
阿蘇火山博物館学芸員や阿蘇インタープリター
が同行し、火山が作る地形や地層、周辺に広が
る草原やそこに生きる様々な野の花などを観察
することにより、自然や環境について学習するこ
とができます。
荒天時には、阿蘇火山博物館内で防災体験学
習プログラムを行うこともできます。
※熊本地震の影響を受けております。詳細につ
いては、お問合せください。

阿蘇の大自然の中で、パラグライダー、熱気球
体験、カヌー、マウンテンバイク、スポーツカイ
ト、アルティメット、ディスクゴルフ、ランブリング、
乗馬などのアウトドアスポーツを体験することが
できます。
パラグライダーを仲間に引っ張ってもらい２～３
ｍの高さを体験するマントーイングは、チーム
ワークを磨くのに適した人気プログラムです。

所在地 熊本県阿蘇市 所在地 熊本県阿蘇市

電話 0967-34-2111（阿蘇火山博物館） 電話 0967-32-4196

FAX 0967-34-2115（阿蘇火山博物館） FAX 0967-32-0727

交通アクセス 九州自動車道熊本ＩＣから車で90分 交通アクセス 九州自動車道熊本ＩＣから車で70分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 集合場所により異なる。要相談。 駐車場料金等 無料

営業時間 9:00～17:00 営業時間
（3月～10月）9:00～18:00
（11月～2月）9:00～17:00

所要時間 約2時間～3時間 所要時間
（パラグライダー）2時間
（その他）体験メニューにより異なる。

受入人数 約400人 受入人数 体験メニューにより異なる。

休業日 なし（冬季は要相談） 休業日 木曜日（祝日営業）

料金
（トレッキング＋博物館入館）高校生1,800円×人数、中学
生1,600円×人数、小学生1,200円×人）　　※トレッキン
グ、ミュージアムツアーいずれかだけでも可。

料金
（パラグライダー）1人3,240円
（その他）体験メニューにより異なる。

予約の必要性 要 予約の必要性 要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.ne.jp/asahi/aso/amus/ 施設アドレス http://www.aso.ne.jp/̃natureland/

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

自然環境学習（阿蘇中岳火口・草千里周辺）　熊本① 自然体験（阿蘇ネイチャーランド）　熊本②

施
設



専門スタッフのサポートのもと、小熊・ペンギン・
馬・牛などの動物たちとふれあうことで、動物に
対する優しさを学習します。
また、冷暖房完備の「みやざわ劇場」と「カドリー
ホール」では、大人気の動物ショー（料金別途）
を見学することができます。

農家民泊を行うことにより、農業や自然の素晴ら
しさ、環境を守っていくことの大切さを体感するこ
とができます。
民泊中は畑の手伝い、家畜の世話、料理の手伝
い等を体験します。
農業体験のみも可能で、酪農、田植え、畑作業
等を体験することができます。

所在地 熊本県阿蘇市 所在地
①熊本県阿蘇・南阿蘇・小国地域
②熊本県小国地域

電話 0967-34-2020 電話
①0967-32-3500（（公財）阿蘇グリーンストック）
②0967-46-5560（（一財）学びやの里）

FAX 0967-34-0846 FAX
①0967-32-3355（（公財）阿蘇グリーンストック）
②0967-46-5561（（一財）学びやの里）

交通アクセス 九州自動車道熊本ＩＣから車で70分 交通アクセス 九州自動車道熊本ＩＣから車で40分～90分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

営業時間
（夏期・平日）9:30～17:00、（夏期・土日祝日）9:30～
17:00、（冬期）10:00～16:30

営業時間 ―

所要時間
（ふれあい学習）約30分　（動物ショー）約30分
（園内見学）約2時間

所要時間
（農家民泊）①②1泊2日
（農業体験）①約120分

受入人数 制限なし 受入人数
（農家民泊）①②約300人
（農業体験）①20～40人／１体験

休業日 12～2月の火・水曜（冬休み期間は営業） 休業日 8/12～8/15、12/28～1/4

料金
高校生以上1,600円（1,500円）、小・中学校生800円（700
円）、幼児400円（300円）　※（　）は団体料金。ふれあい
学習料は別途必要。

料金
（農家民泊）①小中学生9,495円、高校生10,470円 ②中学
生9,000円、高校生10,000　、（農業体験）①約1,600円（体
験メニューより異なる）　　※消費税等別

予約の必要性 要（団体の場合） 予約の必要性 要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.cuddly.co.jp/ 施設アドレス
①　http://www.asogreenstock.com/
②　http://manabiyanosato.or.jp/

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

動物ふれあい体験（阿蘇カドリードミニオン）　熊本③ 農家民泊・農業体験（阿蘇エリア）　熊本④

施
設



専門スタッフの指導のもと、初心者でも引き手な
しで手綱を操ることができ、阿蘇の大草原で乗
馬を楽しむことができます。
馬の生態学習や餌やりなど、馬とのふれあいを
通して自然と人との関わり合いを学習すること
ができます。

熊本平野が一望できる体験型牧場で、牛の乳絞
り、動物への餌やり、野菜収穫体験のほか、アイ
ス、チーズ、バター、パン、ウィンナー作りなど
様々な体験学習ができます。
近年は、乳牛に関する学習（３０分）と牛舎等の
見学・作業（３０分～６０分）を組み合わせた「牧
場学習」が人気です。

所在地 熊本県阿蘇市 所在地 熊本県阿蘇郡西原村

電話 0967-22-3861 電話 096-292-2100

FAX 0967-22-3171 FAX 096-292-2107

交通アクセス 九州自動車道熊本ＩＣから車で90分 交通アクセス 九州自動車道益城熊本空港ＩＣから車で30分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

営業時間 9:00～17:00 営業時間 10:00～17:00（季節により異なる）

所要時間 約20分～ 所要時間 体験メニューにより異なる。

受入人数 要相談 受入人数 体験メニューにより異なる。

休業日 なし 休業日 なし（季節により異なる）

料金
1人4,000円～
（修学旅行用料金設定があるため要相談）

料金
350円（300円）
※（　）は団体料金。各種体験料は別途必要。

予約の必要性 要 予約の必要性 要（団体の場合）

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://epr-r.com/index.html 施設アドレス http://aso-milk.jp/

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

ホーストレッキング体験（エルパティオ牧場）　熊本⑤ 牧場体験（阿蘇ミルク牧場）　熊本⑥

施
設



天草・島原の乱で使用された国指定重要文化
財「天草四郎陣中旗」、武器、踏み絵、マリア観
音像をはじめとする遺物、考古資料、古陶磁器
など約200点が臨場感豊かに展示されており、
天草地域独特の歴史・文化を学習することがで
きます。

天草市通詞島の沖合には、ミナミハンドウイルカ
約200頭が生息しており、ガイドの案内により、船
上から間近で見学することができます。
イルカは好奇心が強く、船のエンジン音を聞くと
近寄ってくるため、イルカに遭遇する確率は約
95％と高確率です。

所在地 熊本県天草市 所在地 熊本県天草市

電話 0969-22-3845 電話 0969-22-2243（（社）天草宝島観光協会）

FAX 0969-22-3845 FAX 0969-22-2390（（社）天草宝島観光協会）

交通アクセス 九州自動車道松橋ＩＣから車で120分 交通アクセス 九州自動車道松橋ＩＣから車で120分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 要問合せ

営業時間 8:30～18:00　入館は17:30まで 営業時間 10:00～16:00

所要時間 約50分 所要時間 約60～120分

受入人数 制限無し 受入人数 要相談

休業日 12/30～1/1 休業日 不定休（要問合せ）

料金
大人300円、高校生200円、小中学生150円
※団体（20人以上）は2割引

料金
大人（中学生以上）2,500円、小人（小学生）1,500円、
幼児（２歳以上）500円　　（修学旅行用料金設定があ
るため要相談）

予約の必要性 要 予約の必要性 要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kirishitan/ 施設アドレス http://www.t-island.jp/

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

天草キリシタン館　熊本⑦ イルカウォッチング　熊本⑧

施
設



農林漁家に宿泊し、そこで暮らす人々の仕事や
生活習慣などを学習します。
漁家宿泊の場合は、漁業の手伝いや新鮮な海
の幸を食すことで、漁村の生活を肌で体感する
ことができます。
風土に根付いた生活スタイルは、子ども達に新
しい発見をもたらします。

日本ジオパークに認定された天草御所浦地域で
は、約1億年前（白亜紀時代）の化石が数多く発
掘されています。
御所浦白亜紀資料館の学芸員の指導のもと、発
掘場の石をハンマーで割るだけで、次々と化石
を発見することができます。

所在地
熊本県天草市（①御所浦地区、②宮地岳地区、③新
和地区）

所在地 熊本県天草市

電話 0969-22-2243（（社）天草宝島観光協会） 電話 0969-22-2243（（社）天草宝島観光協会）

FAX 0969-22-2390（（社）天草宝島観光協会） FAX 0969-22-2390（（社）天草宝島観光協会）

交通アクセス
九州自動車道松橋ＩＣから車で120分
①天草市本渡港から船で約40分（他港ルートあり）

交通アクセス
九州自動車道松橋ＩＣから車で120分
天草市本渡港から船で約40分（他港ルートあり）

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 要問合せ 駐車場料金等 要問合せ

営業時間 ― 営業時間 8:30～17:00

所要時間 1泊2日 所要時間 約120分

受入人数 ①約100人、②約90人、③約80人 受入人数 約80人

休業日 8/13～8/15、12/28～1/4 休業日 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3

料金
（民泊）①6,500円、②6,500円、③6800円
（農林漁業体験）①2000円～、②2000円～、③1500
円～

料金
800円（御所浦白亜紀資料館の入館料、ハンマーレ
ンタル料込み）

予約の必要性 要 予約の必要性 要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.t-island.jp/ 施設アドレス http://www.t-island.jp/

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

農林漁家民泊（天草エリア）　熊本⑨ 化石発掘体験　熊本⑩

施
設



三池炭鉱で採掘された石炭の積出し港として明治２
０年に開港。宮城や福井の港と共に「明治三大築港」
と呼ばれ、当時の国内外の貿易拠点として賑わいま
した。長さ756ｍにも及ぶ埠頭は、緻密で高度な石積
みで形成され、東西排水路及び4基の石橋と共に、
国の重要文化財に指定されています。また、日本で
唯一築港当時の姿が現存している港として、平成２７
年度中の世界遺産登録を目指しています。

日本三名城のひとつである熊本城は、名将加藤清正が1601年
から7年の歳月をかけて築城したもので、美しい曲線の石垣「武
者返し」が有名です。
平成20年には、熊本城築城400年を記念し、本丸御殿が復元さ
れ、多くの見物客がその華やかさに魅了されています。
また、熊本城を中心とした熊本の歴史・文化を学習できる「くま
もとさるく（ガイド付き）」は13コース設定されています。
※熊本地震の影響を受けております。詳細については、お問い
合わせください。

所在地 熊本県宇城市 所在地 熊本県熊本市

電話 0964-53-1284 電話
096-352-5900（熊本城）
096-359-1788（（一財）熊本国際観光コンベンション協会（くまもとさるく））

FAX 0964-53-1274 FAX
096-356-5655（熊本城）
096-359-8520（（一財）熊本国際観光コンベンション協会（くまもとさるく））

交通アクセス 九州自動車道松橋ＩＣから車で約50分 交通アクセス 九州自動車道熊本ＩＣから車で30分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等
（バス）2時間500円、延長1時間毎に200円追加
（普通車）2時間200円、延長1時間毎に100円追加

営業時間 ９時～１７時 営業時間
（3月～11月）8:30～18:00　入園は17:30まで
（12月～2月）8:30～17:00　入園は16:30まで

所要時間 約６０分（１０日前の事前申し込みで無料ガイド可） 所要時間 約60～120分

受入人数 特になし 受入人数 制限なし

休業日 火曜日 休業日 12/29～12/31

料金 入場無料 料金
（入場料）高校生以上500円（400円）、小中学生200円（160円）
※（　）は団体料金
（くまもとさるく（ガイド付き））大人500円、小中学生250円

予約の必要性 不要（団体の場合は要） 予約の必要性 不要（ガイドが必要な場合は要予約）

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.city.uki.kumamoto.jp/misumi/ 施設アドレス http://wakuwaku-kumamoto.com/castle

観光ＨＰ紹介 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

熊本城　熊本⑫

施
設

　三角西港⑪

施
設



湧々座は熊本の歴史・文化を紹介する体験施設で、
1階の「熊本今昔絵巻」では加藤清正の肥後入国か
ら西南戦争までの歴史を紹介しています。2階の「も
のがたり御殿」では、俳優が出演し、ドラマ仕立てで
熊本の歴史を紹介します。
桜の小路は、熊本県内の23店舗（土産16店舗、食事
7店舗）が、郷土色の強い食文化とものづくり文化を
披露しています。

市電・バスの1日乗車券「わくわく1dayパス」を利用し
て、熊本市内の観光・文化施設で班別学習を行うこ
とができます。熊本城、水前寺成趣園（水前寺公
園）、熊本市現代美術館など熊本市内の各提携観
光・文化施設に割引料金で入館できます。
平成25年7月オープンしたくまモンスクエアは、くまモ
ンの“営業部長室”やオリジナルグッズの販売なども
あり人気のスポットとなっています。

所在地 熊本県熊本市 所在地 熊本県熊本市

電話
096-288-5600（湧々座）
096-288-5577（桜の小路）

電話 096-325-0100（産交バスサービスセンター）

FAX
096-288-0808（湧々座）
096-288-5578（桜の小路）

FAX 096-325-0100（産交バスサービスセンター）

交通アクセス 九州自動車道熊本ＩＣから車で30分 交通アクセス 九州自動車道熊本ＩＣから車で20分

駐車場 有 駐車場 ―

駐車場料金等
（バス）2時間500円、延長1時間毎に200円追加
（普通車）2時間200円、延長1時間毎に100円追加 駐車場料金等 ―

営業時間
（湧々座）（3月～11月）8:30～18:30　（12月～2月）8:30～17:30
（桜の小路）土産（3月～11月）9:00～19:00　（12月～2月）9:00～18:00、食
事11:00～22:00

営業時間 9:00～18:00（産交バスサービスセンター）

所要時間 （湧々座）約60分 所要時間 1日間

受入人数 制限なし 受入人数 ―

休業日 12/29～12/31 休業日 なし

料金
（湧々座）大人300円（240円）、子供（小中学生）100円（80円）
※（　）は30人以上の団体料金
（桜の小路）入場無料

料金
大人700円、子供350円
（乗車エリアによって異なる）

予約の必要性 不要（団体の場合は要） 予約の必要性 不要

予約申込方法 電話 予約申込方法

施設アドレス http://www.sakuranobaba-johsaien.jp/ 施設アドレス
http://www.kyusanko.co.jp/sankobus/ticket/wakuw
akupass/

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

桜の馬場「城彩苑」（湧々座・桜の小路）　熊本⑬ 熊本市内班別学習（わくわく1dayパス）　熊本⑭

施
設



青井阿蘇神社は806年に創建され、球磨地方の鎮守
として信仰を集めました。現在の社殿は江戸時代初
期に建立されました。
黒塗りで傾斜が急な萱葺き屋根に、極彩色を用いた
装飾性の高い彫刻や模様に特徴がある桃山様式
で、平成20年に社殿郡5棟（楼門、拝殿、幣殿、楼、
本殿）が国宝に指定されました。
また、神社隣接地には旧青井大宮司屋敷である「文
化苑」も立地しています。

日本三大急流のひとつである球磨川をゴムボー
トで下るアウトドアスポーツで、九州でラフティン
グが可能な川は球磨川だけです。
各ボートに1人ずつ経験豊富なガイドが乗船しま
すので、初心者や泳げない人でも楽しむことが
できます。

所在地 熊本県人吉市 所在地 熊本県人吉市

電話 0966-22-2274 電話 0966-22-1370（（一社）人吉温泉観光協会）

FAX 0966-22-2275 FAX 0966-22-1370（（一社）人吉温泉観光協会）

交通アクセス 九州自動車道人吉ＩＣから車で10分 交通アクセス 九州自動車道人吉ＩＣから車で10分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

営業時間 （青井阿蘇神社）なし　（文化苑）10:00～16:00 営業時間 運営会社により異なる

所要時間 約50分（ガイド案内の場合） 所要時間 約90分～180分

受入人数 制限なし 受入人数 約300人

休業日 （青井阿蘇神社）なし　（文化苑）月曜 休業日
11/1～3/31（運営会社により異なる）
※11月、3月は要相談

料金
（青井阿蘇神社）無料　（文化苑）大人300円、高校生以下
100円　　※団体（30人以上）で10％割引

料金
6,480円（約90分、運営会社により異なる）
8,100円（約180分、運営会社により異なる）

予約の必要性 不要（ガイドが必要な場合は要） 予約の必要性 要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.aoisan.jp/ 施設アドレス http://www.hitoyoshi-city.com/pc/pc_index.html

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

青井阿蘇神社見学　熊本⑮ ラフティング体験　熊本⑯

施
設



昭和31年に水俣病が公式確認されて以来、水俣湾
に堆積した水銀ヘドロを熊本県が14年の歳月をかけ
て、埋立工事を行い、その埋立地が現在の「エコ
パーク」となっています。
ここでは、水俣病資料館のほか、竹林園、親水護岸
などが整備されており、資料館では水俣病被害者の
語り部講話を聞くこともできます。

不知火海を一望できる高台にある観光農園で、施設
内で栽培した柑橘類を活用した食品販売店舗やレ
ストランがあり、フルーツ狩り、パエリア（スペイン料
理）作り、工場見学などの各種体験も可能です。
また、福田農場では、環境学習・リサイクル・リユー
スに積極的に取組み、園内の至るところでは再利用
された様々な廃材を見ることができます。

所在地 熊本県水俣市 所在地 熊本県水俣市

電話 0966-62-2621（水俣病資料館） 電話 0966-63-3900

FAX 0966-62-2271（水俣病資料館） FAX 0966-63-0088

交通アクセス 南九州自動車道芦北ＩＣから車で30分 交通アクセス 南九州自動車道芦北ＩＣから車で35分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

営業時間 （資料館）9:00～17:00 営業時間 8:00～17:00（施設によって異なる）

所要時間 （資料館見学）約30分　（語り部講話）約60分 所要時間 約60分（体験メニューによって異なる）

受入人数
（資料館）約100人
（語り部講話）約240人（情報センター会議室）

受入人数 約250人

休業日 月曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3 休業日 なし

料金 無料 料金 入場無料（各種体験メニューは有料）

予約の必要性 不要（語り部講話は必要） 予約の必要性 不要（団体の場合は要）

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.eco-minamata.jp/ 施設アドレス http://www.fukuda-farm.co.jp/

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

水俣環境学習　熊本⑰ 環境学習・料理体験（福田農場）　熊本⑱

施
設



万田坑は、日本の産業革命を支えた三池炭鉱の主
要炭鉱のひとつであり、当時の最新技術を駆使して
建設されました。
日本最大規模の竪坑があり、平成10年に国重要文
化財、平成12年に国史跡に指定。
平成21年には世界遺産登録暫定リストに登録され、
現在、平成27年度中の世界登録遺産を目指していま
す。

最新のジェットコースターや大観覧車など日本
最多といわれるアトラクションがあり、様々なイ
ベントも随時開催されています。
また、チケットもぎりや接客、園内の清掃など遊
園地のバックヤード体験も可能です。

所在地 熊本県荒尾市 所在地 熊本県荒尾市

電話 0968-57-9155（万田坑ステーション） 電話 0968-66-3441

FAX 0968-57-9156（万田坑ステーション） FAX 0968-66-2029

交通アクセス 九州自動車道南関ＩＣから車で約30分 交通アクセス 九州自動車道南関ＩＣから車で約30分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等
（バス）無料
（普通車）500円

営業時間 9:30～17:00　入場は16：30まで 営業時間
（3月～9月）9:30～17:30　（10月～11月下旬）9：00～
17：00　（11月下旬～2月末）10:00～16:00

所要時間
約60分（無料ガイド可。10時～15時まで、毎時00分開
始。）

所要時間 約2～3時間

受入人数 約200人 受入人数 制限なし

休業日 月曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3 休業日 なし

料金
大人410円（320円）、高校生300円（240円）、小中学
生200円（160円）　　※（　）は団体料金

料金
（修学旅行用フリーパス）高校生2,600円、中学生
2,500円、小学生2,200円、先生無料

予約の必要性 不要（団体の場合は要） 予約の必要性 要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.city.arao.lg.jp/mandako/ 施設アドレス http://www.greenland.co.jp/index2.html

観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://kumanago.jp/

施
設

万田坑　熊本⑲ レジャー体験（グリーンランド）　熊本⑳

施
設


