
大分県では、農業や農村生活を通して、日頃（都会）
の生活とは異なったもう一つ（田舎）の生活を体験し
ていただくことに重点を置いています。農村生活そ
のものに入り込み、制限された時間内にメニューを
消化するのではなく、ゆっくりと流れる農村時間で受
け入れ家族と一緒に農作業や食事づくりを行ったり
食事をしたりしながら、ふれあいの時を過ごします。

泊民村農ータンセーャチルカンリマ県分大

所在地 大分県佐伯市蒲江大字竹野浦河内１８３４番地の２ 所在地 大分県東部・北部・西部・南部の各エリア

電話 0972-42-1311 電話 0978-42-5502（大分県GT研究会）

FAX 0972-42-1531 FAX 0978-42-5504（大分県GT研究会）

交通アクセス 大分自動車道・佐伯IC下車、バスで約40分。 交通アクセス 各エリアにて異なる

り有場車駐有場車駐

料無等金料場車駐料無等金料場車駐

開館時間 チェックイン　15：00／チェックアウト　10：00 開館時間

）03：41翌～00：31（合場の日2泊1間時要所学見るな異りよにムラグロプ間時要所学見

るな異てにアリエ各数人入受るな異りよにムラグロプ数人入受

日館休しな日館休 特になし

金料るな異りよにムラグロプ金料
1泊2日（2食付）の場合、＠8,950円
昼食代は別途、＠700円必要

要必性要必の約予要必性要必の約予

法方込申約予。いさだくみ込申おてに話電お法方込申約予
（公財）日本修学旅行協会　大阪事務所
電話06-6209-7797

施設アドレス http://www.oita-mcc.jp/ 施設アドレス http://www.oita-gt.jp/

観光ＨＰ等 観光ＨＰ等

スポーツ学習　　大分①

（写真）

自然体験・（農業体験）　　大分②

（写真）

施
設

施
設

名称 名　称

２０１５年に東九州道が蒲江まで開通して、大分空
港から９０分程で訪れることが可能になった佐伯市
蒲江町。サンゴ礁が生存できる最北端ということも
あり、ダイビングのメッカとして知られています。当施
設では、ダイビングの他にもカヌー、カッターなどの
マリンスポーツや海洋科学館やプラネタリウム施設
も備わっており、様々な体験学習が可能です。地域
の生業や海辺の暮らしを学ぶプログラム「あまべ渡
世大学」も好評です。



別府と湯布院の中間に位置し、阿蘇くじゅう国
立公園内にある城島高原では、トレッキングや
高原散策などの環境学習ができます。また、別
府は世界各国から多くの留学生が学ぶ国際学
生都市であり、留学生との国際交流も体験でき
ます。

城島高原クーパトーゾリ浜吉住

地番321原高島城市府別県分大地在所2－5611江守市築杵県分大地在所

話電6119-36-8790話電 ０９７７－２２－１１６６　（販売推進課）

XAF2609-36-8790XAF ０９７７－２２－５４０３

。分５１でスバりよＣＩ府別、道車動自分大スセクア通交大分空港道路杵築ＩＣから１５分スセクア通交

りあ場車駐用専スバ型大場車駐有場車駐

料無はスバ等金料場車駐料無等金料場車駐

間時館開００：８１～００：８間時館開
ゆうえんち（９：００～１７：００、季節により延長時間あり）、ホテル
（希望時間によりプログラム可能）

体験所要時間 ウインドサーフィン体験　１２０～１８０分 体験所要時間 プログラムにより異なる

受入人数 最大１００名（他のアクティビティと併せ300名まで可能） 受入人数 プログラムにより異なる

日館休）定予（日曜水・火・月の週終最月１日館休
１月後半から２月上旬にかけてメンテナンス休日あ
り

るな異りよにムラグロプ金料るな異りよにーュニメ金料

要必性要必の約予要必性要必の約予

話電法方込申約予話電法方込申約予

施設アドレス http://www.sumiyoshihama.com/ 施設アドレス http://www.kijimakogen.jp/

観光ＨＰ紹介

　　　スポーツ学習　　大分③　　

（写真）

自然体験・環境学習　大分④

施
設

名　称 名　称

施
設

別府湾に突き出た４０万平方メートルの半島が
全てスポーツフィールド。遠浅のビーチを利用
して、最大１００名が一度にウインドサーフィン
を体験できます。また、小型定置網漁、地引網
体験も可能で海岸に生息する様々な生き物を
実際に見て、触れ合うことで生物多様性を学
ぶことができます。



「バリアフリー」と「ユニバーデザイン」という似
て非なる考え方の違いを学んでいただけま
す。
体験活動を通じて、普通に暮らす事の尊さを
学び、チャレンジする事の重要性が学べる学
習効果があります。（福祉作業・介護／支援
体験）

」陽太ダンホ「市田日・　市築杵・

所在地
（サンドイッチ型城下町）大分県杵築市
（豆田町・咸宜園）大分県日田市

所在地 （日出工場）大分県速見郡日出町大字川崎3968

電話
（杵築市観光協会）0978-63-0100
（日田市観光協会）0973-22-2036

電話 0977-73-1414

FAX FAX 0977-73-1400

交通アクセス
（杵築市）大分空港道路杵築ICから車で10分
（日田市）大分自動車道日田ICから車で5分

交通アクセス 大分自動車道日出ICから車で約20分

り有場車駐有場車駐

料無等金料場車駐料無等金料場車駐

０３：５１～００：３１、００：２１～０３：９間時館開00:71～03:8間時館開

内以分02間時1間時要所学見。すまきで応対に由自は定設間時間時要所

スラク2回1数人入受談相要数人入受

日館休。すまりな異りよに設施日館休 土・日・祝日及び12月29日～1月3日

料金 ガイド料金別途 料金 無料

有性要必の約予有性要必の約予

話電法方込申約予話電法方込申約予

スレドア設施スレドア設施 http://www.honda-sun.co.jp

観光ＨＰ紹介
（杵築市）http://www.city.kitsuki.lg.jp
（日田市）http://www.oidehita.com

観光ＨＰ紹介

歴史学習　大分⑤

（写真）

生活文化学習（キャリア体験）　大分⑥

（写真）

施
設

施
設

名　称 名　称

日本唯一のサンドイッチ型城下町の杵築市で和
服体験を通して、江戸の城下町散策することによ
り、当時の時代背景等が学べます。
また、天領として栄えた日田市では、江戸当時の
町並みがそのまま現存されており、町並み散策と
２０１５年日本遺産に認定された儒学者広瀬淡窓
先生が開いた私塾咸宜園での歴史が学べます。



江戸時代から明治、大正、昭和の30年代にか
けて、豊後高田の中心商店街は国東半島一の
賑やかな"お町"として栄えていました。豊後高
田｢昭和の町｣は、この商店街が最後に元気
だった時代、昭和30年代の賑わいをもう一度よ
みがえらせようという願いをこめて、平成13年に
着手した町づくりです。

豊後高田「昭和の町」

所在地
大分県豊後高田市新町989-1
（豊後高田市観光まちづくり株式会社）

電話 0978－23-1860

FAX 0978-23-1870

交通アクセス 宇佐別府道路、宇佐ＩＣよりバスで約１５分

駐車場 大型バス専用駐車場あり

駐車場料金等 無料

開館時間 特になし

体験所要時間 特になし

受入人数 特になし

休館日 特になし

料金 無料

予約の必要性 見学のみの場合はなし

予約申込方法

施設アドレス http://www.showanomachi.com/index.php

観光ＨＰ紹介

施
設

生活文化学習（施設体験）　大分⑦

（写真）

名　称

修学旅行の人気ルートに「やまなみハイウエイ」
沿線と周辺に、人が渡る吊橋としては日本一の
九重”夢”大吊橋、ラムサール条約に登録され
たくじゅう坊ガツル・タデ原湿原があり、雄大な
自然を体験できます。また、冬季にはスキー場
もあり、スポーツ対戦とセットで自然体験メ
ニューが充実しています。

九重夢大吊橋

所在地 大分県玖珠郡九重町大字田野1208

0083-37-3790話電

FAX

交通アクセス 大分自動車道九重ICから車で20分

名　称

⑧分大　　習学境環・験体然自

（写真）

交通アクセス 大分自動車道九重ICから車で20分

有場車駐

料無等金料場車駐

開館時間
8：30～16：30（1月～6月/11・12月）
8：30～17：30（7月～10月）

しなに特間時要所験体

しなに特数人入受

休館日

料金 小学生200円、中学生以上500円（団体割あり）

いさだく絡連ごに前事性要必の約予

話電法方込申約予

観光HP紹介 http://www.yumeooturihashi.com/

施
設



八丁原発電所は、国内最大の地熱発電所であり、化石
燃料を全く使わず地下から取り出した蒸気を利用するク
リーンな発電です。地下の岩盤の中に閉じ込められ、マ
グマの熱で高い温度になっている地下水を蒸気井（じょ
うきせい）で取り出して発電に使います。蒸気を取り出し
た残りの熱水は、再び地下へ戻します。このように、地
熱発電は、地熱という自然の力を利用した発電方法で、
国内の資源を有効に活用しているのです。

八丁原発電所(展示館)

所在地
〒879-4912
大分県玖珠郡九重町大字湯坪字八丁原601番地

話電  0973-79-2853

FAX

交通アクセス 大分自動車道九重ICから車で40分

名　称

⑨分大　　習学境環・験体然自

（写真）

場車駐 大型車８台・乗用車20台収容可能

等金料場車駐 無料

開館時間 ９時～17時

間時要所験体 約１時間
（映像上映と屋外施設及びタービン建屋見学

数人入受 特に制限はありませんが大ホールは90名、小ホー
ルは45名まで入場可能

休館日

料金

性要必の約予 事前にご連絡ください

法方込申約予 0973-79-2853

観光HP紹介 http://www.kyuden.co.jp/life_pavilion_hachobaru_in
dex

施
設

うみたまご（大分マリーンパレス水族館）

所在地 大分県大分市高崎山下海岸

電話 097-534-1010

FAX 097-534-1013

交通アクセス 大分自動車道別府ICから車で20分

名　称

自然体験・環境学習　大分⑩

（写真）

駐車場 大型バス専用駐車場あり

駐車場料金等 有料

開館時間 9：00～18：00

体験所要時間 20分（体験プログラム）

受入人数 30名

休館日 特になし

料金 （高校生以上）2,200円　（小・中学生）1,100円

予約の必要性 事前に連絡ください

予約申込方法 電話

観光ＨＰ紹介 http://www.umitamago.jp/

施
設

年末年始（12月29日～１月３日）ただし、雨天時や発電所の
定期検査時（通常９月～10月）は見学できない場合あり)

大回遊水槽には、約90種類1,500尾の魚が泳いで
おり、直接海の生物に触れることができるエリアも
あります。また、「動物とあそぶ×アートであそぶ」
がテーマの新感覚ビーチがうみたまごのとなりに
誕生し、自然のままの動物たちと触れ合うことが
できます。相手を思いやる心を育むとともに、飼育
員との質疑応答を通じて問題解決力も育みます。



うみたま体験パーク「つくみイルカ島」は、イルカと人間の
「ふれあい・癒し」をテーマにした体験型施設。
うみたまごと津久見市のコラボレーションにより誕生し、
自然の海に多くのイルカたちが暮らしています。
イルカたちのパフォーマンスを楽しんだり、イルカふれあ
い体験に挑戦したり、直接イルカに餌をあげたりすること
ができるつくみイルカ島は、まさにイルカとあそべるオー
シャンリゾート。

うみたま体験パーク「つくみイルカ島」

所在地
大分県津久見市大字四浦2218番地10

0203-58-2790：LET話電

0103-58-2790：XAFXAF

交通アクセス 津久見ICから約20分

名　称

自然体験・環境学習　大分⑪
（写真）

駐車場 大型バス駐車場有
津久見マルシェに確認（0972-85-3111）

駐車場料金等 無料

開館時間 10時～16時（季節により延長あり）

体験所要時間 1時間～1時間30分

受入人数 300名　（要相談）

休館日 1月中旬から2月中旬までの約1ヶ月はメンテナンス
のため

料金 学校行事料金(修学旅行に適用）
高校生：510円、中学生：430円

予約の必要性 事前にご連絡ください

予約申込方法 0972-85-3020

観光ＨＰ紹介 http://www.tsukumi-irukajima.jp/

餌やり、触れ合いは別料金、人数など要相談

施
設

2010年10月に株式会社力の源カンパニー（ラー
メン店「博多一風堂」等を運営）が設立した農業
生産法人です。標高700m～750mの久住高原で
スイートコーン・ミニトマト・ニンニク・しょうが・ア
スパラガス・ブルーベリー等の栽培を生産してい
ます。家庭菜園とは異なる本格的な大規模農業
体験で気持ちのよい汗をかいてみませんか。

くしふるの大地

9457丹白町住久市田竹県分大地在所

0223-46-4790話電

1223-46-4790XAF

交通アクセス
大分自動車道九重ICから車で約1時間、
竹田市内より車で30分

有場車駐

料無等金料場車駐

営業時間

談相要間時要所

しな限制数人入受数人入受

無日業休

るな異りよにムラグロプ金料

要必性要必の約予

み込申おてに話電お法方込申約予

施設アドレス http://www.kushifuru.com/index.html

観光ＨＰ紹介

名称

自然体験・農業体験　　　 ⑫分大

施
設



別府市内に在住する留学生と行うグローバル人材育成プ
ログラムは、ホテルや大学等の屋内施設を会場として使用
します。基本となるオリエンテーションからアイスブレーキン
グ活動、国際リーダーからのプレゼンテーションとグループ
ディスカッションとまとめを行った後、発表にチャレンジしま
す。使用言語は原則英語ですが、学校様のご要望にお答
えして「英語の使用比率」を設定します。英語を学ぶのでは
なく、英語を使いながら、外国人に対する苦手意識を克服
し「世界への興味や関心」、「平和」、「環境問題」、「他社貢
献」、「進路」などについて生徒が自立・主体的に物事を考
え、チャレンジすること、新しい自己を見出すことを目的にし
ています。

グローバル人材育成プログラム

ルテホの内市・学大洋平太アジア館命立地在所

1856-197-290話電

2856-197-290XAF

交通アクセス
大分自動車道別府湾ＩＣより２分（別府湾ＳＡの下り
方面のみ利用可）、別府ＩＣより約15分

有場車駐

料無等金料場車駐

営業時間

間日3～日半間時要所

数人入受 ６０～３００名（少人数や大人数の場合は応相
談）

談相要日業休

るな異りよにムラグロプ金料

要必性要必の約予

み込申おてに話電お　napaJEbL㈱法方込申約予

施設アドレス http://www.lbejapan.co.jp/

観光ＨＰ紹介 http://www.apu.ac.jp/home/

名称

⑬分大　　　習学ルバーログ

施
設

韓国済州島で大ブームのトレッキング「済州オル
レ」。その九州版「九州オルレ」。豊後大野市から竹
田市まで１２ｋｍの奥豊後コースは、天候や季節を問
わず国内外の多くの人が歩く人気のコースです。道
や木に付けられた矢印やリボンを頼りに未舗装の里
山を歩き、道々の景色や史跡、そこに暮らす人々の
生活を観る。「何もない」道に、ふるさとの豊かさを発
見しながら歩く、小さくて大きな旅です。＊順路：【ス
タート】JR豊肥本線　朝地駅→【ゴール】豊後竹田駅

九州オルレ奥豊後コース

所在地 豊後大野市のJR朝地駅～竹田市の城下町

電話
①ぶんご大野里の旅公社 0974-35-3601　
②竹田市観光ツーリズム協会　0974-63-0585

FAX

交通アクセス 大分自動車道大分米良ＩＣより５０分

駐車場 有（豊後竹田駅内）

駐車場料金等 無料

営業時間

所要時間 4時間程度

受入人数 特になし

休業日 天候による

料金
無料（ガイド別途料金） ・ 岡城入園料金団体
20名以上（小中学生100円　高校生200円）

予約の必要性 有

予約申込方法 お電話にてお申し込み①②

施設アドレス http://www.visit-oita.jp/info/oshiraseshimo/olle.html

観光ＨＰ紹介

自然体験・環境学習　　　大分⑭

施
設

名称



九州オルレ別府コース

所在地 別府市の志高湖周辺

電話 別府市観光課　0977-21-1128

FAX

交通アクセス 大分自動車道別府ＩＣより20分

駐車場 有（志高湖レストハウス内）

駐車場料金等 無料

営業時間

所要時間 3～4時間程度

受入人数 特になし

休業日 天候による

料金 無料

予約の必要性 無

予約申込方法

施設アドレス http://www.visit-oita.jp/info/oshiraseshimo/olle.html

観光ＨＰ紹介

自然体験・環境学習　　　大分⑯

施
設

名称

韓国済州島で大ブームのトレッキング「済州オルレ」。
その九州版「九州オルレ」。別府コースは標高600mに
位置している山上湖である志高湖から始まり志高湖
で終わるスタート地点と終点が同じコースです。全長
11km（所要時間３～４時間）＊順路：【スタート】【ゴー
ル】志高湖

九州オルレ九重・やまなみコース

所在地 九重町の九重"夢"大吊橋～九重やまなみ牧場等

電話
①九重町役場　商工観光・自然環境課0973-76-3150　
②九重町観光協会0973-73-5505

FAX

交通アクセス 大分自動車道九重ＩＣより約２５分

駐車場 有（長者原公共駐車場）

駐車場料金等 無料

営業時間

所要時間 4～5時間

受入人数 特になし

休業日 天候による

料金 無料（ガイド料別途料金）

ガイドはくじゅうネイチャーガイドクラブＨＰより申込み

予約の必要性 ガイドの申込みは予約必要

予約申込方法

施設アドレス http://www.visit-oita.jp/info/oshiraseshimo/olle.html

観光ＨＰ紹介

自然体験・環境学習　　　大分⑮

施
設

名称

韓国済州島で大ブームのトレッキング「済州オルレ」。
その九州版「九州オルレ」。九重町の九重"夢"大吊
橋の駐車場を起点に『阿蘇くじゅう国立公園』内を歩く
九重・やまなみコースは、筌の口温泉を通り渓谷沿い
の道や飯田高原を巡り、馬道や牧草地を歩いてタデ
湿原のある長者原へと至る約１２ｋｍ（所要時間４～５
時間）の道のりとなっています。＊順路：【スタート】九
重“夢”大吊橋→【ゴール】長者原・タデ原湿原


