吹上荘
TEL.099-224-3500
〒892-0841 鹿児島市照国町18-15　Pバス3台

■客室合計：55　■収容人員：180名
■浴場：桂の湯15名 桃の湯10名　■構造：鉄筋8階建

設備・その他

タイプ

和　室 7.5～20

シングル・ツイン洋　室

30

25

全室に
バス、ウォシュレット、
テレビ、エアコン

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-224-9787

緑多い照国神社前にあり、美術
館・歴史資料館等文化ゾーンに
あり自主研修に便利です。共同
浴室は温泉で、料理は郷土料理
等ご要望にお応えいたします。

指宿フェニックスホテル
TEL.0993-23-4111
〒891-0403 指宿市十二町4320　Pバス20台、自家用車100台

■客室合計：145　■収容人員：500名
■浴場：㊚70名 ㊛100名　■構造：鉄筋7階建

設備・その他

タイプ

和　室 8～10畳

洋　室

137

8

全室バス、トイレ、ウォシュレット
洗面所、金庫、テレビ、
冷蔵庫

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-23-4121

温暖な気候に恵まれ亜熱帯植物
が生い茂り、原色の花が四季に
咲き乱れています。自然にふれ
あう旅もよいものです。

指宿シーサイドホテル
TEL.0993-23-3111
〒891-0402 指宿市十町1912　Pバス15台

■客室合計：104　■収容人員：350名　■浴場：㊚60名 ㊛60名
■構造：鉄筋コンクリート 地下1階・地上6階建

設備・その他

タイプ

和　室

洋　室

57

42

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-22-4231

錦江湾を眺望する海辺のホテル。
錦江湾に添った7階建リゾートホ
テル。指宿名物砂むし温泉館内
完備。展望大浴場で心ゆくまで
南国旅情を味わって頂けます。

指宿海上ホテル
TEL.0993-22-2221
〒891-0403 指宿十二町3750　Pバス10台、自家用車70台

■客室合計：85　■収容人員：350名　■浴場：㊚50名 ㊛50名
■構造：5階一部、6階鉄筋建

設備・その他

タイプ

和　室 10畳/8畳
全室バス、トイレ付

全室バス、トイレ、冷暖房完備

洋　室

55/19

11/その他
特別ルーム

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-22-5926

玄関を入ると目の前に広がる海。
その名の通り、海の上に浮いて
いるようなホテルです。
オーシャンビューの展望大浴場
にジャグジー、砂むし温泉、足湯、
砂足湯と温泉三昧楽しめます。

休暇村　指宿
TEL.0993-22-3211
〒891-0404 指宿市東方10445　P100台

■客室合計：56　■収容人員：204名　■浴場：㊚40名 ㊛40名
■構造：鉄筋3階建

設備・その他

7.5～12畳

ツイン
トリプル

FAX.0993-22-3213

平成25年8月リニューアルオープン！
敷地は20万坪、自然に囲まれた
広大な敷地の中に、グラウンド、
オートキャンプ場等があり、また
花も一年中咲き乱れ、一大レク
リエーションエリアとなっている。
指宿名物砂むし温泉も館内完備。

霧島観光ホテル
TEL.0995-78-2531
〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3885 Pバス15台、自家用車80台

■客室合計：114　■収容人員：462名　
■浴場：㊚80名 ㊛80名　■構造：鉄筋6階建×2棟

設備・その他

タイプ

和　室 8・10畳

ツイン
トイレ、バス

洋　室

91

和洋室9
洋　室14

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-78-2474

鹿児島より1時間30分。雄大な
桜島、錦江湾を眼下に、遥かに
開聞岳、後には霊峰高千穂峰に
象徴される国立公園霧島連山、
その山麓標高500ｍに位置する
当ホテルよりの展望はパノラミッ
クなすばらしさです。

ホテル霧島キャッスル
TEL.0995-78-2211
〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3878-49 Pバス20台、自家用車150台

■客室合計：157　■収容人員：600名　
■浴場：㊚150名 ㊛100名　■構造：鉄筋8階建

設備・その他

タイプ

和　室 14畳

8畳＋ツイン

全室
バス・トイレ、ウオシュレット、
テレビ、冷蔵庫和洋室

45

112

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-78-3732

一面に広がる緑と澄み切った空気、
標高500mの高台に建つ、霧島温泉
でも絶好のロケーションを誇るホテル
は 、都会では味わえない自然の恵み
に身も心も安らぐ高原の温泉宿です。
広々お部屋、湯量豊富な温泉大浴場、
美 味 な朝夕食は 教 育 旅 行、合 宿、
スポーツの大会の宿泊には最適です。

シーサイドホテル屋久島
TEL.0997-42-0175
〒891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦1208-9　P自家用車50台

■客室合計：80　■収容人員：280名　■浴場：㊚50名 ㊛40名
■構造：鉄筋4階建

設備・その他

タイプ

和　室 6畳、8畳

シングル3
ツイン20

バス・トイレ・エアコン・テレビ・
冷蔵庫（中身なし）付

洋　室

57

23

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0997-42-0502

宮之浦港より徒歩5分。
遠くは開聞岳や硫黄島、竹島、
大隅半島、種子島までもが見渡
せ、太平洋のワイドな眺望を手
に入れた絶好のロケーションで
す。

霧島いわさきホテル
TEL.0995-78-8888
〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3958　P自家用車300台、大型バス20台

■客室合計：168　■収容人員：353名　
■浴場：㊚300名 ㊛300名　■構造：地下1階、地上9階建

設備・その他

タイプ
和　室 10～12畳

ツイン
（一部トリプル）

洋　室

5

和洋室16
洋　室139
スイート8

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-78-4488

坂本龍馬ゆかりの渓流沿いの露
天風呂「緑渓湯苑」と大浴場「御
山の湯」の大露天風呂、趣の異
なる温泉をご堪能ください。

指宿ベイテラス HOTEL&SPA
TEL.0993-23-5552
〒891-0304 指宿市東方5000番地 P150台 ／無料

■客室合計：82　■収容人員：220名　■浴場：㊚30名 ㊛30名
■構造：鉄筋コンクリート地上4階・地下2階

設備・その他

タイプ
和　室 42
洋　室 22

和8 ～ 10畳
ツイン　

　
　

トイレ（ウォシュレット）・洗面台
テレビ・冷暖房和洋室 8

スイート 10

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-23-5571

錦江湾と指宿の街並みを見下ろ
す高台。爽やかな風、澄み切った
空気。あらためて自然の心地よさ
を実感します。朝日を迎え、夕日を
送るくつろぎの時間。自然を感じ、
自然体でいられる場所。それが
指宿ベイテラス HOTEL&SPAです。

ホテル京セラ
TEL.0995-43-7111
〒899-5117 霧島市隼人町見次1409-1 Pバス10台、自家用車300台

■客室合計：149　■収容人員：300名　■浴場：㊚30名 ㊛30名
■構造：鉄筋コンクリート　地下1階・地上8階建

設備・その他

タイプ

和　室 14畳 バス、トイレ、エアコン、
冷蔵庫、テレビその他
フル設備洋　室

2

147 シングル・ツイン

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-43-7331

○鹿児島空港・九州自動車道溝
辺ICより、お車で約15分。

○鹿児島県の中央、霧島市に位
置し、世界的な建築家黒川紀
章氏設計によるハイグレード
なシティ＆リゾートホテル。

バス・トイレ（ウォシュレット）・
エアコン・冷蔵庫（中身有り）・
テレビ・各種アメニティ有り

鹿児島東急 REI ホテル
TEL.099-256-0109
〒890-0053 鹿児島市中央町5-1　P自家用車60台

■客室合計：190　■収容人員：286名　■浴場：㊚無 ㊛無
■構造：鉄筋コンクリート10階建

設備・その他

タイプ

洋　室 15.2～18.4㎡190

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-253-3692

鹿児島中央駅前の東急ホテルズ
鹿児島東急REIホテルは、観光や
ビジネスの拠点としてだけでな
く、南九州随一の繁華街「天文
館」にもほど近い、鹿児島での活
動にたいへん便利なロケーショ
ンです。

ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート
TEL.099-257-2411
〒890-0064 鹿児島市鴨池新町22-1　Pホテル駐車場、契約県営駐車場あり

■客室合計：198　■収容人員：350名　■浴場：㊚無 ㊛無
■構造：鉄筋コンクリート10階建

設備・その他

タイプ

洋　室 シングル・ツイン
ダブル・スイート

ツインにエキストラベッドを入れて、
トリプル、フォースの対応もOK

206

室数 畳数 附帯設備等

FAX.099-257-6083

錦江湾に浮かぶ桜島を眼前に臨
み、どのお部屋にも明るい光が
ふりそそぎます。その自然の雄
大さと開放感で、特別な思い出
作りにふさわしい、非日常的な空
間を味わうことができます。

宿泊施設

鹿児島市

霧島市

指宿市 地下800mより湧き出す良質の天然温泉は、皆様に大変喜ばれております。
食事会場は120畳、80畳、55畳とあり、ミーティング等小会議室も2ヶ所あり。
外出も天文館の繁華街まで5分と近く便利です。ご出発のとき号車毎にキャン
ディーバスケットをプレゼント。生徒参加型もちつき体験も好評です。

大浴場、露天風呂・コーヒーラウンジ・ショッピングプラザ
ゲームコーナー・プール（夏期のみ）・陶芸窯

シングル・ルーム以外は全室桜島側に面しております。
一会場で全員一緒の食事ができます。
売店は1階にございます。
入浴は、各部屋のバス使用となります。

◯当館は、地下1500mより良質の天然温泉があり、かけ流しになって
おります。

◯大宴会場飛天の間は600名収容です。
◯中央駅との間にシャトルバスも運行中。

○天然温泉浴室あり。庭園内地下700m湧出するアルカリ性単純温泉
◯大・小宴会場（20名～100名）
◯1階に売店、レストラン　2階にライブラリー
◯歴史講話もできます。（要予約）

放送設備、売店設備、グラウンドゴルフコース（2コース） 
屋外プール・砂むし湯（45席）
宴会場200畳（250名）、100畳（100名）

会　議　場　100名2つに区分出来る。
宴　会　場　300畳（320名）6つに区分出来る。
ダイニング　160名　　　　　　　砂むし温泉　（同時対応35名）
売　　　店　1階　　　　　　　　露天風呂付洋室4部屋

各部屋バス・トイレ付
ホテル専用砂むしあり。（一般1,000円、修学旅行500円）
大浴場は展望浴場
室内プールあり（夏期のみ）

砂むし温泉（40名収容）・大浴場（温泉）・レストラン・宴会場（120名
収容）・会議室（70名収容）・喫茶・コインランドリー・卓球・グラウ
ンド・オートキャンプ場・ホテル専用砂むし温泉あり（一般930円、修
学旅行510円）

展望浴場80名収容・露天風呂男子20名、女子25名
カラオケボックス　18名収容×1ルーム ※カラオケボックス1ルームにて

全室、冷暖房完備・ジャングル大浴場・広間
（200畳×1、84畳×1、45畳×2）

平成25年11月中旬全館リニューアル済

展望大浴場・サウナ・カラオケボックス・売店
全館禁煙
大宴会場280名収容

種子島あらきホテル
TEL.0997-22-1555
〒891-3111 西之表市西町78番地　P敷地内10台、他20台

■客室合計：37（大部屋含む）　■収容人員：115名
■浴場：㊚50名 ㊛50名　■構造：鉄筋5階建

設備・その他

FAX.0997-22-0019

創業1848年（嘉永元年）、種子島
一の老舗宿。海の玄関口、西之
表港より一番近く、種子島の観光
拠点に大変便利です。市街地に
位置し、各観光地、観光施設への
アクセスもよく、救急病院や消防
署との連携も整っています。

男女浴場（種子島唯一の源泉掛け流し天然温泉）2016年新設
大小宴会場・会議室・火縄銃展示コーナー・展望テラス・パソコンコーナー
その他、種子島での素晴らしい教育旅行となるよう、スタッフ一同お手伝いさせ
ていただきます。観光施設や体験型観光など、お気軽にお申し付けください。

渓流露天風呂・温泉大浴場・ボウリング・カラオケ・ビリヤード・
売店・会議場500名（シアター）・バンケットルーム350名収容

霧島国際ホテル
TEL.0995-78-2621
〒899-6603 霧島市牧園町高千穂3930-12　P大型バス20台可

■客室合計：179（他25）　■収容人員：550名　
■浴場：㊚150名 ㊛150名　■構造：鉄筋8階建

設備・その他

タイプ

和　室 10～12畳

ツイン洋　室

78

和洋室44
洋　室32

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0995-78-3139

霧島屋久国立公園の中心にあ
り、大自然のふところ深く四季を
ご満喫出来ます。
鹿児島・宮崎の中心に位置し、
登山キャンプ等の屋外活動も可
能です。

ゲームコーナー・大浴場・大広間（500名収容可）

指宿いわさきホテル
TEL.0993-22-2131
〒891‒0493 指宿市十二町3805-1　P自家用車500台

■客室合計：340　■収容人員：754名　■浴場：㊚100名 ㊛100名
■構造：鉄筋10階建

設備・その他

タイプ

和　室 10畳・10畳＋控の間
12.5畳

バス・ウォシュレット
テレビ、エアコン
冷蔵庫（中身有り/自己申告）洋　室

55

285 30㎡～

室数 畳数 附帯設備等

FAX.0993-24-3215

薩摩半島の最南端、錦江湾沿い
に建ち、亜熱帯に囲まれた南国
ムード漂うリゾートホテル。砂む
し温泉をはじめ、美術館やテニ
スコートなど施設も充実していま
す。

宴会場・会議室、売店、砂むし（有料：1,080円）、遊技施設（ゲーム機
コーナー・ボウリング場・ビリヤード等）、屋外プール（夏期のみ）・サッ
カー場

グラウンド・体育館・大浴場・セラミックスパ
大会議室・小会議室などミーティングルーム完備
その他テニスコート・屋内プール・貸切露天風呂・カラオケルーム・
ラウンジ等も設備しております。

総客室数（本館＋アネックス=328室）　　総収容人員600名
大宴会場（最大450席）、その他中・小７ヵ所
温泉大浴場、室内・外アミューズメント水着スパ（100名）
縄文遺跡ミュージアム
※ヘアドライヤー、ズボンプレッサー、タオル・リネン類、バスアメニティ等フルセット。

◯一会場で全員一緒の食事が可能です。
◯入浴は各部屋のバス使用となります。
◯宴会場・会議室
　大宴会場340㎡（2つに区分できる）小宴会場100㎡（2つに区分できる）

○シングル以外のお部屋は全てベイサイドでバルコニー付き。
○お食事はブッフェスタイルやセットメニューなどご相談承ります。
○大中小の宴会場・レストラン・売店ございます。

タイプ
和　室 6～12畳

全室トイレ付

洋　室

30

11 ツイン3・ダブル8

和洋室 15

室数 畳数 附帯設備等

客 室 禁 煙
耐震改修済

屋久島

種子島

鹿児島市 指宿市

霧島市 屋久島・種子島

43



霧島市牧園町高千穂
3240番地

住

9：00～18：00営

1F ：210名　2F： 95名人
なし休

大型バス10台・乗用車500台P

0995-78-2240TEL
0995-78-3003FAX

霧島市溝辺町麓876-15住

売店   8：30～18：00
レストラン   11：00～21：00

営

400名人
12/26 ～ 29休

大型バス20台・乗用車200台P

0995-58-2535TEL
0995-58-3621FAX

宮崎県都城市吉之元町
5265-103

住

4～10月　9:00～17:30
11～3月　9:00～17:00

営

250名人
お問い合わせください休

大型バス10台・乗用車1000台P

0986-33-2102TEL
0986-33-2105FAX

鹿児島市吉野町9700-1 住

11：00～14：00営

500名（椅子席・座敷）人
なし休

大型バス50台・乗用車500台P

099-247-1551　TEL
099-247-9539FAX

観光関係 お問い合わせ鹿児島県教育旅行
受入対策協議会会員

〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1
TEL.099-286-3008　FAX.099-286-5580

鹿児島県観光課

〒102-0093　東京都千代田区平河町2丁目6-3都道府県会館12階
TEL.03-5212-9060　FAX.03-5212-9061

鹿児島県東京事務所

〒892-0821　鹿児島市名山町9-1県産業会館1階
TEL.099-223-5771　FAX.099-225-7484

鹿児島県観光連盟

〒892-8677　鹿児島市山下町11-1
TEL.099-216-1344　FAX.099-216-1320

鹿児島市観光プロモーション課

〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル1F
TEL.03-3506-9174　FAX.03-3506-9559

かごしま遊楽館（観光案内）

〒899-0292　出水市緑町1-3
TEL.0996-63-4061　FAX.0996-63-1331

出水市観光交流課

〒895-8650　薩摩川内市神田町3-22
TEL.0996-23-5111　FAX.0996-25-1704

薩摩川内市観光・シティセールス課

〒899-2592　日置市伊集院町郡1丁目100
TEL.099-273-2111　FAX.099-273-3063

日置市商工観光課

〒899-4394　霧島市国分中央3丁目45-1
TEL.0995-45-5111　FAX.0995-64-0958

霧島市観光課

〒896-8601　いちき串木野市昭和通133-1
TEL.0996-32-3111　FAX.0996-32-3124

いちき串木野市観光交流課

〒897-0392　南九州市知覧町郡6204
TEL.0993-83-2511　FAX.0993-83-4658

南九州市商工観光課

〒899-6292　姶良郡湧水町木場222
TEL.0995-74-3111　FAX.0995-74-4249

湧水町商工観光課

〒895-2511　伊佐市大口里2845-2
TEL.0995-29-4113　FAX.0995-22-9420

伊佐市伊佐ＰＲ課

〒891-3111　西之表市西町49-1
TEL.0997-23-0111　FAX.0997-23-0770

種子島観光協会

〒812-0012　福岡市博多区博多駅中央街8-20第二博多相互ビル5階501号
TEL.092-441-2852　FAX.092-441-2863

鹿児島県福岡事務所

〒530-0001　大阪市北区梅田1-3-1-900大阪駅前第1ビル9階11号
TEL.06-6341-5618　FAX.06-6341-7210

鹿児島県大阪事務所

〒891-0497　指宿市十町2424
TEL.0993-22-2111　FAX.0993-23-4987

指宿市観光課

〒897-8501　南さつま市加世田川畑2648
TEL.0993-53-2111　FAX.0993-53-5465

南さつま市観光交流課

〒891-2192　垂水市上町114
TEL.0994-32-1111　FAX.0994-32-6625

垂水市水産商工観光課

喜入
霧島
樋脇
松山
阿久根
長島
くにの松原おおさき
根占
川辺やすらぎの郷
奄美大島住用
桜島
きんぽう木花館
おおすみ弥五郎伝説の里
たからべ　きらら館
いぶすき　彩花菜館
たるみず
すえよし
黒之瀬戸だんだん市場
山川港活お海道
錦江にしきの里
野方あらさの

099-345-1117
0995-57-1711
0996-38-2506
099-487-3800
0996-74-1400
0996-88-5531
0994-71-6666
0994-24-5113
0993-58-3131
0997-56-3355
099-245-2011
0993-77-3833
099-482-5666
0986-28-5666
0993-27-9022
0994-34-2237
0986-79-1900
0996-65-2222
0993-27-6507
0994-22-0831
0994-71-0165

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

鹿児島市喜入町6094-1

霧島市霧島田口2583-22

薩摩川内市樋脇町市比野156

志布志市松山町新橋1526-1

阿久根市大川4816-6

出水郡長島町指江1576-1

曽於郡大崎町神領2419

肝属郡南大隅町根占山本6868

南九州市川辺町清水6910

奄美市住用町石原478

鹿児島市桜島横山町1722-48

南さつま市金峰町池辺1383

曽於市大隅町岩川6134-1

曽於市財部町南俣17-1

指宿市小牧52-4

垂水市牛根麗1038-1

曽於市末吉町深川11051-1

出水郡長島町山門野4093

指宿市山川金生1-10

肝属郡錦江町神川3306-18

曽於市郡大崎町野方2810-7

せとうち海の駅

かごしま・ひらかわ海の駅

0997-72-4626

099-261-2038

TEL.

TEL.

大島郡瀬戸内町大字古仁屋字
大湊26-14

鹿児島市平川町3419

海 の 駅 所 在 地 問い合わせ

道の駅・海の駅 情報

企画発行

鹿児島県教育旅行受入対策協議会会員

鹿児島県教育旅行受入対策協議会
〒892-0821　鹿児島市名山町9-1県産業会館1階
鹿児島県観光連盟内
TEL.099-223-5771　FAX.099-225-7484

鹿児島県、鹿児島県観光連盟、鹿児島市、出水市、指宿市、垂水市、
薩摩川内市、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、
湧水町、伊佐市、種子島観光協会

温泉ホテル中原別荘、鹿児島サンロイヤルホテル、
鹿児島東急ＲＥＩホテル、錦江高原ホテル、ホテル吹上荘、レンブラントホテル鹿児島、
ホテル京セラ、指宿フェニックスホテル、指宿シーサイドホテル、休暇村指宿、
指宿海上ホテル、指宿ロイヤルホテル、霧島国際ホテル、霧島観光ホテル、
ホテル霧島キャッスル、霧島ロイヤルホテル、ホテルタイセイアネックス、
指宿いわさきホテル、霧島いわさきホテル、指宿ベイテラスHOTEL&SPA、
シーサイドホテル屋久島、種子島あらきホテル

いわさきコーポレーション鹿児島交通観光バス、いわさきバスネットワーク、
南国交通観光、全日本空輸、九州旅客鉄道、
マリックスライン、種子屋久高速船、マルエーフェリー、鹿児島市船舶局

JTB・JTB協定旅館ホテル連盟鹿児島支部
日本旅行・日本旅行協定旅館ホテル連盟鹿児島支部
近畿日本ツーリスト・近畿日本ツーリスト協定旅館ホテル連盟鹿児島支部
東武トップツアーズ・東武トップツアーズ協定旅館ホテル連盟鹿児島支部

島津興業、本場大島紬織物協同組合、奄美の里、かごしま旅の駅魔猿城、
昭和製菓見学工場 薩摩庵、旅の駅 桜島、桜島レストハウス、
霧島高原まほろばの里、高千穂牧場、知覧パラダイス、上野原縄文の森、
バレル・バレープラハ＆GEN、鹿児島市水族館公社、坂元醸造、
さつまいもの館、鹿児島ふるさと物産館、明和食品、松栄軒
鹿児島観光コンベンション協会、鹿児島商工会議所、エコ・リンク・アソシエーション、
垂水市漁業協同組合、桜島ミュージアム、かごしまグリーン・ツーリズム協議会、
出水民泊プランニング、かのやツーリズム推進協議会

道 の 駅 所 在 地 問い合わせ桜島レストハウス

桜島レストハウス
レストラン名

お食事はご予算に応じてご用意いたします。桜島港から
車で1分。

鹿児島市桜島横山町61住

9：00～17：00営

1,000名（椅子席）人
なし休

大型バス20台・乗用車50台P

099-293-2211TEL
099-293-2392FAX

旅の駅桜島　桜島物産館

旅の駅桜島 桜島物産館
レストラン名

各メディアの中継等で利用される、記念撮影向けの展望
所があります。お食事は、アレルギー等要望に応じて対
応いたします。
桜島ミュージアムより徒歩5分。

鹿児島市桜島赤水町1427
099-293-3558
099-293-3556
9：00 ～ 17：00
なし
600名(椅子席・テーブル席)
大型バス30台・乗用車100台

住

営

人
休

P

TEL
FAX

奄美の里

オーキッドガーデン
レストラン名

奄美を代表する郷土料理、鶏飯が名物。施設内では大
島紬の製作工程や奄美を象徴する壮大な庭園の見学が
できる。

鹿児島市南栄1丁目8住

9：00～17：00営

400名（椅子席）人
なし休

大型バス20台・乗用車150台P

099-268-0331TEL
099-267-7419FAX

仙巌園（磯庭園）・尚古集成館

レストラン松風軒
レストラン名

代々島津家当主が愛した大名庭園で、鹿児島の郷土料
理をご堪能頂けます。
料理につきましては、ご予算に応じます。

鹿児島市七ツ島1丁目66-1住

11：00～14：00営

200名人
なし休

大型バス20台・乗用車300台P

099-284-6806TEL
099-284-6807FAX

鹿児島ふるさと物産館

かごしまふるさと物産館
レストラン名

鹿児島の食文化を丸ごと堪能！
他店と違うところは、地産地消のお土産が充実しており
ます。

高千穂牧場

高千穂牧場
レストラン名

本格派の焼肉・ジンギスカン料理をお楽しみ頂けます。
調理長特製カレーは絶品！店内は団体のお客様もそろっ
てお食事できる広さです。

鹿児島市岡之原町4442番地5号住

9：00～17：30営
なし休

099-243-7117TEL
099-243-8245FAX

明和食品株式会社

明和食品株式会社
レストラン名

教育旅行用のお弁当はご予算に応じて650円～ 1080円
の全6種類ございます。又、アレルギー除去食の対応も
致しております。

出水市上鯖渕532-5住

8：00～17：00営
なし休

0996-62-6617TEL
0996-62-0555FAX

㈱松栄軒

㈱松栄軒
レストラン名

松栄軒は「鉄道省公認出水駅汽車弁当」として昭和四年
に創業しました。「すべて食べて頂けるお弁当」に真心こ
めて、鹿児島の魅力をおいしさで全国に発信致します。

バレル・バレープラハ＆GEN

バレル・バレープラハ＆GEN
レストラン名

チェコ政府観光局日本代表部が設置されており、木工の
おもちゃ、ガラス工芸品の販売をはじめ、レストランで
は、チェコの代表的な料理が楽しめます。
焼酎の製造工程を学ぶことができます。

鹿児島県霧島市福山町福山3075住

10：00～17：00（16：00オーダーストップ）
10：00～11：00 デザート、ドリンクタイム

営

100名人
なし休

80台（情報館）P

0995-54-7700TEL
0995-54-7111FAX

坂元のくろず「壺畑」

くろずレストラン「壺畑」
レストラン名

眼前に広がる壺畑をご覧頂きながら、「坂元のくろず」を使
用した、体にやさしい中華料理をお楽しみ頂けます。ま
た、隣接した、くろず情報館「壺畑」では、「坂元のくろず」の
歴史や製法など見学できます。ショッピングもできます。

霧島高原まほろばの里

まほろばの里レストラン
レストラン名

ファミリーレストラン、ステーキハウス、バーベキューハウ
スや和食処など多彩なレストランを揃えております。お食
事施設の他、陶芸体験やグラススキーなど体験メニュー
も豊富で売店も充実している総合レジャー施設です。

知覧パラダイス

知覧パラダイス
レストラン名

知覧特攻平和公園内最大のレストラン。お土産品も充
実しており食事、買い物を一度にできる。特に、学生向
け専用メニューの郷土料理「鶏飯」が人気。特攻平和会
館と駐車場が共同なので使いやすい。

南九州市知覧町
特攻平和公園内

住

9：00～17：00営

600名人
なし休

大型バス50台・乗用車100台P

0993-83-3211TEL
0993-83-3210FAX

（2015.11月）
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霧島市牧園町高千穂
3240番地

住

9：00～18：00営

1F ：210名　2F： 95名人
なし休

大型バス10台・乗用車500台P

0995-78-2240TEL
0995-78-3003FAX

霧島市溝辺町麓876-15住

売店   8：30～18：00
レストラン   11：00～21：00

営

400名人
12/26 ～ 29休

大型バス20台・乗用車200台P

0995-58-2535TEL
0995-58-3621FAX

宮崎県都城市吉之元町
5265-103

住

4～10月　9:00～17:30
11～3月　9:00～17:00

営

250名人
お問い合わせください休

大型バス10台・乗用車1000台P

0986-33-2102TEL
0986-33-2105FAX

鹿児島市吉野町9700-1 住

11：00～14：00営

500名（椅子席・座敷）人
なし休

大型バス50台・乗用車500台P

099-247-1551　TEL
099-247-9539FAX

観光関係 お問い合わせ鹿児島県教育旅行
受入対策協議会会員

〒890-8577　鹿児島市鴨池新町10-1
TEL.099-286-3008　FAX.099-286-5580

鹿児島県観光課

〒102-0093　東京都千代田区平河町2丁目6-3都道府県会館12階
TEL.03-5212-9060　FAX.03-5212-9061

鹿児島県東京事務所

〒892-0821　鹿児島市名山町9-1県産業会館1階
TEL.099-223-5771　FAX.099-225-7484

鹿児島県観光連盟

〒892-8677　鹿児島市山下町11-1
TEL.099-216-1344　FAX.099-216-1320

鹿児島市観光プロモーション課

〒100-0006　東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル1F
TEL.03-3506-9174　FAX.03-3506-9559

かごしま遊楽館（観光案内）

〒899-0292　出水市緑町1-3
TEL.0996-63-4061　FAX.0996-63-1331

出水市観光交流課

〒895-8650　薩摩川内市神田町3-22
TEL.0996-23-5111　FAX.0996-25-1704

薩摩川内市観光・シティセールス課

〒899-2592　日置市伊集院町郡1丁目100
TEL.099-273-2111　FAX.099-273-3063

日置市商工観光課

〒899-4394　霧島市国分中央3丁目45-1
TEL.0995-45-5111　FAX.0995-64-0958

霧島市観光課

〒896-8601　いちき串木野市昭和通133-1
TEL.0996-32-3111　FAX.0996-32-3124

いちき串木野市観光交流課

〒897-0392　南九州市知覧町郡6204
TEL.0993-83-2511　FAX.0993-83-4658

南九州市商工観光課

〒899-6292　姶良郡湧水町木場222
TEL.0995-74-3111　FAX.0995-74-4249

湧水町商工観光課

〒895-2511　伊佐市大口里2845-2
TEL.0995-29-4113　FAX.0995-22-9420

伊佐市伊佐ＰＲ課

〒891-3111　西之表市西町49-1
TEL.0997-23-0111　FAX.0997-23-0770

種子島観光協会

〒812-0012　福岡市博多区博多駅中央街8-20第二博多相互ビル5階501号
TEL.092-441-2852　FAX.092-441-2863

鹿児島県福岡事務所

〒530-0001　大阪市北区梅田1-3-1-900大阪駅前第1ビル9階11号
TEL.06-6341-5618　FAX.06-6341-7210

鹿児島県大阪事務所

〒891-0497　指宿市十町2424
TEL.0993-22-2111　FAX.0993-23-4987

指宿市観光課

〒897-8501　南さつま市加世田川畑2648
TEL.0993-53-2111　FAX.0993-53-5465

南さつま市観光交流課

〒891-2192　垂水市上町114
TEL.0994-32-1111　FAX.0994-32-6625

垂水市水産商工観光課

喜入
霧島
樋脇
松山
阿久根
長島
くにの松原おおさき
根占
川辺やすらぎの郷
奄美大島住用
桜島
きんぽう木花館
おおすみ弥五郎伝説の里
たからべ　きらら館
いぶすき　彩花菜館
たるみず
すえよし
黒之瀬戸だんだん市場
山川港活お海道
錦江にしきの里
野方あらさの

099-345-1117
0995-57-1711
0996-38-2506
099-487-3800
0996-74-1400
0996-88-5531
0994-71-6666
0994-24-5113
0993-58-3131
0997-56-3355
099-245-2011
0993-77-3833
099-482-5666
0986-28-5666
0993-27-9022
0994-34-2237
0986-79-1900
0996-65-2222
0993-27-6507
0994-22-0831
0994-71-0165

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

鹿児島市喜入町6094-1

霧島市霧島田口2583-22

薩摩川内市樋脇町市比野156

志布志市松山町新橋1526-1

阿久根市大川4816-6

出水郡長島町指江1576-1

曽於郡大崎町神領2419

肝属郡南大隅町根占山本6868

南九州市川辺町清水6910

奄美市住用町石原478

鹿児島市桜島横山町1722-48

南さつま市金峰町池辺1383

曽於市大隅町岩川6134-1

曽於市財部町南俣17-1

指宿市小牧52-4

垂水市牛根麗1038-1

曽於市末吉町深川11051-1

出水郡長島町山門野4093

指宿市山川金生1-10

肝属郡錦江町神川3306-18

曽於市郡大崎町野方2810-7

せとうち海の駅

かごしま・ひらかわ海の駅

0997-72-4626

099-261-2038

TEL.

TEL.

大島郡瀬戸内町大字古仁屋字
大湊26-14

鹿児島市平川町3419

海 の 駅 所 在 地 問い合わせ

道の駅・海の駅 情報

企画発行

鹿児島県教育旅行受入対策協議会会員

鹿児島県教育旅行受入対策協議会
〒892-0821　鹿児島市名山町9-1県産業会館1階
鹿児島県観光連盟内
TEL.099-223-5771　FAX.099-225-7484

鹿児島県、鹿児島県観光連盟、鹿児島市、出水市、指宿市、垂水市、
薩摩川内市、日置市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、
湧水町、伊佐市、種子島観光協会

温泉ホテル中原別荘、鹿児島サンロイヤルホテル、
鹿児島東急ＲＥＩホテル、錦江高原ホテル、ホテル吹上荘、レンブラントホテル鹿児島、
ホテル京セラ、指宿フェニックスホテル、指宿シーサイドホテル、休暇村指宿、
指宿海上ホテル、指宿ロイヤルホテル、霧島国際ホテル、霧島観光ホテル、
ホテル霧島キャッスル、霧島ロイヤルホテル、ホテルタイセイアネックス、
指宿いわさきホテル、霧島いわさきホテル、指宿ベイテラスHOTEL&SPA、
シーサイドホテル屋久島、種子島あらきホテル

いわさきコーポレーション鹿児島交通観光バス、いわさきバスネットワーク、
南国交通観光、全日本空輸、九州旅客鉄道、
マリックスライン、種子屋久高速船、マルエーフェリー、鹿児島市船舶局

JTB・JTB協定旅館ホテル連盟鹿児島支部
日本旅行・日本旅行協定旅館ホテル連盟鹿児島支部
近畿日本ツーリスト・近畿日本ツーリスト協定旅館ホテル連盟鹿児島支部
東武トップツアーズ・東武トップツアーズ協定旅館ホテル連盟鹿児島支部

島津興業、本場大島紬織物協同組合、奄美の里、かごしま旅の駅魔猿城、
昭和製菓見学工場 薩摩庵、旅の駅 桜島、桜島レストハウス、
霧島高原まほろばの里、高千穂牧場、知覧パラダイス、上野原縄文の森、
バレル・バレープラハ＆GEN、鹿児島市水族館公社、坂元醸造、
さつまいもの館、鹿児島ふるさと物産館、明和食品、松栄軒
鹿児島観光コンベンション協会、鹿児島商工会議所、エコ・リンク・アソシエーション、
垂水市漁業協同組合、桜島ミュージアム、かごしまグリーン・ツーリズム協議会、
出水民泊プランニング、かのやツーリズム推進協議会

道 の 駅 所 在 地 問い合わせ桜島レストハウス

桜島レストハウス
レストラン名

お食事はご予算に応じてご用意いたします。桜島港から
車で1分。

鹿児島市桜島横山町61住

9：00～17：00営

1,000名（椅子席）人
なし休

大型バス20台・乗用車50台P

099-293-2211TEL
099-293-2392FAX

旅の駅桜島　桜島物産館

旅の駅桜島 桜島物産館
レストラン名

各メディアの中継等で利用される、記念撮影向けの展望
所があります。お食事は、アレルギー等要望に応じて対
応いたします。
桜島ミュージアムより徒歩5分。

鹿児島市桜島赤水町1427
099-293-3558
099-293-3556
9：00 ～ 17：00
なし
600名(椅子席・テーブル席)
大型バス30台・乗用車100台

住

営

人
休

P

TEL
FAX

奄美の里

オーキッドガーデン
レストラン名

奄美を代表する郷土料理、鶏飯が名物。施設内では大
島紬の製作工程や奄美を象徴する壮大な庭園の見学が
できる。

鹿児島市南栄1丁目8住

9：00～17：00営

400名（椅子席）人
なし休

大型バス20台・乗用車150台P

099-268-0331TEL
099-267-7419FAX

仙巌園（磯庭園）・尚古集成館

レストラン松風軒
レストラン名

代々島津家当主が愛した大名庭園で、鹿児島の郷土料
理をご堪能頂けます。
料理につきましては、ご予算に応じます。

鹿児島市七ツ島1丁目66-1住

11：00～14：00営

200名人
なし休

大型バス20台・乗用車300台P

099-284-6806TEL
099-284-6807FAX

鹿児島ふるさと物産館

かごしまふるさと物産館
レストラン名

鹿児島の食文化を丸ごと堪能！
他店と違うところは、地産地消のお土産が充実しており
ます。

高千穂牧場

高千穂牧場
レストラン名

本格派の焼肉・ジンギスカン料理をお楽しみ頂けます。
調理長特製カレーは絶品！店内は団体のお客様もそろっ
てお食事できる広さです。

鹿児島市岡之原町4442番地5号住

9：00～17：30営
なし休

099-243-7117TEL
099-243-8245FAX

明和食品株式会社

明和食品株式会社
レストラン名

教育旅行用のお弁当はご予算に応じて650円～ 1080円
の全6種類ございます。又、アレルギー除去食の対応も
致しております。

出水市上鯖渕532-5住

8：00～17：00営
なし休

0996-62-6617TEL
0996-62-0555FAX

㈱松栄軒

㈱松栄軒
レストラン名

松栄軒は「鉄道省公認出水駅汽車弁当」として昭和四年
に創業しました。「すべて食べて頂けるお弁当」に真心こ
めて、鹿児島の魅力をおいしさで全国に発信致します。

バレル・バレープラハ＆GEN

バレル・バレープラハ＆GEN
レストラン名

チェコ政府観光局日本代表部が設置されており、木工の
おもちゃ、ガラス工芸品の販売をはじめ、レストランで
は、チェコの代表的な料理が楽しめます。
焼酎の製造工程を学ぶことができます。

鹿児島県霧島市福山町福山3075住

10：00～17：00（16：00オーダーストップ）
10：00～11：00 デザート、ドリンクタイム

営

100名人
なし休

80台（情報館）P

0995-54-7700TEL
0995-54-7111FAX

坂元のくろず「壺畑」

くろずレストラン「壺畑」
レストラン名

眼前に広がる壺畑をご覧頂きながら、「坂元のくろず」を使
用した、体にやさしい中華料理をお楽しみ頂けます。ま
た、隣接した、くろず情報館「壺畑」では、「坂元のくろず」の
歴史や製法など見学できます。ショッピングもできます。

霧島高原まほろばの里

まほろばの里レストラン
レストラン名

ファミリーレストラン、ステーキハウス、バーベキューハウ
スや和食処など多彩なレストランを揃えております。お食
事施設の他、陶芸体験やグラススキーなど体験メニュー
も豊富で売店も充実している総合レジャー施設です。

知覧パラダイス

知覧パラダイス
レストラン名

知覧特攻平和公園内最大のレストラン。お土産品も充
実しており食事、買い物を一度にできる。特に、学生向
け専用メニューの郷土料理「鶏飯」が人気。特攻平和会
館と駐車場が共同なので使いやすい。

南九州市知覧町
特攻平和公園内

住

9：00～17：00営

600名人
なし休

大型バス50台・乗用車100台P

0993-83-3211TEL
0993-83-3210FAX

（2015.11月）

レストラン昼食施設 お弁当レストラン

45




