
 

  「東北教育旅行現地研修会」開催のお知らせ 

～東北だから学べること。東北でしか体験できないこと。～ 

このたび当機構では、東北への教育旅行誘致促進を目的として、「東北教育旅行現地研修会」を実施いたします。 

東日本大震災より１０年の節目の年を迎えるなか、東北方面への教育旅行を予定されている学校様や、 

今後実施をご検討されている学校関係者様を対象として、「東北での深い学び」や東北教育旅行の 

キャッチフレーズである「こころといのちの学び旅」について、より知っていただくため、 

東北ならではの体験メニューや学習メニューをご紹介する研修会となっておりますので、 

ぜひともご参加くださいますようお願いいたします。 

実 施 時 期 ①2022年 1月 29日（土）～1月 30日（日）の 1泊 2日 
           ②2022年 1月 29日（土）の日帰り 
招請対象者 関東地区の学校関係者様 
人      数 20名様 ※定員になり次第締め切ります。 
           （日帰りコースと 1泊 2日コースを合わせた人数になります） 
参 加 費 無料（1日目の東京駅出発から 2日目の東京駅到着まで） 
            ※東京駅間の往復の交通費は各自にてご負担いただきます。  
            ※旅行中にアンケートの御協力をいただきます。 

行程（予定）   裏面をご確認ください。 
お申込み期日  2022年 1月 6日（木）までに、裏面申込書を記載の上 
             メール又は FAXにてお申込みください。 
協    力    公益財団法人日本修学旅行協会 
問 合 せ 先   一般社団法人東北観光推進機構  
             佐藤・雨田・髙橋（翔）・高橋（健） 
             TEL：022-721-1291 
            mail：manabitabi@tohokutourism.jp 



 

参加申込書に必要事項をご記入いただき、メール又は FAXでお申込みください 

FAX: 022-721-1293/ Mail: manabitabi@tohokutourism.jp  

【お問い合わせ先】（一社）東北観光推進機構 事業推進部 佐藤、雨田、髙橋(翔)、髙橋（健）       

〒980-0811  仙台市青葉区一番町 2-2-13    TEL：022-721-1291  

東北教育旅行現地研修会行程（予定） 

①1 泊 2 日コース 〔1月 29 日（土）～1月 30 日（日）〕 

 (1日目）往 路 ： 東京駅（8:00頃）ー仙台駅（9:30頃） 

①東北教育旅行についてプレゼン 

②(宮城）震災遺構「仙台市立荒浜小学校」見学 

③(宮城）SDGs プログラム（地球の恵みを無駄なくいただく大切さを伝える） 

④(宮城）松島遊覧船「震災語り部クルーズ」見学 

⑤東北教育旅行セミナー  ➡ ご宿泊は作並温泉 

 (2日目）⑥(福島）「ホープツーリズム」見学 

       帰 路 ： いわき駅（16:20頃）ー東京駅（18:45頃） 

②日帰りコース 〔1月 29日（土）〕 

       ※上記 1泊 2日コースの①～④を体験いただきます 

       帰 路 ： 仙台駅（16:30頃）ー東京駅（18:30頃） 

※詳しい行程につきましては、東北観光推進機構の教育旅行ホームページ 

「東北まなび旅」→「お知らせ」→「学校関係者様」→「東北教育旅行現地研修会日程」 

にて掲載しておりますので、そちらをご参照ください。右記載の QR コードからもご確認ください。 

※時間・プログラム等は、変更になる場合もございますので、ご了承ください。 

 申込締切：１月６日(木) 



◆旅行期間：令和４年１月２９日（土）～３０日（日） 　◆旅行方面：宮城・福島

◆対象：学校関係者の皆様（東京・神奈川を中心とした関東地区） 　◆人数：５名

日次 日付 エリア 時間 交通手段 訪問先・内容 食事

東京駅 ０７：５６ はやぶさ103号 新幹線にて、仙台駅へ

仙台駅 ０９：３０ 仙台駅着　　　＜09:30 仙台駅集合＞
０９：５０ 専用車 仙台駅発

◆【車中：東北教育旅行のご紹介】

仙台 １０：２０ ◆プログラム１：東日本大震災「仙台市立荒浜小学校」
～東日本大震災を学ぶ～

１１：２０ 専用車 出発

松島 １１：５０ 【昼食】 ホテル松島大観荘
昼食後、説明

１２：３０ 　12:30～12:40　松島高校 プレゼンテーション　@ホテル松島大観荘
　12:40～12:45　ホテル松島大観荘 プレゼンテーション　　@ホテル松島大観荘

１２：４５ 出発

１２：５５ ◆プログラム２：松島高校観光科生徒の案内による松島観光
～学生によるガイド体験～
コース：※現在確認中

１３：５５ 出発

◆プログラム３：松島「語り部クルーズ」　　（※松島⇔塩釜コース）
～東日本大震災の他に、「いのちの大切さ」「家族の大切さ」を学ぶ～

１４：００ 船 出航
１４：５０ 遊覧船乗り場着後、バスにて移動

作並 １６：００ 旅館着
◆プログラム４：東北教育旅行セミナー　＜16:00～17:30＞
　➀東北観光推進機構：だからこそ東北で学ぶ

　 　②宮城県　　　　　　　 ：だからこそ宮城で学ぶ
　③仙台市　　　　　　 　：だからこそ仙台市で学ぶ
　④３．１１伝承ロード

１８：３０ 夕食（＠旅館内）

＜宿泊：La楽リゾートホテル グリーングリーン（1名１室利用）
作並 ０８：００ 専用車 旅館出発

１０：３０ ◆プログラム５：福島県ホープツーリズムを学ぶ
双葉 ◎双葉町・東日本大震災・原子力災害伝承館　※フィールドパートナー合流

　10:30~10:50　導入ガイダンス（館内研修室予定）
１１：４０ 　10:50~11:40　館内見学

双葉 １１：５０ ◎双葉町・浪江町フィールドワーク　※イヤホンガイド使用
浪江 １２：５０ 　ＪＲ双葉駅周辺⇒請戸小学校⇒大平山霊園

１２：５５ ◎浪江町・道の駅なみえ
　12：50～13：30 昼食（弁当）→　館内自由見学
　13：30～14：30 対話HM［住民分野］
　　　　　　　　　　　　　 富岡町3.11 を語る会（予定）
　※終了後、フィールドパートナー離団

１４：４０ 専用車 出発

【車中：アンケート記入】

いわき駅 １５：５０ いわき駅着
いわき駅 １６：１８ ひたち22号 新幹線にて、東京駅へ
東京駅 １８：４３ 東京駅着後、解散

東北教育旅行招請事業　＜１泊２日コース＞

1
1/29

（土）

朝：－

昼：○

夕：○

2
1/30

（日）

朝：○

昼：○

夕：ー

作成日：2021年10月14日



◆旅行期間：令和４年１月２９日（土） 　◆旅行方面：宮城県

◆対象：学校関係者の皆様（東京・神奈川を中心とした関東地区） 　◆人数：１５名

日次 日付 エリア 時間 交通手段 訪問先・内容 食事

東京駅 ０７：５６ はやぶさ103号 新幹線にて、仙台駅へ

仙台駅 ０９：３０ 仙台駅着　　　＜09:30 仙台駅集合＞
０９：５０ 専用車 仙台駅発

◆【車中：東北教育旅行のご紹介】

仙台 １０：２０ ◆プログラム１：東日本大震災「仙台市立荒浜小学校」
～東日本大震災を学ぶ～

１１：２０ 専用車 出発

松島 １１：５０ 【昼食】 ホテル松島大観荘
昼食後、説明

１２：３０ 　12:30～12:40　松島高校 プレゼンテーション　@ホテル松島大観荘
　12:40～12:45　ホテル松島大観荘 プレゼンテーション　　@ホテル松島大観荘

１２：４５ 出発

１２：５５ ◆プログラム２：松島高校観光科生徒の案内による松島観光
～学生によるガイド体験～
コース：※現在確認中

１３：５５ 出発

◆プログラム３：松島「語り部クルーズ」　　（※松島⇔塩釜コース）
～東日本大震災の他に、「いのちの大切さ」「家族の大切さ」を学ぶ～

１４：００ 船 出航
１４：５０ 遊覧船乗り場着後、バスにて移動

【車中：アンケート記入】

仙台駅 １５：４０ 仙台駅着　　
１６：３４ やまびこ148号 新幹線にて、東京駅へ

東京駅 １８：３６ 東京駅着後、解散

東北教育旅行招請事業　＜日帰りコース＞

1

朝：－

昼：○

夕：ー

作成日：2021年10月14日

1/29

（土）


