
福井県でSDGsを学ぶ体験プログラム

2024年春北陸新幹線 福井・敦賀開業 2026年中部縦貫自動車道県内全線開通

1公益社団法人 福井県観光連盟

幸福度日本一！

子どもの学力
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恐竜博物館

東尋坊

若狭和田ビーチ
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2024年春 北陸新幹線 福井・敦賀開業！
～乗り換えなしで福井へ～
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東京→福井(北陸新幹線開業前)

約３時間２５分

東京→福井(北陸新幹線開業後)

約２時間５０分

約３０分短縮
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北陸新幹線

東京→敦賀(北陸新幹線開業後)

約３時間１５分 越
前
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金沢や京都・大阪ともアクセス抜群！
組み合わせた修学旅行も可能！

金沢市

小浜市

１日目:福井県嶺南エリアで海里山の体験
２日目:AM福井県嶺南エリアで施設見学

PM京都or大阪で班別学習
３日目:大阪でUSJ

京都駅ー敦賀IC
バスで約１時間４０分
大阪駅ー敦賀IC

バスで約２時間１０分

金沢駅ー福井IC
バスで約１時間

京都駅ー小浜市内
（高速道路の使用なし）

バスで約２時間

大阪駅ー小浜IC
バスで約２時間１０分

嶺北エリア

１日目:福井県嶺南エリアで海里山の体験
２日目:福井県嶺北エリアで施設見学・体験
３日目:金沢で班別学習

嶺南エリア

京都市

大阪市

福井市

敦賀市

白川郷

2026年
中部縦貫自動車道
県内全線開通により
白川郷などへの
アクセスも向上!
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温泉旅館、民宿、民泊を豊富にご用意

★１校１館貸切、フロア貸切可
（施設による）
★優れた施設がリーズナブル
★周辺環境が静か
★最大施設で900名可能

あわら温泉

★集落貸切可（地域による）
★クラス別・男女別分宿可
★海里山体験が可能
★周辺環境が静か

漁家民宿
（越前町・美浜町・若狭町・小浜市・高浜町）

★教育旅行ふくい
福井市東足羽地区 12軒 60名
福井市西海岸地区 12軒 60名
越前市今立地区 ８軒 40名

★若狭美浜はあとふる体験
美浜町・若狭町 111軒 444名

民泊

★福井駅近くに100名や150名
対応可能なホテル

福井市内のホテル



アクティビティの合間には、
森や木に関する学びの時間
を設けています。

森林環境・地球温暖化を考える（ツリーピクニックアドベンチャーいけだ）

面積の約9割を森林が占める池田町で、豊かな森林資源を活用したアクティビティを通
して、自然への興味や森林と共に生きる方法を学びます。
また、薪割りや丸太切りなど森のお仕事体験を通して、森林業従事者の大変さを知る
とともに、達成感などを味わいます。

【メガジップライン】
全⾧約1㎞のワイヤーで森の中を
爽快に飛びます。

【アドベンチャーパーク】
木の間にワイヤーを張り、38もの
遊びの要素があるディスカバリー
コース。

森林環境が良好なことで栄養価が高い水が川を通
して海に流れ込み、海も豊かになる。
森林の働きによって、地球温暖化対策にもつながる。
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地域活性化の取組みを学ぶ

かつて森林産業で栄えた町をもう一度木を使って活気づけたい、
池田町を訪れるファンを増やしたい、
そんな想いから生まれたのが「木望のまちプロジェクト」です。

木望のまちプロジェクト

木のぬくもりある空間で、子どもたちが木
とはじめて出会う木育広場。
池田町産の遊具や木のおもちゃで遊びなが
ら、子どもたちの豊かな感性と創造力を育
みます。

ものづくりを通して、暮らしと木をつなげ
る木工体験施設。
池田の木を使った木工体験や DIY など子ど
もから大人までものづくりを楽しみながら
交流できます。

木にであう 木でつくる
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第１次産業・食の大切さについて考える

第１次産業のやりがいや苦労、環境問題を学ぶとともに、食の大切さ・持続可能性
について考えます。

福井県の若狭地方や越前町などでは、古くから漁業が盛んです。
教育旅行においても、地引網や船釣り、自分で釣った魚をさばいて食べる釣りさばき
体験など、漁業体験ができる施設がたくさんあります。
また、シーカヤックやカッターといった海の体験もできます。

漁業体験や魚さばき体験などを通して、実際に自然の恵みをいただくことの大切さ
や感謝などを学び、フードロスについて考えます。
また、資源を利用することと、海の環境を守ることとの調和を考えます。

海を守り大切にしてきた漁業者の知恵や技を学びます。また、海の体験をすることで、海への
理解を深め、自然の尊さを学ぶことができます。
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越前漆器の絵付け体験

越前和紙紙すき体験

自分の卒業証書の作成ができます。
(校印型版も作成可)
【越前和紙】日本最大の和紙産地

職人による指導でものづくりを体験でき、
見て触れて楽しみながら学べます。

めがねキーホルダー作り

蒔絵、塗りなどの実演見学もあります。
【越前漆器】

日本一の業務用漆器生産量

めがね博物館では、歴史や産地形成
について学べます。
【めがねフレーム】日本一の生産量

工房見学・案内も可能です。
【越前打刃物】

世界が認める職人技で世界の
料理界、美術界でも高い評価

ペーパーナイフorメタル
キーホルダー作り体験時代のニーズにあわせて変化・対応

し、移住者も増えています。
若い職人に受け継がれる技と仕事に
かける情熱を学ぶことができます。
キャリア教育の最高手段!

日本初の政府紙幣
「太政官札」にも使用

伝統工芸・ものづくりについて考える

丹南地域にものづくりの
産地が集積

他の地域でも体験メニュー豊富
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【若狭塗】日本一の生産量

アワビ貝や卵の殻が
埋め込まれていて、
研ぐと美しい模様が
浮かび上がります。

10/7-9



2020年11月3日リニューアルオープン!

シアターやアニメーションを利用した展示などを設置して、戦争による数々の苦難を乗り越えて敦賀に降り立った
ポーランド孤児とユダヤ難民の史実を中心に、当時の敦賀市民の証言やエピソードのほか、今も続く関係者と
の心温まる交流を紹介

敦賀港は、シベリアから救出されたポーランド孤児や杉原千畝氏の「命のビザ」を
持ったユダヤ難民が日本で上陸した唯一の港であり、「人道の港」と呼ばれています。
「命とは何か」「人権とは何か」を考える機会になります。

北陸唯一の平和学習施設です。
日本とイスラエルほかユダヤ人の国々との平和の架け橋になり、
今では欧米からのユダヤ人観光客の皆様には欠かすことのできない
訪問先となっています。

平和について考える（人道の港敦賀ムゼウム）
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あわら蟹がらプロジェクトとは・・・
『廃棄処理されていた蟹がらを利用した循環型エコプロジェクト』のことです。
越前の冬の王者「かに」の蟹がらを堆肥化し、あわらで開発した越のルビー、
アールスメロンを育て、大切なお客様へお届けします。

あわら蟹がらプロジェクト（あわら温泉）

農業者が当番制で各旅館の蟹がら
をポリバケツで回収します。蟹がらは
ビニールハウスで乾燥します。

乾燥した蟹がらを粉砕して堆肥化しま
す。土壌に蒔き、越のルビーやメロンなど
の作付をします。

越のルビーやメロンなどを収穫します。旅館などでおいしい食事として提供されます。 10

あわらでは、
木質バイオマス
エネルギー学習
もできます。



福井県立恐竜博物館 ・ 大野市化石発掘体験センターHOROSSA

有名なティラノサウルス
をはじめ恐竜の全身骨
格40体以上が展示。
巨大ジオラマや対面ス
クリーンのダイノシアター
で、失われた恐竜の世
界を体感できます。

国内有数の化石発掘量を誇る勝山市。学術研究の成果
が展示され古代の恐竜時代を学ぶことができます。
世界三大恐竜博物館の一つです!!

野外恐竜博物館
恐竜化石が発掘された
地層を間近に見ること
ができ、化石発掘体験
ができます。

大野市では日本で初めてジュラ紀のアンモナイトの化石が発見
されました。古生代から中生代までの地層の岩石を使い、時代
ごとに化石を発掘することができます。
最大200名受入可能です。

福井県立恐竜博物館
野外恐竜博物館

大野市化石発掘体験センター
HOROSSA

福井県立恐竜博物館
2023年夏リニューアルオープン!

11スキージャム勝山に「勝山自然塾」オープン



日本のポンペイといわれている一乗谷朝倉氏遺跡は、特別史跡 ・特別名勝 ・重要文化財 の国
の三重指定を受けている大変貴重な遺跡です。さらに令和元年に日本遺産に指定されています。

一乗谷朝倉氏遺跡

三重指定は国内で６つだけ。（ほかに京都の金閣寺、
銀閣寺、醍醐寺三宝院、奈良の平城京、広島の厳島神社）
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2022年10月1日オープン!

発掘調査によって出土した、陶磁器類をはじめとする文化や衣食住にかかわるさまざまな遺物を展示しています。
巨大ジオラマにより、当時の一乗谷の城下町の成り立ちを知ることができます。当主朝倉氏の屋敷も原寸大で
再現しています。発掘調査や研究について体験しながら楽しく学べる「探究ラボ」も整備!

一乗谷朝倉氏遺跡博物館

かつての日本の身分制度、男女格差、安
心して暮らすことのできなかった戦国時
代の繁栄と衰退などから、現代との比較
を学びます。



現在も約１５０名の僧が修行に励む日本最大の修行道場
仏殿や法堂など主要19棟が重要文化財（建造物）認定されています。
仏法に関する話を聞いたり、坐禅体験を通じ自己を見つめ直すことで、豊かな人間
性の形成につながります。

禅は世界に誇る日本文化
アップルの創業者・スティーブ・ジョ
ブズも生涯、永平寺を訪問することを
熱望していました。
海外との接点が増えるこれからの若者
は日本文化の知識、体験が不可欠です。
禅の本場ならではの修行道場で貴重な
体験を!
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永平寺のほか大安禅寺など、福井県内
全域で坐禅体験できる寺社があります。

食べ物や水などを仏の姿そのものとして尊び、
無駄にせず大切に丁寧に頂くという修行生活
の実践、また困難を抱え生きている人々の苦
しみを少しでも和らげることが出来るよう、
願い行動するという菩薩行の実践が、
「誰一人取り残さない社会の実現」という
SDGsの理念に共通しています。

曹洞宗大本山永平寺



福井県年縞博物館・若狭三方縄文博物館
世界唯一の
年縞研究展示施設です!

福井県年縞博物館

三方五湖のうちの１つ「水月湖」から、7万年分の年縞が採
掘されました。この年縞は、化石や考古遺物などの年代測定
の「世界標準のものさし」 とされ、年縞から知り得た７万年
分の人類や環境の歴史について学ぶことができます。

若狭三方縄文博物館

縄文土器、丸木船などが展示されており、
縄文時代の暮らしと生活の工夫を知ることが
できます。勾玉づくり体験もできます。

同じ敷地内なので
交代で見学することも
可能

三方五湖とは５つの湖の総称です。５つの湖は異なる水深と塩分濃度で５色の湖とも
呼ばれています。2005年にラムサール条約に登録されました。
レインボーライン山頂公園は360度の大パノラマが広がり絶景です。

レインボーライン山頂公園

BRIDAL LAND WAKASA
世界的なブライダルファッションデザイナー・桂由美氏の名作ドレスを集めたウエディングド
レスミュージアムがオープンしました!著名人が結婚式で着用した衣装なども展示してい
て、ウエディングドレスを見学できる日本で唯一の施設です。 14



海ごみ問題を考える

海岸に漂着する「海ごみ」が問題となっています。福井県内には海ごみ
から新たな製品をつくるアップサイクルを行っている事業者がいます。
海ごみを拾い、調べ考えることで、環境問題や再利用の意識・関心を
高めます。

海岸に漂着する海ごみ ビーチクリーン活動

海ごみから新しく
作られた製品

回収された海ごみ

海ごみを粉砕海ごみを溶融・成形
15



探究学習ワークシート

若狭de海ごみ

事前:海にはどんなゴミが多いと思いますか?なぜ海に流れ込んだのでしょう?
現地:海ごみを種類ごとに分別して、重さや容積、個数、製造国などを調べます。
事後:結果をまとめて、海ごみを減らすためにどうしたらよいか、自分にできる

ことは何かを考えましょう!

探究学習（事前・現地・事後学習）用のワークシートの作成を応援しています

『輝石安山岩の柱状節理』という地質学的に大変貴重な東尋坊。

事前:東尋坊はどうしてこんな形なの?
現地:地質学的に貴重な東尋坊の岩石の組織を観察してみよう!
事後:分かったことや感想を壁新聞でみんなに伝えよう!

越前がれいを生け簀よりつかみ取り・神経締めを施し、
さばいて刺身や唐揚げとして実際に食べるプラン。
水揚げ～食卓へ届くまでの流通を体験・学習します。
越前がに漁も行う底引き網漁の漁師から釣りのポイン
トや漁法を習い、漁師の仕事への理解や生き物をいた
だくという食育を体験・学習します。

探究のまち“越前町”

東尋坊
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最近の福井県観光連盟の取組みから

福井県観光連盟では、観光地域づくりマネージャーやスーパーバイザーにより、県内の
民間事業者に対し助言等を行い、新たな素材開発の支援を行っています。
『ウミウシ』に焦点を当てた観光コンテンツの造成もその一つです。

【ウミウシとは】
貝殻を捨てた貝で、個体ごとに個性豊かな色合いをもち、小さいながらも海の中でひときわ
輝きを放つ存在で、その姿から「海の宝石」とも呼ばれています。
ダイバーにはよく知られる大人気の水中生物ですが、まだ一般認知度は低く、知る人ぞ知る
生物といえます。
日本で確認されている約1,500種のウミウシのうち、越前海岸には約300種以上と多数の種
が生息し、国内屈指の観察スポットとしてウミウシの専門家である中野理枝氏（ＮＰＯ法人
全日本ウミウシ連絡協議会理事⾧、琉球大学講師）や多くのダイバーが高い関心を持ち注目
しています。

センヒメウミウシ

クリヤイロウミウシ コモンウミウシ

ツマグロミノウミウシ

シラユキウミウシ
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助成金情報・動画でのご紹介

●「修学旅行における体験学習料助成金」
学校行事として行う修学旅行において、本県で宿泊を伴って恐竜化石発掘や越前和紙紙漉き体験
などの体験を実施する場合に、費用の一部を助成します。
修学旅行生徒１人、１泊あたり１，０００円を上限とします（１体験メニューが１，０００円未
満の場合は体験料実施に相当する額。上限額の範囲内であれば、複数メニューも可。）

●「教育旅行視察助成」（旅行会社および学校関係者への本県視察支援）
本県への新たな教育旅行のルートを検討・造成するために行う視察（下見等）に対して、
交通費・ 宿泊費相当額の一部として、かかった費用に応じ、
１人当たり最大２万５千円を助成します。

●「修学旅行生いちほまれプレゼント」
修学旅行で本県の宿泊施設に１泊以上していただいた県外学校の児童・
生徒様に、本県のブランド米である「いちほまれ」をプレゼントします。

北陸３県（福井・石川・富山）
の素材をご紹介する

動画も制作しているので、
ぜひご覧ください!

市町の助成金情報も
一覧で掲載!いちほまれ
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福井県教育旅行ガイドブック『学び旅』に、様々な
体験・スポットを掲載しています。
『学び旅』の別冊集として、SDGs学習のご提案も
掲載しています。

福井県教育旅行ガイドブック『学び旅』

当連盟のホームページにおいて、
ガイドブック『学び旅』や助成金情報などを
掲載していますので、詳しくは、

郵送可能ですので、お気軽にお問合せください。
【お問合せ先】
（公社）福井県観光連盟 TEL:0776-23-3677

をご覧ください!


