
Ｂ-1：京都発着の滋賀県内１泊２日コース

行 程 宿泊先

１
日
目

京都駅・宿舎＝＝滋賀、企業選択見学＝＝安土城址・安土城考古博物館＝＝お宿
（ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ、日に新た館 信長の館・水郷船乗船
ロッテ滋賀工場、コクヨなど）

近江八幡
おごと温泉
守山、草津

２
日
目

お宿＝＝＝雄琴、比良にてマリン体験と環境学習＝＝＝比叡山延暦寺＝＝＝各地
（ヨット、カヤックなど）

行 程 宿泊先

１
日
目

京都駅・宿舎＝＝＝滋賀で選択別テーマ学習（クラス別研修も可能）＝＝＝お宿
●スポーツ：カヌー、カヤック、ドラゴンボートでクラス対抗戦、いかだづくり
●チームビルディング：ジップラインアドベンチャー、びわこスカイアドベンチャー、コミュニケー
ションゲーム､イニシアティブゲーム

●環境学習：水のめぐみ館、ボランティア（外来植物駆除）、環境学習船、食農体験
●社会見学：ＵＣＣ滋賀工場、ロッテ滋賀工場、日に新た館、コクヨ工業滋賀

近江八幡
おごと温泉
守山、草津

※夜、水茎焼体験可能

２
日
目

お宿＝＝＝＝食農(育)体験学習＝＝＝＝＝琵琶湖博物館＝＝＝＝各地
ＪＡおうみ富士「おうみんち」 （学芸員からのミニ授業可能）

・収穫作業体験
・オリジナル『お弁当』

織田信長が天正４年（1576年）丹羽長秀に命じ、約３年の
歳月をかけて完成した安土城は現在、石垣のみが残ってお
り、特別史跡にも指定されています。

安土城址 安土城考古博物館

信長が狩野永徳[かのうえいとく]一門に描かせた金碧障壁画が
復元され、金箔約10万枚を使った外壁、総朱塗り床など豪華な
造りとなっています。VR安土城シアターでは、天正9年(1581)頃
完成した安土城を案内され、信長の待つ天主に向かうルイスフ
ロイスの視点から描いたショートムービーを上映しています。

信長の館

水郷めぐり 比叡山延暦寺

かつて八幡堀から西の湖、水郷、長命寺川を抜けて、多くの
船が琵琶湖上を行き来していました。
水郷めぐりで近江商人の湖上交通を楽しめます。琵琶湖八
景「春色：安土・八幡の水郷」にも選ばれました。
水郷は四季それぞれに趣があり、水鳥たちも多く集い、自然
の営みや恵みを感じることの出来る場所です。このような情緒
を直に感じることが出来るのが「水郷めぐり」です。この始まり
は、織田信長や豊臣秀次が戦国の世の疲れを癒すため、宮
中の雅やかな遊びを真似たと言われています。

伝教大師、最澄上人が開いた天台宗の総本山（世界文化遺
産）。東塔、西塔、横川の三塔十六谷からなり、比叡山中に
100以上の堂塔伽藍が点在します。平安から鎌倉時代にかけ
て各宗派を広めた法然、親鸞、道元、栄西、一遍、日蓮らの
名僧を輩出しました。杉木立が深く生い茂っている比叡山中
の境内は、天台宗修行道場としての威厳に満ちた雰囲気が漂
い、訪れる者の心を引き締めます。延暦寺は比叡山の山上山
下に大別されており、山上には、根本中堂を中心とした東塔、
釈迦堂を中心とした西塔、円仁によって開かれた横川の3地
区に分かれています。

日常では体験できない「ウォータースポーツ」に勇気をもって
挑戦し、自然に親しみ、喜びを実体感する様々なプログラム
です。ドラゴンボート体験では、水上では湖側から陸地を観察
したり、水鳥や水草を観察したりすることが可能で、筏づくりで
は、各チームで速く進み、沈まない形のいかだを作ることを目
標に、役割分担し協力することの大切さを学び、創意工夫す
る力を育てます。

森の中に張ったワイヤーを滑車で滑り降りていき、絶景を楽し
めスリルを味わえる、世界的にも人気のあるジップラインや、
フィールドアスレチック、コミュニケーションゲームなど、チー
ムプレーで団結力や協調性を学んでいただける体験が盛りだ
くさんです。ブラックバス釣りや、体を動かした後のBBQなど楽
しみも満載です。大きな琵琶湖を見て、触れて、感じてくださ
い。

水のめぐみ館・アクア琵琶は瀬田川洗堰の歴史や自然につい
て学べる学習スポットです。建物の目の前には南郷洗堰・バ
イパス水路・瀬田川洗堰が広がっており、施設で学んだ内容
を自分の目で確認することができます。
ボランティアでは、外来植物が生態系にどのように影響を及
ぼすのかをわかりやくす解説頂きながら、植物駆除のボラン
ティアを行います。

近江風土記の丘の一角にある西欧風の博物館。館内では
弥生 時代～古墳時代の生活様式を 再現．展示しているほ
か、信長と安土城に関する史料を 豊富に展示しています。

Ｂ-2：京都発着の滋賀県内１泊２日コース

【テーマ別研修】スポーツ

ｶﾇｰ、ｶﾔｯｸ、ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾄでクラス対抗戦、
いかだづくり

【テーマ別研修】チームビルディング

びわ湖バレイ、ｼﾞｯﾌﾟﾗｲﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ、
びわこｽｶｲｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｹﾞｰﾑ

【テーマ別研修】環境学習

水のめぐみ館、環境学習船、食農体験
ボランティア（外来植物駆除）

【テーマ別研修】社会見学

UCC滋賀工場、ロッテ滋賀工場
日に新た館、コクヨ工業滋賀

どのようにして製品、流通行程になっていくのか工場を訪問し、
製作過程を見学します。
施設によっては、受入に対する条件があります。
見学については全て予約制ですので、受入条件などは直接
お問合せ下さい。

安土城址
安土城考古博物館
信長の館

比叡山延暦寺

マリン体験
環境学習

おうみんち
琵琶湖博物館

近江八幡周辺
テーマ別学習

キャリア
学習

テーマ
学習

スポーツ 環境歴史

食農
学習

根本中堂は、2016年より10年にも及ぶ大改修が
行われており、改修の様子もご覧いただけます。

（工場見学 イメージ）



Ｃ-1：関西圏（大阪・兵庫・奈良・京都）発に適した１泊２日コース

行 程 宿泊先

１
日
目

各地＝＝＝＝民泊家庭の方との交流・家業体験など 近江日野交流ネットワーク
甲賀市都市農村交流推進協議会

２
日
目

お宿＝＝＝滋賀、企業選択見学＝＝＝安土城址・安土城考古博物館＝＝＝各地
（ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ、日に新た館 信長の館・水郷めぐり
ロッテ滋賀工場、コクヨなど）

行 程 宿泊先

１
日
目

自宅から ※貸切船

大津港集合 琵琶湖汽船クルーズ～～～大津港＝＝＝比叡山延暦寺＝＝
（ランチクルーズ）

＝＝＝＝テーマ別選択＝＝＝＝宿舎
湖南エリア ・プラネタリウム 湖西エリア ・大溝水辺の景観

・びわ湖スカイアドベンチャー ・知内水辺の景観
・琵琶湖博物館 ・マリン体験、環境学習

おごと温泉

延暦寺会館
夜：写経・法話体験可能

近江今津

２
日
目

お宿＝＝＝＝京都市内自主研修（公共交通フリーチケット、タクシー）＝＝＝＝各地
※事前申し込みで「京都修学旅行フリーチケット」が購入可

京都観光推進協議会
「きょうと修学旅行ナビ」
http://kyotoshugakuryoko.jp/

京都市内自主研修（観光）

Ｃ-2：関西圏（大阪・兵庫・奈良・京都）発に適した１泊２日コース

Ｄ-1：中部圏（愛知・岐阜・三重）および福井県発に適した１泊２日コース

行 程 宿泊先

１
日
目

各地＝＝＝＝長浜古い街並み散策＝＝＝＝企業訪問見学＝＝＝
（びわ湖・長浜スクールパスポート） 彦根仏壇など

＝＝＝＝安土城址・安土城考古博物館＝＝＝お宿
近江八幡・守山・草津

２
日
目

※貸切船

お宿＝＝＝琵琶湖博物館～～～琵琶湖汽船クルーズ～～～大津港＝＝＝各地
（学芸員からのミニ授業可能） （ランチクルーズ）

行 程 宿泊先

１
日
目

《集合》 ※貸切船

各地＝＝京都市内自主研修＝＝＝大津港～～～琵琶湖汽船クルーズ～～～
（ディナークルーズ）

～～～大津港＝＝＝お宿

大津

おごと温泉

２
日
目

お宿＝＝＝＝琵琶湖博物館＝＝＝＝＝食農(育)体験学習＝＝＝＝各地
（学芸員からのミニ授業可能） ＪＡおうみ富士「おうみんち」

・収穫作業体験
・オリジナル『お弁当』

Ｄ-2：中部圏（愛知・岐阜・三重）および福井県発に適した１泊２日コース

民泊体験

京都市内
自主研修

テーマ別研修

安土城址
安土城考古博物館
信長の館

安土城址
安土城考古博物館
信長の館

おうみんち
琵琶湖博物館

比叡山延暦寺

琵琶湖汽船

琵琶湖博物館

長浜市内
班別研修

琵琶湖汽船
京都市内
自主研修

マリン体験
環境学習

琵琶湖汽船

テーマ別研修

自主
研修

テーマ
学習 クルーズ

キャリア
学習

民泊 歴史

キャリア
学習

自主
研修 クルーズ

自主
研修

クルーズ食農
学習

伏見稲荷大社
全国に3万社ある稲荷神社の総本宮
です。 無数に並ぶ朱色の鳥居のトン
ネル「千本鳥居」が、参拝路を埋め尽
くしています。いたるところに鳥居が
奉納されていて、その数は約1万基に
のぼるといわれています。1300年の
時を経て、多くの信者が奉納していっ
たという鳥居の列は圧巻です。

「清水の舞台」で知られる寺院。清水
寺は始め「北観音寺」と呼ばれていま
したが、境内にわき出る清水が観音
信仰の黄金延命水として神聖化され、
一般にも清めの水として「清水」が知
られるようになり、後に名称を「清水
寺」に改められました。

清水寺

びわ湖周辺レールマップ

正式名称は鹿苑寺。
京都市北区にある臨済宗相国寺派
の寺院です。建物の内外に金箔を
貼った３層の楼閣建築である舎利殿
は金閣、舎利殿を含めた寺院全体
は金閣寺として知られています。相
国寺の山外塔頭寺院です。

金閣寺



Ｅ：京都発着の滋賀県内日帰りコース

行 程

コ
ー
ス
①

各地＝＝＝＝雄琴、比良にてマリン体験と環境学習＝＝＝＝琵琶湖博物館＝＝＝＝各地
（ヨット、カヤックなど） （学芸員からのミニ授業可能）

コ
ー
ス
②

各地＝＝＝＝食農(育)体験学習＝＝＝＝びわこスカイアドベンチャー＝＝＝＝各地
ＪＡおうみ富士「おうみんち」 （チームビルディング）

・収穫作業体験
・オリジナル『お弁当』

コ
ー
ス
③

各地＝＝＝＝びわこ・長浜スクールパスポートにて班別自主研修＝＝＝＝＝各地

コ
ー
ス
④

各地＝＝＝＝近江今津、白浜荘で学年レクレーション＝＝＝＝各地
（アウトドア、インドア、グラウンド、体育館で
スポーツレク、お昼は全員でBBQ）

◆びわこスカイアドベンチャー チームビルディングとは・・・
ファシリテイター(支援スタッフ）から出された共通の『課題』をグループで考え行動し、達成していく
『体験型ローエレメント』プログラムです。一見フィールドアスレチックを楽しんでいる様に見えます
が それぞれのアトラクションには課題とねらいがあります。グループでチャレンジした中、課題に対
してグループがどう対応、行動し、そして解決したか。
コミュ二ケーションの過程と解決までのプロセスを『振り返り』ながらチームワークや信頼関係、共
通の達成感を味わえます。
⇒プログラムの体験を通じて得た思考は社会や組織で活かされる事が目的となります。

びわこスカイアドベンチャー・チームビルディング

琵琶湖博物館は「湖と人間」をテーマに、環境との共存を考え
る展示を行っています。 琵琶湖のおいたち（400万年スケー
ル）、人と琵琶湖の歴史（1万年スケール）、湖の環境と人々の
暮らし（100年スケール）、琵琶湖の魚たちが泳ぐ日本最大級
の水族展示など、多様な内容の総合博物館です。学芸員の
学習テーマにあわせて15分～30分の解説を聞いて頂くことも
可能です。

滋賀県立琵琶湖博物館

公益社団法人 びわこビジターズビューロー
国内誘客部 教育旅行部会事務局

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1 「コラボしが21」６階
tel：077-511-1532 fax：077-526-4393 E-mail：kokunai@biwako-visitors.jp

https://www.biwakovisitors.jp/bureau/business/

滋賀県教育旅行

陽明学を盛り込んだ歴史街道を、5～6人のグ
ループ編成で歩いていただきます。車の交通
量も比較的少なく、途中には公共のトイレもあ
ります。
得点やタイムレースのルールは自由に設定
して下さい。

近江今津、白浜荘で学年レクレーション

レクレーション

始めに陸上でレッスンした後、水上に出ます。
2人乗りと1人乗りがあり、簡単に乗ることが出
来て、転覆しにくい形状のカヤックなので安心
です。一見、遊覧のような体験に見えますが、
遊覧船の感覚とは大きく異なります。
乗船の際、事故例等を挙げながらシーマン
シップ等の大切さや、水上での知識をお教え
します。

カヤック・クルージング

宝牧場自慢のしぼりたてミルクを使ったバター
作りです!!
みんなで楽しく本格手作りバター作りを体験し
てみませんか!?

バター作り

琵琶湖畔で早朝のさわやかな空気の中、座
禅を組んで、住職さんのありがたくためになる
法話を聞きます。精神を整えて、朝日を浴び
ながら座禅を組んでみませんか!?

座禅・法話体験

琵琶湖博物館

長浜市内
班別研修

おうみんち

びわこ
ｽｶｲｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ

学年
ﾚｸﾚｰｼｮﾝ

マリン体験
環境学習

スポーツ 環境
食農
学習

自主
研修

仲間
づくり



Ａ-1：滋賀県内２泊３日コース【湖北・湖東】

行 程 宿泊先

１
日
目

各発地＝＝＝雄琴、比良にてマリン体験と環境学習＝＝＝お宿
（ヨット、カヤックなど）

近江日野交流ネットワーク
甲賀市都市農村交流推進協議会

２
日
目

民泊家庭の方との交流、家業体験など＝＝＝信楽の陶芸のまち散策＝＝＝お宿
（陶芸教室で製作体験）

大津・草津・守山、おごと温泉
※夜テーブルマナー講習会実施可能

３
日
目

※貸切船

お宿＝＝＝琵琶湖博物館～～～琵琶湖汽船クルーズ～～～大津港＝＝＝各地
（学芸員からのミニ授業可能） （ランチクルーズ）

Ａ-2：滋賀県内２泊３日コース【湖南エリア】

行 程 宿泊先

１
日
目

各発地＝＝＝企業、伝統産業見学＝＝＝彦根城・彦根城博物館＝＝＝お宿
（ﾔﾝﾏｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ、ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ 夢京橋キャッスルロード

滋賀工場、彦根仏壇など）

彦根、長浜

２
日
目

びわこ・長浜スクールパスポート＝＝＝＝製作体験学習＝＝＝＝お宿
班別自主研修 ・水茎焼陶芸の里

・数珠ブレスレット作り

近江八幡、草津、守山

３
日
目

お宿＝＝＝＝食農(育)体験学習＝＝＝＝テーマ別選択＝＝＝＝各地
ＪＡおうみ富士「おうみんち」 ・プラネタリウム

・収穫作業体験 ・びわこスカイアドベンチャー
・オリジナル『お弁当』 ・琵琶湖博物館

マリン体験と環境学習

琵琶湖をイメージした淡水色の焼き物で知ら
れる、水茎焼の作陶体験や数珠ブレスレット
体験が可能です。

製作体験学習 食農体験学習

琵琶湖とその周辺の自然、人々の暮らしを考える博物館。展
示はまず琵琶湖がどのようにしてできたか、というところから
始まります。そして、琵琶湖と人がどのように共存してきたか
を振り返るとともに、見る人にこれからの環境について考えさ
せる内容となっています。

滋賀県立琵琶湖博物館 彦根城・彦根城博物館 琵琶湖汽船ランチクルーズ

姫路城、松本城、犬山城、松江城とともに国宝に指定されて
おり、天守をはじめ、重要文化財の各櫓、下屋敷の庭園であ
る玄宮園、内堀・中堀などが当時の姿を留めています。
博物館では、徳川譜代大名筆頭であった彦根藩主井伊家に
伝来した美術工芸品、古文書等を収蔵、展示しています。

船内では楽しい音楽やイベント、軽食からブッフェ、コース料
理など多彩なお食事などが楽しめます。また、最上階のミシ
ガン・スカイデッキから眺める360度のパノラマは、息を飲むよ
うな雄大さです。

「日本一大きく雄大な琵琶湖」 でウォータースポーツに勇気を
もって挑戦し、自然に親しみ、喜びを実体感するプログラムで
す。琵琶湖のヨシ帯が湖水へ及ぼす水質浄化機能等につい
ての役割や生物多様性の大切さについてなど、びわ湖畔での
環境学習が可能です。

民泊家庭で交流・体験

ホームステイ先のありのままの姿を伝えるため、「その家の家
族」の一員として、あたたかく迎えます。ホームステイ先は農
家に限らず、非農家や町家もあります。家業などの共通体験
や農村の歴史や文化を通じて「心の交流」をし、温かな人たち
とのふれあいを楽しみ、地域の絆を感じてください。

小学校、中学校、高等学校の校外学習や
修学旅行等の教育旅行団体専用
「びわ湖・長浜 スクールパスポート」を
使って、このまちの歴史や文化をたくさん
訪れて下さい。

びわこ・長浜班別自主研修

収穫作業を体験し、収穫した野菜を用いてお
かずを作り自然の中で自作のお弁当を食べ、
「食」を支える根本である農業に関する知識・
体験も含んだ「食農教育」を学習します。

【テーマ別研修】

プラネタリウム体験
【テーマ別研修】

びわこスカイアドベンチャー

ホテルに併設のプラネタリウム。通常投影番
組の他、「星のお兄さんのスターライトライブ」、
「びわっち君プラネタリウムショー」など、楽し
く、面白く、星の解説が聞けます。

地上8メートルで3種類の大規模アトラクショ
ンが楽しめるアドベンチャー施設。手に汗握
る高さで、ドキドキの綱渡り！ハーネス＆命
綱があるのでご安心ください。

琵琶湖博物館

陶芸の森

琵琶湖汽船

マリン体験
環境学習

民泊体験

おうみんち

製作体験学習

彦根城

長浜市内
班別研修

テーマ別研修

キャリア
学習

自主
研修

製作
体験

スポーツ 環境 民泊

テーマ
学習

クルーズ


