
第2回東北教育旅行セミナー

次は「１４：３０」より

プログラム７
「だからこそ秋田県で学ぶ」

（秋田県）



だからこそ秋田県で学ぶ教育旅行
～伝統文化・伝統食・昔ながらの農家の暮らしを体験～



秋田県ってこんなところ！！

・国指定重要無形民俗文化財の登録数が日本一！！

・子どもの学力がトップクラス！！※全国学力テスト

守られてきた伝統文化のなかで、

子どもたちがのびのびと生活しています。

・東北地方の日本海に面した北西部に位置

・広さが全国第６位（面積の７割が豊かな森林）



秋田県へのアクセス

◆東京から
（鉄道）
東京駅⇔秋田駅（新幹線）：約４時間
東京駅⇔田沢湖駅（新幹線）：約３時間
（空路）
羽田空港 ⇔ 秋田空港：約１時間
羽田空港 ⇔ 大館能代空港：約１時間10分

◆北海道から
（鉄道）
新函館北斗駅⇔秋田駅（新幹線）：約４時間
（鉄道⇔バス）
新函館北斗駅⇔新青森駅（新幹線）：約１時間
新青森駅⇔秋田県内（高速道路）：約１時間※県北エリア

（空路）
新千歳空港⇔秋田空港：約５５分
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秋田県ってこんなところ！！



秋田県ってこんなところ！！
〇エリア別所要時間 〇高速道路接続状況

盛岡I.C◀35分▶安代J.C.T◀20分▶
鹿角八幡平I.C◀15分▶小坂I.C◀50分▶大館能代空港I.C

昭和男鹿I.C◀15分▶秋田中央I.C◀30分▶大曲I.C◀15分▶
横手I.C◀45分▶北上J.C.T◀85分▶仙台宮城I.C

二ツ井白神I.C◀15分▶能代南I.C◀15分▶琴丘森岳I.C
◀15分▶昭和男鹿半島I.C◀15分▶秋田中央I.C

秋田中央I.C◀25分▶岩城I.C◀15分▶
本荘I.C◀25分▶象潟I.C



エリアに分けて

ご紹介



１．鹿角市・小坂町・大館市
（十和田八幡平・大館エリア）

かづのし こさかまち おおだてし



鹿角市・小坂町・大館市
【鹿角市・小坂町】
・康楽館で歴史ある芝居・館内見学
・史跡尾去沢鉱山で純金砂金採り体験
・あきたエコタウセンター環境学習
・「あんとらあ」きりたんぽ作り体験
・座禅体験 etc.

【大館市】
・本場のきりたんぽ作り体験
・農作業・農家体験
・大館曲げわっぱ手作り体験
・秋田弁ラジオ体験♪
・爆笑！秋田弁講座劇
・はちくんの秋田杉絵馬づくり体験
・花善 鶏めし弁当 etc.



・明治43年設立の芝居小屋

・内観は桟敷など日本の伝統色を

強く残す和洋折衷な造り

・現在も常打芝居公演などを実施

・黒子のご案内で館内を見学

・旧小坂鉄道の路線設備を活用

・貴重な車両を見学

レールバイク
乗車体験

小坂鉄道
レールパーク

康楽館（国重要文化財）

康楽館・小坂鉄道レールパーク ～鉱山歴史体験～



・坑道は全長１．７ｋｍ！！

・近代、江戸時代の鉱山採掘の様子や

約９００万年前の地殻が再現

・坑道見学、純金砂金採り、天然石堀り体験

史跡 尾去沢鉱山

・かつて日本三大銅山とよばれた

小坂鉱山全盛時代の象徴として設立

・当時の歴史を映像、音響で立体的に学ぶ

小坂鉱山事務所（国重要文化財）

史跡尾去沢鉱山・小坂鉱山事務所 ～鉱山歴史体験～



あきたエコタウンセンター～環境学習・SDGｓ～

・鉱山の製錬技術を活用した資源リサイク
ルについて学ぶ、環境学習コース
・小坂鉱山事務所で小坂鉱山の発展と衰退
を学び、過去の公害問題が現代にどう活か
されているか多角的に考えることができる

・見学は事前予約制となり、
エコタウンセンターでの座学、
展示物の見学、バスにて現場
の見学（車窓見学含む）を案
内人同行で案内します



鹿角観光ふるさと館「あんとらあ」

・地域の情報発信施設 道の駅「かづの」

・「花輪ばやし」※の屋台が展示され、

地域の祭りの歴史をご紹介
※ユネスコ無形文化遺産 国指定重要無形民俗文化財

～きりたんぽ発祥の地 鹿角市～

秋田の伝統食「きりたんぽ」の手作り体験

・味噌付けたんぽ作り

・きりたんぽ鍋フルコース作り



本場大館のきりたんぽ体験／爆笑！秋田弁♪メニュー

「秋田弁ラジオ体操」「爆笑！秋田弁講座」

⇒地元の方言を楽しく体験

～きりたんぽの「本場」 大館市～

地域の人々と伝統食を作り、食し、交流することで
地元の食文化に触れる

・日本三大美味鶏「比内地鶏」の日本一の産地であ
ることから、脂ののった良質な肉とスープを使用し
たきりたんぽ鍋を堪能

腕どご めぇがら上さあげで、
でっけぐ せのびっこすべし♪



本場大館のきりたんぽ体験／爆笑！秋田弁♪メニュー



大館の農業体験／畑の生育日記HP

～農業体験～

・秋田県特産米あきたこまちの田植えや

収穫、野菜、花、果樹の農作業を体験

・人と人、人と食とのつながりを実感

～畑の生育日記HP～

・生徒さんたちが作業した畑や田んぼの果物

や稲が生育していく様子を秋の収穫物の送

付までホームページで定期的に更新してい

きます。



農家民泊／大館市の体験受入受賞歴

～農家民泊～

・夕食に郷土料理きりたんぽづくり体験

・畑の生育状況を随時HPで更新

・人と人、人と食とのつながりを実感

～受賞歴～

味から地域を伝える本場のきりたんぽと言葉から地域を伝える
秋田弁のおもてなしが感動できる旅として評価いただきました。

・JTB交流文化創造賞最優秀賞受賞（全国第1位）

H29.1

・ディスカバー農山漁村（むら）の宝に選定

H30.11

・オーライ！ニッポン大賞受賞

H31.3



大館曲げわっぱ手作り体験／花善 鶏めし弁当

～大館曲げわっぱづくり体験～

・秋田杉の明るく美しい木目が特徴

・秋田の暮らしの知恵と自然の力を活かし

た郷土の工芸品づくりを体験

～花善 鶏めし弁当～

・70年間 変わらぬ味と製法の「秋田名物

鶏めし弁当」。

・伝統の味から秋田の旅の思い出を深めるこ

とができ、帰路となる秋田・岩手・青森の

駅や空港からの積込みも可能。



秋田内陸縦貫鉄道（マタギ列車）北秋田市～仙北市

・秋田内陸縦貫鉄道を利用してマタギ体験

・人数に応じて貸切車両も運行中（直近では約170人の貸切利用あり）

・移動時間も有効に活用可能！

【お問い合わせ先】

秋田内陸縦貫鉄道 Tel.0186-82-3231



２．仙北市
（仙北・大仙・阿仁森吉エリア）

仙北市はSDGｓ未来都市に選定されています



仙北市 (田沢湖・角館・西木）
【仙北市】
・農業体験、農家民宿体験
・林業体験
・郷土料理作り体験
・あきた芸術村で創作踊り体験
・あきた芸術村で太鼓体験
・あきた芸術村でミュージカル観劇
・武家屋敷通りフィールドワーク
・樺細工伝統工芸制作体験
・田沢湖湖畔の見学
・クニマス学習
・クニマス未来館見学
・玉川ダム見学
・カヌー、カヤック体験
・おやま囃子手踊り体験
・座禅体験



グリーンツーリズムの先進地 仙北市

・受入れ農家には安全衛生
講習会受講を義務化してい
ます。秋田の風土や郷土料
理、方言にふれる1日を提
供。

平成28年

オーライニッポン大賞受賞

ディスカバー農山漁村（むら）の宝
フレンドシップ賞受賞

グリーンツーリズムの取り組みが評価され
最優秀5地区に選出！

（一社）仙北市農山村体験推進協議会と市役所教育旅行
担当部署が様々な体験をしっかりサポート。

（一社）仙北市農山村体験推進協議会 秋田県知事登録地域限定旅行業 第149号

仙北市役所農山村体験デザイン室 教育旅行とグリーンツーリズムの総合窓口



・ミュージカルを観劇し、その俳優陣から踊りを教わることで、豊かな感性を育み
ます。生徒の発想力とコミュニケーション能力の向上。また、自己表現力を養いま
す。仲間が励まし合い、唯一無二の踊りを一緒に創り上げます。

あきた芸術村 ～わらび座・踊り体験～



樺細工作り体験 ミニ提灯作り体験

仙北市角館 ～歴史学習・伝統工芸体験～

職人から直接教わり
ながら、国指定の伝
統的工芸品「樺細
工」を作ります。
秋田の夏祭り、「竿
灯でも使われている
提灯作りの職人から
学ぶ絵付けも人気で
す。



仙北市角館町 ～武家屋敷通り～

・藩政時代（江戸時代）の面影を残す武家屋敷通りでフィールドワーク
「武家屋敷通り」は、昭和51年重要伝統的建造物群保存地区に選定
限られた時間で満足度の高い自主研修が実施可能。



地球上に秋田県仙北市田沢湖にしかいなかった魚（田沢湖固有種）

人間が豊かさを求めたために、田沢湖で絶滅

しかし、山梨県西湖で2010年12月に再発見

仙北市ではクニマス未来館が開館。生きたクニマスを展示し

ている。

クニマスから学ぶ環境学習体験

平成29年7月クニマス未来館オープン

仙北市の環境学習はこんな特徴があります！

日本国内で起こった生物の絶滅だから、

①身近な素材で心に響きやすい！

②生の現場で学べる！

③これからの未来へつながる環境学習！

!

クニマスとは？



３．秋田市・男鹿市
（秋田中央・男鹿エリア）

あきたし おがし



秋田市・男鹿市
【秋田市】
・秋田竿燈まつり体験（ねぶり流し館）
・語学留学体験（国際教養大学）
・秋田市民市場 etc.

【男鹿市】
・男鹿水族館ＧＡＯ
・なまはげ学習（なまはげ館）
・なまはげ体験（真山伝承館）
・なまはげ太鼓観覧
・寒風山（かんぷうざん）ジオパーク見学
・石油備蓄見学 etc.



・秋田市民俗芸能伝承館（ねぶり流し館）

秋田が誇るお祭り「秋田竿燈まつり」の実演＆実体験

・千秋公園～秋田駅前

江戸時代の面影が残り四季の織り成す園内の植栽も見物

秋田駅前周辺のフィールドワーク

秋田市民俗芸能伝承館／千秋公園～秋田駅前



・英語が通じるという経験は、

ここでしか得られない貴重な財産！

英語体験合宿（English Village）

・国際教養大学で留学生と交流

⇒英語で学ぶ大学で語学留学体験！

・留学生との活動から、自主的にコ

ミュニケーション能力を養う！



・秋田弁飛び交う市民市場で

地元の人・地元の物に触れる

秋田城跡歴史資料館／秋田市民市場

・古代ロマンに思いをはせて･･･

復元された政庁や

奈良時代の水洗トイレ

土器洗い、接合体験

漆紙文書や木簡の解読体験



・「なまはげ館」でナマハゲとは何かを学ぶ。

（※２０１８年ユネスコ無形文化遺産に登録）

・男鹿真山伝承館で、実際に「ナマハゲ行事」を体験。

・ナマハゲ行事から地域の風土に深く根ざした「人の道」を学ぶ

なまはげ館・男鹿真山伝承館～ナマハゲ体験～



・館内見学で400種10,000匹もの生き物を観察

・普段は見られない水族館の裏側を飼育スタッフの解説付きでご案内

男鹿水族館ＧＡＯ～館内見学・裏側見学～



・地元の若者が行う郷土芸能「なまはげ太鼓」を体感

・男鹿半島の風土・歴史をモチーフに創作されたものも多く、

迫力あるなまはげ太鼓を体感し男鹿の郷土芸能を学ぶ

石焼料理とは？
漁師の暮らしの中から生まれ
た磯の香ただよう男鹿の名物
料理です。

男鹿温泉郷・なまはげ太鼓ライブ



・なまはげ壁掛けづくり体験

世界に一つのナマハゲ面の制作体験で、個人の自由な発想による色塗り

行程から創造力を高める

なまはげ壁掛けづくり体験／ジオパーク見学

・ジオパーク見学（寒風山など）

八郎潟の干拓や、火山噴火で形成された地形など絶好の観察スポット

専門のジオパークガイドが御案内



４．新たなコンテンツ



花火伝統文化継承資料館
訪問による歴史学習

児童生徒が花火の企画演出に携わる
アクティブラーニングの要素を取り入れた花火打上

思い出の修学旅行を大曲の花火で彩ろう！！

・日本一の花火大会を誇る秋田ならではの新コンテンツ

・今年度試験的に実施し、令和３年度からの本格稼働を検討中

・日本の伝統文化である「花火」をテーマとした総合的な体験プログラム

・自主性・創造性を育んでもらうことをテーマに歴史学習や職場体験も実施

・オリジナルの花火は、かけがえのない思い出に

21 花火工場見学と
模擬玉花火づくり体験による職場体験
3



横手市増田まんが美術館「日本のマンガ文化を学ぶ」

・2019年5月リニューアルオープン！

・日本初のマンガの原画収蔵をテーマにした美術館で、

日本が誇る貴重な「マンガ文化」を学ぶ

・マンガ作品の「原画」が抱える保管の問題を「マンガ原画の収蔵」と

その「アーカイブ化」、「展示」により解決させる新たな取り組み

日本初のマンガの原画収蔵を
テーマにした美術館



北海道・北東北の縄文遺跡群【伊勢堂岱遺跡・大湯環状列石】

◆大湯環状列石（鹿角市）
・国内最大級の環状列石と豊富な出土品を通じて学ぶ

◆伊勢堂岱遺跡（北秋田市）
・縄文時代後期前葉の遺跡で学ぶ



鹿角・大館↔秋田・男鹿↔仙北地域は、
それぞれ約２時間で移動できます。

○鹿角・大館↔秋田･男鹿
高速道路･国道285号など経由で約120分

○鹿角･大館↔仙北
国道341号で約110分
国道105号経由（北秋田市経由）で約130分

○秋田･男鹿↔仙北
高速道路・国道13号・46号で約110分

○鹿角・大館↔白神・能代
秋田自動車道経由約70分

○秋田・男鹿↔白神・能代
秋田自動車道経由約70分

鹿角・
大館

仙北

秋田･男鹿

白神・能代

◎秋田県内の周遊について



秋田県の感染症対策について

○受入施設・宿泊施設側で独自のガイドラインを作成

○１校１館貸切・ワンフロア貸切対応

・宿泊施設では、まるごと貸切や、ワンフロア貸切を実施しています。

・体験施設では、入館時間をずらすことで貸切対応を行っています。

・体験施設では、コロナ禍でも実施できる新プログラムを用意し柔軟に対応しています。

※受入人数、宿泊施設によります。

密にならない秋田県で安心の教育旅行をご検討ください



皆様の
お越しをお待ちしております。


