
｢だからこそ宮城県で学ぶ｣
心を育み未来を拓く宮城での学び

宮城県観光課
公益社団法人宮城県観光連盟

◇宮城県ならではの学びの場

・震災、防災、減災学習

・大学、高校との連携

・農泊、民泊体験

・探究学習、SDGｓ向けプログラム

・伝統工芸品作りや歴史体験、自主研修など

◇便利で多様な交通アクセス

◇ご紹介・お問い合わせ



産業体験：
水産業などの見学・体験
震災・防災学習：
津波体験館
リアス・アーク美術館
震災遺構 伝承館

歴史学習：
仙台藩主伊達政宗公ゆかりの建造物群
地元の高校性による観光ガイド

震災・防災学習：
松島湾の遊覧船を使った語り部ガイド

震災・防災学習：
震災伝承施設

工芸体験：
こけし絵付け

農業体験：
果樹・野菜等の
収穫体験

宮城県ならではの学び場 ・気仙沼市

・松島町・蔵王町

・仙台市

・山元町

歴史学習：
仙台城（青葉城）跡

大学と連携したワークショップ
プログラム

・石巻市

・南三陸町

郷土文化体験：きりこ作り
海から学ぶ漁業体験
震災・防災学習：

復興グッズ創作体験

・栗原市

震災・防災学習：
栗駒山麓ジオパークビジターセンター

歴史・文化学習：
石ノ森萬画館

震災・防災学習：
石巻津波伝承ＡＲ

まち歩き語り部
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・大崎市

自然体験：
世界農業遺産での自然体験



3

震災遺構仙台市立荒浜小学校

宮城県ならではの学び場

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館

〇震災遺構と震災学習プログラム

震災遺構中浜小学校

南三陸町での語り部バス

沿岸地域に甚大の被害をもたらした東日本大震災の記憶を今に伝える伝承施設が県内各地に
誕生しています。自然災害の恐ろしさと、減災の取組について学ぶことができます。

石巻南浜津波復興祈念公園
（R2年度開業予定）



宮城県ならではの学び場

震災発生からの時間経過

4

震災遺構（候補）・慰霊碑

震災の爪痕

ボランティア・交流

復興事業（嵩上げ・住宅整備）の状況

新しい街のすがた

再建した企業・住宅

震災当日～復旧の状況・震災の教訓（震災語り部）

見

学

・

学

習

で

き

る

内

容
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宮城県ならではの学び場

○大学や高校と連携した多種多様な学習プログラム

東北大学と連携した講義 松島高校の学生による観光ガイド東北福祉大学の学生による
協働プログラム

東日本大震災をはじめとし
た被災地での支援活動の経
験を活かし、防災・減災教
育と語り部を組み合わせた
独自のプログラムを行って
います。

東北大学災害科学国際研究所では、
東日本大震災アーカイブプロジェ
クト「みちのく震録伝」の活動を
すすめており、災害科学の専門家
による考察や震災記録を用いた具
体的な解説により、様々な角度か
ら、東日本大震災を学ぶことがで
きます。

平成２６年に新設された松島高校
観光科の生徒たちが日本三景松島
の観光名所をご案内します。
地元の高校生の視点でみた松島の
魅力的なスポットを紹介しながら
一緒に町歩きをすることで、生徒
同士の交流が生まれます。

※旅行日によっては，受入が難しい場合があります。
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宮城県ならではの学び場
○農泊・民泊体験

地元の人たちとの、心温まる交流体験

宮城県内には、農泊・民泊体験の受け入れを
行っている自治体が６箇所あり、田舎の暮らし
体験や餅つき、ずんだ餅作り等を体験いただけ
ます。

受け入れ可能人数は自治体によって異なりま
すが、最大120名程度の受け入れを行っている
自治体もありますので、ご希望の場合は観光課
までお問い合わせ下さい。
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宮城県ならではの学び場
伝統工芸体験

鳴子・蔵王等の温泉地で
こけしの絵付け体験

日本三景・松島
瑞巌寺本堂拝観や、
遊覧船・震災語り部

クルーズ体験

仙台市内での自主研修
仙台中心部には観光地循環バス
や地下鉄があり、市内を自由に
回ることが可能。

仙台城跡



宮城県では探究学習をサポートするため、旅マ
エ・旅ナカ・旅アトを意識した受入プログラムの
見直しや、SDGｓを活用した学習プログラムの見
直しを行っております。

旅マエ

旅ナカ

旅アト

主体的な学び・対話的な学び・深い学び



「探究学習」SDGｓ特化型プログラムの受け入れの流れ

学習シートを作成し、受付窓口へ送付
受付した情報を元に、こちらで協力可能な自治体や観光協
会等と受け入れの調整を行います。

旅マエ

旅ナカ

旅アト

現場視察（フィールドワーク）や、ワークショップ等を
通じ、地元の人との対話や触れあいを通じて、生徒自身
のテーマの解決や、SDGｓについての理解を深めていた
だきます！

旅行終了後に、地元の人から学んだことや、知識を深め
られたことなどのまとめ学習を実施していただき、宮城
県の受付担当より、協力していただいた自治体や観光協
会等へ送付致します。

宮城県内には「探究学習」や「SDGｓ」をテーマとした体験プログラムが多数ございます。
各学校様の要望やテーマに合うプログラムをご紹介・アレンジしてご提案することも可能
ですので、まずはお気軽に担当様までご相談下さい！



【札幌エリア】宮城県修学旅行モデルコース ※航空機を利用した場合

（２泊３日 震災学習＋歴史学習）

10

日 程 行 程（航空機 バス） 宿泊先

（JAL2900：8:20→10:00） 10:50 12:50

新千歳空港― ✈ ―仙台空港＝＝＝東北福祉大学（ワークショップ、意見交換）＝＝＝昼食

14:00 15:00 17:40～

南三陸町

＝＝＝塩竈にてクルーズ乗船＝＝＝松島（松島高校学生による観光案内）＝＝＝宿到着
or気仙沼市

9:30 12:00

気仙沼市（東日本大震災遺構 伝承館）or 南三陸町でのアクティブラーニング＝＝＝昼食

8:30 10:00

宿出発＝＝＝仙台市内自主研修（仙台城跡・瑞鳳殿・うみの杜水族館等）

16:00 （JAL2907便：17:05→18:15）

又は、石巻市内（防災まちあるき・石ノ森萬画館等）＝＝＝ 仙台空港 ―✈ ― 新千歳空港

１日目

２日目

３日目

航空機 ― ✈ ―

バス ＝＝＝

大崎市

―

＝＝＝大崎市（世界農業遺産「大崎耕土」、有備館見学）＝＝＝宿到着

15:00 17:30

※新型コロナウイルスの影響により，運行スケジュールが変更されている場合がございます。



【札幌エリア】宮城県修学旅行モデルコース ※新幹線を利用した場合

（２泊３日 震災学習＋歴史学習）

11

日 程 行 程（新幹線 バス） 宿泊先

6:53頃 スーパー北斗4号 10:22頃 10:53頃 はやぶさ18号 13:30頃 14:50

札幌 ---------- 新函館北斗 ---------- 仙台 ＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝山元町震災遺構 中浜小学校

17:00 18:00
蔵王町

＝＝＝ 蔵王町 こけし絵付け体験 ＝＝＝ 宿泊施設到着

9:00 12:00 13:00

宿泊施設出発 ＝＝＝ 蔵王町体験プログラム ＝＝＝ 塩竈市（昼食） ・遊覧船（塩竃～～～松島）

9:00 12:17 はやぶさ9号 15:15頃

宿泊施設出発 ＝＝＝ 仙台市内自主研修（仙台城跡・瑞鳳殿他）＝＝＝ 仙台駅 ----------- 新函館北斗

スーパー北斗15号 18:50頃

--------------------- 札幌

１日目

２日目

３日目

新幹線 ------

バス ＝＝＝

仙台市
or松島

―

＝＝＝ 松島（瑞巌寺・五大堂・松島高校ガイド等） ＝＝＝ 宿泊施設到着

14:00 17:30

※新型コロナウイルスの影響により，運行スケジュールが変更されている場合がございます。



【中部以西エリア】宮城県修学旅行モデルコース ※飛行機を利用した場合

（3泊4日 震災学習＋歴史学習）

12

日 程 行 程（新幹線 バス） 宿泊先

11:30頃 12:30 13:30 14:20           

各地 ー ✈ ー 仙台空港 ＝＝＝＝＝ 塩竈（昼食） 塩竈港～～～～～松島港 ＝＝＝ 松島

14:30 17:30 南三陸町
or気仙沼市

松島（瑞巌寺・五大堂・松島高校ガイド他）＝＝＝＝＝ 宿泊施設到着

9:00 11:30 13:00

宿泊施設出発 ＝＝ 震災遺構 大川小学校 ＝＝ 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 ＝＝ ホテル（昼食）

9:30

宿泊施設出発 ＝＝＝ 仙台市内自主研修（仙台城跡・瑞鳳殿他）＝＝＝ 仙台市内（昼食）

又は、東北福祉大学（ワークショップ・震災講話）

※午後、仙台駅より東北各地または東京方面等へ。

１日目

２日目

３日目

航空機 ― ✈ ―

バス ＝＝＝

仙台市
or松島

―

＝＝＝ 南三陸町体験プログラム ＝＝＝ 宿泊施設到着

14:30 17:30～18:00

※新型コロナウイルスの影響により，運行スケジュールが変更されている場合がございます。



【中部以西エリア】宮城県修学旅行モデルコース ※新幹線を利用した場合

（3泊4日 震災学習＋歴史学習）

13

日 程 行 程（新幹線 バス） 宿泊先

13:00頃 14:30

各地 ------（東京経由）------ 仙台駅 ＝＝＝ 山元町震災遺構 中浜小学校 ＝＝＝ 蔵王町

16:30 17:30 蔵王町

こけし絵付け体験 ＝＝＝＝＝ 宿泊施設到着

9:00 12:00

宿泊施設出発 ＝＝＝ 蔵王町体験プログラム ＝＝＝ 仙台市内（昼食） ＝＝＝ 大崎市

9:30

宿泊施設出発 ＝＝＝ 仙台市内自主研修（仙台城跡・瑞鳳殿他）＝＝＝ 仙台市内（昼食）

又は、東北福祉大学（ワークショップ・震災講話）

※午後、仙台駅より東北各地または東京方面等へ。

１日目

２日目

３日目

新幹線 ------

バス ＝＝＝

鳴子

―

＝＝＝ 世界農業遺産「大崎耕土」・各種体験プログラム ＝＝＝ 宿泊施設到着

14:30 17:30

※新型コロナウイルスの影響により，運行スケジュールが変更されている場合がございます。



【九州エリア】宮城県修学旅行モデルコース ※飛行機・新幹線を利用した場合

（3泊4日 震災学習＋歴史学習）

14

日 程 行 程（新幹線 バス） 宿泊先

13:00頃 15:00

各地 ー ✈ ー 羽田空港 -------- 上野駅 -------- 仙台駅 ＝＝＝＝ 東北福祉大学

16:00 18:30 仙台市

東北福祉大学プログラム（ワークショップ・震災講話）＝＝＝＝＝ 宿泊施設到着

9:30 遊覧船 10:00 12:00

宿泊施設出発 ＝＝＝ 塩竈港～～～～松島港 松島（瑞巌寺・五大堂）＝＝＝ 気仙沼市内（昼食）

10:00

宿泊施設出発 ＝＝＝ 仙台市内自主研修（仙台城跡・瑞鳳殿他）＝＝＝ 仙台市内（昼食）

※午後、仙台駅より東北各地または東京方面等へ。

１日目

２日目

３日目

航空機 ― ✈ ―

新幹線 －－－－－

バス ＝＝＝＝＝

南三陸町

―

気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 ＝＝＝ 南三陸町体験プログラム ＝＝＝ 宿泊施設到着

13:30 15:30 17:30

※新型コロナウイルスの影響により，運行スケジュールが変更されている場合がございます。



札幌⇔仙台（約6時間20分）
東京⇔仙台（約1時間40分）
名古屋⇔仙台（約3時間15分）
大阪⇔仙台（約4時間）
広島⇔仙台（約5時間30分）

新千歳空港⇔仙台空港
約1時間10分

伊丹空港⇔仙台空港
約1時間25分

福岡空港⇔仙台空港
約1時間30分

各地から便利な交通アクセス
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※九州各地からは、羽田空港を経由で、東北新幹線を利用して
仙台へお越しいただくことも可能です。
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便利で多様な交通アクセス

たざわこ芸術村
（秋田）
仙台から約1時間40分

立石寺（山形）
仙台から約1時間10分

花巻温泉峡（岩手）
仙台から約1時間30分

ワラッセ（青森）
仙台から約1時間50分

白神山地（青森）
仙台から約3時間

鶴ヶ城（福島）
仙台から約2時間

ハワイアンズ（福島）
仙台から約2時間40分

中尊寺・毛越寺（岩手）
仙台から約40分

※公共交通機関等を使用した場合の最短時間です（乗り継ぎ時間を含まない）



さらに、東北の移動がますます便利に！
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復興支援道路

三陸沿岸道路（仙台～八戸）３５９ｋｍ

復興道路

宮戸・盛岡横断道路（宮古～盛岡） ６６ｋｍ
みやぎ県北高速幹線道路（栗原～登米） ２０ｋｍ
東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～花巻） ８０ｋｍ
東北中央自動車道（相馬～福島） ４５ｋｍ

国土交通省東北地方整備局 復興道路・復興支援道路特設サイト
https://tohoku-fukkoudouro.jp/

仙台から青森を繋ぐ高速道路「復興道路」「復興支援道路」が全線開通いたします。

開通に伴い、東北の移動時間が震災前と比べ大幅に短縮されますので、より効率的に宮城
県や東北を周遊することができます！

仙台 ⇔ 気仙沼 ２時間５０分→１時間５９分（約１時間の短縮）
仙台 ⇔ 宮古 ５時間２８分→３時間２９分（約２時間の短縮）
仙台 ⇔ 八戸 ８時間３５分→５時間１３分（約３時間２０分の短縮）

国土交通省東北地方整備局
「復興道路・復興支援道路ポスター」より



【連絡先】
〒980-0804 仙台市青葉区大町1-4-1

明治安田生命仙台ビル４階
TEL：022-265-8722
FAX：022-265-8771
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「来てほしい」と「行きたい」の声をつなぎます！
学校様・旅行会社様の要望に応じた受入先とのマッチングをお手伝いします

マッチング成立

件数：1,701件
70,346人

(2011年10月～2020年3月)

沿岸部の体験プログラム
や受入団体等を紹介した
リーフレットを配布して
います！

“みやぎ教育旅行等コーディネート支援センター”のご紹介



【お問い合せ】宮城県観光課・宮城県観光連盟
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
TEL：022-211-2755（観光課）022-221-1864（観光連盟）
FAX：022-211-2829（共通）

宮城県の教育旅行参考資料のご紹介

WEB版は ”宮城 教育旅行” で検索！
宮城県教育旅行ガイドブック

「みやぎ感ＤＯ！プログラム」
宮城で体験できる教育旅行メニューを網羅

19

★２０２１年春頃、改訂版配付開始予定！★
改訂に伴い、「探究学習」「SDGｓ」学習プログラムも多数掲載予定ですので、送
付をご希望の方は下記問い合わせ先までご連絡下さい！



宮城県のコロナ対策

宮城県では、一定の基準を満たした新型コロナウイルス感染症対策を講じている宿泊施設を応援す
る取組として，「安心な観光地づくり推進事業」を実施しております。賛同する宿泊施設を対象に、新型
コロナウイルス感染症対策セルフチェックを実施していただき、一定の基準を満たした宿泊施設には、
施設内にポスターやステッカーをお配りし、掲出いただいておりますので、是非宿選びのご参考にして
いただければと思います。

また、各宿泊施設毎にコロナ対策マニュアルを作成し、感染防止対策に努めている他、２４時間受付
のコールセンターも設置しております。ご不明な点等ございましたら、宮城県観光課までご連絡下さい。

チェックシート



宮城県では、県外を発地とする２０名以上の団体旅行に対し、

バスの助成金を交付しております。

《条件》※令和２年度実績

①宮城県沿岸１５市町村に宿泊し、

県内の有料観光施設を２箇所以上訪問

②県内に宿泊し、宮城県沿岸１５市町村の

有料観光施設を２箇所以上訪問
※①か②どちらかの条件を満たす旅行

バス１台につき６万円

（最大１０台６０万円まで）

助成いたします
【※詳しくはホームページをご覧下さい】

https://www.pref.miyagi.jp/site/kankou/bus-jyosei.html

【参考】「みやぎ沿岸部団体旅行バス助成金」のご紹介



ご静聴ありがとうございました
宮城・仙台でお待ちしております！
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