滋賀県教育旅行誘致協議会
公益社団法人びわこビジターズビューロー教育旅行部会

滋賀県には、雄大で美しい琵琶湖と緑豊かな山野があり、
子どもたちに「見せたい」「伝えたい」「体験させたい」
さまざまな学習素材が存在しています。
琵琶湖にふれ、人と出会い、滋賀・びわ湖を旅して、「協調
すること」や、「工夫すること」「考えること」を通して、社
会生活に向かっての、感性を育む思い出の教育旅行を体験し
てください。
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日本のほぼ中央に位置し、日本一大きな琵琶湖を中心に、四方を鈴鹿・比叡・伊吹の山々に囲ま
れた湖国「滋賀」は、東海道や中山道、北国街道が交差し、古くから日本各地を結ぶ東西交通の
要であり、「近江を制する者は天下を制す」といわれていました。
また、「急がば回れ」という諺の語源は、室町時代の連歌師宗長が詠んだ、
「もののふの矢橋の船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」と言われています。
長浜市
滋賀県の面積は４,０１７㎞²、人口約１,４１３,２９２人※
１９市町で構成され、県庁所在地は大津市です。
(※令和２年３月１日現在）
高島市
米原市

彦根市
多賀町
豊郷町 甲良町
愛荘町
近江八幡市
東近江市

守山市
野洲市
竜王町

滋賀県イメージキャラクター

草津市
栗東市 湖南市

日野町

大津市

甲賀市

キャッフィー

うぉーたん

面積

670.25 ㎞²

日本一大きな湖の琵琶湖は、面積が滋賀県全土の約１/６を占める
周囲
235.20 ㎞
約６７０㎞²、貯水量は約２７５億 m³で京阪神の約１,４５０万人の
最大水深
103.58m
生活用水などに利用されています。
貯水量
275 億 m³
琵琶湖は、カスピ海、バイカル湖に次ぐ世界有数の古代湖であり、
約４００万年前に現在の三重県伊賀市あたりで誕生し、形を変えながら約４０万年前に現在の
位置まで移動したといわれており、長い歴史を持つ琵琶湖には、ビワコオオナマズやビワマス
など、独自の進化を遂げた固有種も数多く生息しています。
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歴史を学ぶ
歴史・文化

世界文化遺産

日本遺産

比叡山延暦寺（大津市）

延暦７年（７８８年）に天台宗の総
本山として最澄上人が開山した比叡山
延暦寺は、一遍、法然、親鸞、道元、
日蓮などといった名僧を輩出したこと
でも知られ、豊かな自然に囲まれた境
内は、東塔・西塔・横川の三塔で構成
されています。
根本中堂は平成２８年（２０１６
年）より１０年に亘り大改修を行って
おります。
(堂内拝観は可能)

日本遺産

総本山

比叡山延暦寺
https://www.hieizan.or.jp/

三井寺（大津市）

日本遺産

大本山

石山寺（大津市）

紫式部が源氏物語の構想を練った
と伝えられています。１年を通じて
花に彩られる花の寺としても有名で
す。 石山寺
https://www.ishiyamadera.or.jp/

天台寺門宗の総本山。三井寺とは、
三天皇（天智・天武・持統）が産湯で
用いた、三井の霊泉があり、「御井の
寺」に由来します。
三井寺
http://www.shiga-miidera.or.jp/

近江神宮 （大津市）
漏刻(水時計)や百人一首かるた、
流鏑馬(やぶさめ)が有名で、映画
「ちはやふる」の舞台にもなりま
した。 近江神宮
https://oumijingu.org/

国宝 日本遺産

彦根城

（彦根市）

日本遺産

白鬚神社

（高島市）

創建は約二千年前で、近江最古
といわれる歴史を誇る白鬚神社は
、湖中に朱塗りの大鳥居があるこ
とから「近江の厳島」とも呼ばれ
ています。

日本遺産
井伊直弼で知られる彦根藩井伊家の居
城で、現存する国宝５城のひとつ。
牛蒡積と呼ばれる特徴のある石垣に、
屋根の曲線が美しい三重の天守をはじめ
、大名庭園「玄宮園」など見どころがい
っぱいです。

白鬚神社
http://shirahigejinja.com/

竹生島 （長浜市）
秀吉を祀った京都東山の豊国廟に
建っていた『極楽門』を豊臣秀頼の
命により移築（国宝）

彦根城
https://hikonecastle.com/

竹生島
https://www.chikubushima.jp/

長浜市の沖合にある竹生島は周
囲２㎞、面積０.１４㎢あり、琵琶
湖では沖島に次ぐ島です。
いつ

島の名前は「(神を)斎く島」に
由来しています。
平成２８年４月に日本遺産に認定
されました。

宮崎鳥居へと
投げる
かわらけ投げ
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湖東三山
鎌倉から平安にかけて建立され
た湖東三山（西明寺、金剛輪寺、
百濟寺）は、1400～1200 年以上前
に建立された古寺で、国宝本堂を
はじめ、数多くの重文建築や仏像
に出会えます。

金剛輪寺 （愛荘町）
天平１３年（７４１年）に開山さ
れた天台の巨刹。
本堂は鎌倉時代の代表的な和様建
造物として、国宝に指定されていま
す。重要文化財の三重塔や、国の名
勝に指定されている庭園など、見ど
ころがいっぱいです。金剛輪寺
http://kongourinji.jp/

西明寺（甲良町）

百済寺（東近江市）

承和元年（８３４年）に
開創された天台の古刹で、
本堂は鎌倉時代の代表的な
建造物として、国宝第一号
に指定されています。

推古１４年（６０６年）に
創建された近江の最古刹
天正元年４月に信長の焼き
討ちにあったが、巨杉、山桜
、椿群から往時の姿が偲ぶこ
とができます。 百済寺

西明寺
https://saimyouji.com/

http://www.hyakusaiji.jp/

日本遺産

長命寺

（近江八幡市）
湖岸から８０８段
といわれる長い石段
を上ると、長命寺の
本堂に着きます。本
堂からの琵琶湖の眺
めは格別です。
長命寺
https://saikoku33.gr.jp/place/31

比叡山延暦寺

竹生島
宝厳寺

坂本比叡山口

白鬚神社

彦根城

近江神宮
西明寺
総本山三井寺

金剛輪寺
京阪大津京
大津市役所前

長命寺
びわ湖浜大津

大本山石山寺
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百済寺

▽ 紫式部ゆかりの寺

石山寺
https://www.ishiyamadera.or.jp/

【石山寺】Tel：０７７－５３７－００１３
奈良時代創建の安産・福徳・厄除・縁結に霊験あらたかな観音
霊場として信仰を集めるお寺。西国三十三所第13番札所、紫式部
が源氏物語を起筆した寺、また花の寺としても知られています。

▽ 近江風土記の丘

近江風土記の丘
https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/733/

【安土城考古博物館】Tel：０７４８－４６－２４２４
特別史跡安土城跡・史跡大中の湖南遺跡・史跡瓢箪山古墳・史跡
観音寺城跡からなる歴史公園「近江風土記の丘」の中核施設として
平成４年に開館しました。第１常設展示室では「考古」をテーマに
弥生時代、古墳時代の近江にタイムスリップします。第２常設展示
室では、
「中世・戦国時代」をテーマに、安土城をはじめとする城郭
の変遷や織田信長の人物像にせまります。

▽ 安土城跡

安土城跡
https://www.azuchi-shiga.com/n-adutijyouato.htm

【安土駅前観光案内所】Tel：０７４８－４６－４２３２
織田信長（1534-82）の居城跡で国指定の特別史跡です。本能寺
の変後、焼失して石垣だけが残っています。

▽ 信長の館

信長の館
https://www.azuchi-shiga.com/n-yakata.htm

【安土駅前観光案内所】Tel：０７４８－４６－４２３２
安土城天守の最上部５階、６階部分の復元を博覧会終了後に解体移
築し庇屋根、金箔約10万枚貼りの外壁、５階部分の天井、最上部大屋
根を増設して展示しています。

▽ 語り継ぐ平和への願い
【滋賀県平和祈念館】Tel：０７４９－４６－0300
県民の戦争体験を語り継ぎ、戦争の悲惨さや平和の尊さを学び、
平和を願う心をはぐくむための拠点となる施設です。
滋賀県平和祈念館
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/heiwa/heiwamuseum/index.html

▽ 天台三総本山

天台三総本山
https://otsu.or.jp/tendai3souhonzan/

【西教寺】Tel：０７７－５７８－００１３

西教寺
http://saikyoji.org/

全国に450以上の末寺を持つ天台真盛宗（てんだいしんせいしゅ
う）の総本山です。寺伝では、聖徳太子（574-622）が創建し、の
ちに天智天皇（626-671）から西教寺の勅願（ちょくがん）を賜わ
り、平安時代に延暦寺中興の祖良源（りょうげん）
（913-985）が
、続いて横川の源信（げんしん）
（942-1017）が庵を結んで修行道
場としたと伝えられています。
天台宗総本山の比叡山延暦寺、天台寺門宗総三井寺（園城寺）、
天台真盛宗総本山西教寺という、天台三宗の総本山が同一市内に在
ることは他では類をみないことです。
戦国時代、織田信長（1534-82）による延暦寺焼き討ちで焼失し
た後明智光秀（あけちみつひで）
（1528-82）が寺の復興に尽力し
たことから、境内には、光秀一族の墓もあります。
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安土城考古博物館
https://azuchi-museum.or.jp/

ここから先の施設の URL は 30 ページ以降に掲載しています。

▽ びわ湖自然体験学習（カヤック・ヨット）
【ＢＳＣウォータースポーツセンター】Tel：０７７－５９２－０１２７
広大な琵琶湖の自然に親しみ、仲間と喜びをわかちあう体験学習です。
【学べる・身につく力】
◆環境負荷の少ないウォータースポーツ体験を通して、自然や環境を大事に
する心（環境認知・環境配慮行動の自覚）
◆安全のためのライフジャケットの着用ルールを守る、
（社会的規律）
◆カヤックに乗る際に仲間と協力して助け合う力、危険行為を注意しあう
（協調性・気配り）

➢
➢
➢
➢
➢

クラス団結プラン
イッチ団結プラン
ウォータースポーツ１日コース
２泊３日コース
卒業遠足プラン

▽ 湖畔のスポーツ体験学習（カヌー・ドラゴンボート）
【オーパルオプテックス】Tel：０７７－５７９－７１１１
湖畔での環境・理科とスポーツ体験学習。
「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」の育成につなが
る体験学習を提供しています。

➢
➢
➢
➢

スポーツ体験と環境学習
ドラゴンボートとカヌー体験
カヌー体験とプランクトン観察
カヌーでヨシ帯観察

▽ 湖畔のスポーツ体験学習（いかだづくり）
【オーパルオプテックス】Tel：０７７－５７９－７１１１
協調性と創造性を育成いたします。

▽ 湖畔の体験学習（外来魚調べ（釣り）、プランクトン観察）
【オーパルオプテックス】Tel：０７７－５７９－７１１１
琵琶湖の外来魚の現状と生態系を理解します。
琵琶湖ルールに準じて釣りを行うことで、取り組みの理解をし、身近な環境につ
いて学びます。

▽ 冒険いかだ体験（いかだ・カヌー・カタマラン）
【休暇村近江八幡】
Tel：０７４８－３２－３１３８

大自然とのふれあいはもちろん、チーム
ワークや集団行動のルール、安全に対する
認識を学びます。
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▽ いかだづくり体験
【白浜荘】
Tel：０７４０－３２－０４５１
チームワークで筏を手作りし、広大な琵琶湖
でチーム対抗レースを体験します。

▽ SUP/カヤック/ビーチヨガ体験
【琵琶湖コンファレンスセンター】
Tel：０７４９－４３－３０００
琵琶湖コンファレンスセンターから徒歩1分の湖岸に
て、SUP/カヤック・ビーチヨガが体験できます。食事と
お風呂もご利用いただけます。専門のプロインストラク
ターが同伴し、安全講習と技術講習を実施します。

▽ ジップラインアドベンチャー
【びわ湖バレイ】Tel：０７７－５９２－１５００
山々を滑車ですべり下りるジップラインは、仲
間で楽しみ、時には励ましながらチャレンジ！
仲間で楽しみながら「コミュニケーション」や
「信頼関係」が生まれ、「共通の達成感」が味わ
えます。

※ コミュニケーションゲーム
【びわ湖バレイ】Tel：０７７－５９２－１５００
コミュニケーションゲームについてはお問い合わせください。

▽ ハイエレメント＆ローエレメント体験
【ひこねスカイアドベンチャー

/ びわこスカイアドベンチャー】

Tel：０７４９－２６－１７９３（ひこね） Tel：０７７－５８５－０１２２（びわこ）
自主性や協調性を養うプログラムです。
ハイエレメント体験は地上８ｍの空中アスレチック体験で、
仲間と助け合いゴールを目指します。
ローエレメントは約２０名が１グループで
行い、様々なゲームを通じて体験の中から
学びます。
ローエレメント体験は、屋内外を問わない
ので宿泊施設や体育館でも出張体験が可能
です。

▽ 遊びが豊かな心を育てる
【ひこねスカイアドベンチャー

/ びわこスカイアドベンチャー】

Tel：０７４９－２６－１７９３（ひこね） Tel：０７７－５８５－０１２２（びわこ）
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（アイスブレーキング）【ひこねスカイアドベンチャー / びわこスカイアドベンチャー】

（ディインヒビタイザー）【ひこねスカイアドベンチャー / びわこスカイアドベンチャー】

（トラスト）【ひこねスカイアドベンチャー / びわこスカイアドベンチャー】

（イニシアティブ）【ひこねスカイアドベンチャー / びわこスカイアドベンチャー】

▽ チームチャレンジプログラム
【休暇村近江八幡】
Tel：０７４８－３２－３１３８
美しい湖畔で、仲間と楽しく過ごしながら、
コミュニケーション力アップのきっかけを作り
協力する喜び、一丸となって目標を達成する
やりがいなどを体感します。

▽ フィールドアスレチック/イニシアティブゲーム
【希望が丘文化公園】
Tel：０７７－５８８－３２５１（フィールドアスレチック）
Tel：０７７－５８６－２１１１（イニシアティブゲーム）
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（フィールドアスレチック）【希望が丘文化公園】
自然の地形や木立を利用した楽しいポイントがたくさんあります。

（イニシアティブゲーム）【希望が丘文化公園】
一人では解決できない課題に対して、一人ひとりが持っている能力を出し
合って課題を解決する活動です。問題解決能力、コミュニケーション力、
社会性、リーダーシップ等を育てます。

▽ 野外炊飯・ロープワーク
【希望が丘文化公園】
Tel：０７７－５８６－１１００

（野外炊飯）【希望が丘文化公園】
仲間との調理や食事を通じて、役割分担や
協力の大切さを学びます。

（ロープワーク）【希望が丘文化公園】
日常生活やアウトドア、非常時にも役立つ
ロープの結びを体験し、ロープの扱いや道具
としての使い方を学びます。

▽ オリエンテーリング/ウォークラリー
【希望が丘文化公園】
Tel：０７７－５８６－２１１１

（オリエンテーリング）【希望が丘文化公園】
専用の地図とコンパス（方位磁石）を使い、
自然の中に設置されたポストを時間内に好きな
順番でできるだけたくさん見つけます。ポスト
ごとに貼られた点数の合計で競います。

（ウォークラリー）【希望が丘文化公園】
仲間と協力しながら途中与えられた課題を
クリアして目的地を目指します。観察力と自
然への興味を培います。

▽ チームビルディングプラン
【ＢＳＣウォータースポーツセンター】Tel：０７７－５９２－０１２７
カッター・ウォール・カヤック等で、チームで協力し、課題をクリアしていく。
チームで一丸となり、仲間を尊重し個々と仲間の関わりに気づきます。
また、チームで飯盒炊爨やバーベキューをすることもできます
・ 日帰りコース
・ １泊２日コース
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▽ SDGｓ自然体験
【ＢＳＣウォータースポーツセンター】Tel：０７７－５９２－０１２７
□体験学習名：ヨット、カヤック体験
メニュー概要：BSC は、2030 年に向けて全世界で取組んでいる「SDGs（持続可能な開発目標）」を
推進しています。体験を通じて、4 つのテーマに基づいた学びや気づきを提供します。

１

【③・⑤保健】
性別、年齢を問わず楽しめるウォータースポーツを生涯スポーツとして健康に過ごすことを目指します。

２

【⑥水・衛生】
近畿地方の 1400 万人が利用する琵琶湖の水質保全に、力をいれています。
【活動例】☆湖岸清掃：湖岸のごみを集め分析します。☆外来魚釣り：外来魚駆除について考えます。

３

【⑦エネルギー】
自然に優しいウォータースポーツの体験。人力で、琵琶湖にでます。
【活動例】カヤック体験（パドルを漕ぐ力だけで動くため、ガソリン等使わない）

４

【⑬気候変動】
琵琶湖の水温や水位、気候や気温など、ウォータースポーツを楽しむため影響する気象要素があります。

▽ SDGｓ体験
【比叡山延暦寺/延暦寺会館】

2015 年 9 月、国連本部において「国連持続可能
な開発サミット」が開催され、
「持続可能な開発目標
（SDGs：Sustainable Development Goals）」が
加盟 193 ヵ国の全会一致で採択されました。
この SDGs は、2030 年に向け、持続可能な未来
を実現するために、先進国を含む国際社会全体が取
り組むべき 17 の目標と 169 のターゲットを定め
たものです。
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びわこ文化公園内の緑豊かな環境にある美術館。日本画家の小倉遊亀
や染織家の志村ふくみなど滋賀にゆかりの作家の作品のほか、マーク・
ロスコやロバート・ラウシェンバーグなど、戦後アメリカ美術を代表す
る作家の良作やアール・ブリュットのコレクションで知られています。
教育普及活動でも、ワークショップや、アートゲームを用いた鑑賞教
育などの取り組みが充実しています。
2021 年６月のリニューアルオープンにあたっては、カフェスペース
やキッズスペース、ファミリールームなど入場無料エリアも充実させ、
「公園の中のリビングルーム」のような誰もが気軽にくつろぎ楽しめる
空間となっています。
【ご注意】

▽ 滋賀県の見学可能な産業施設一覧
【経済産業省近畿経済産業局】

季節や世情によって、見学できない場合がありま
すので、お申し込みの際、直接ご確認ください。

※見学可能日や見学条件を変更されている場合がありますので、訪問希望される場合は、事前に各施設ま
でご確認ください。
※上記の施設はSDGｓとは別の工場見学施設です。一部取り組みされているところもあります。詳しくは直
接お尋ねください。

URL：https://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/tvlist/shiga-ichiran.html
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▽ 近江商人について
【東近江市近江商人博物館・中路融人記念館】Tel：０７４８－４８－７１０１
https://e-omi-muse.com/omishounin/
近江商人の歴史が分かる博物館で、近江商人屋敷が近隣に点在します。
・五個荘近江商人屋敷 外村繁邸
・五個荘近江商人屋敷 外村宇兵衛邸
・五個荘近江商人屋敷 中江準五郎邸

【近江商人郷土館】Tel：０７４９－４５－０００２
https://www.biwako-visitors.jp/spot/detail/1016/
売り手よし、買い手よし、世間よし、
「三方よし」の理念が有名な近江商人の歴史が学べます。

【近江日野商人】Tel：０７４８－５２－０００７
https://www.hino-kanko.jp/sight/hinosyouninkan/
この近隣には近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」があります。蒲生氏郷公ゆかりの地で、日野城跡
（中野城跡）も近くにあります。

大津市内の観光は・・・（体験・観光・お土産など、様々な情報が満載です）
【びわ湖大津観光協会】Tel：０７７-５２８-２７７２

【大津市】

「体験旅びわ湖大津」パンフレットのダウンロード
https://otsu.or.jp/app/webroot/wp/wp-content/uploads/2021/04/otsucity_ol.pdf
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▽ びわ湖バレイスキースクール
【びわ湖バレイ】Tel：０７７－５９２－１５００
名神高速道路京都東ＩＣから約４０分で
本格的なゲレンデに到着できます。
京都・大阪方面からも抜群の交通アクセス
で修学旅行にも最適です。豊富な天然降雪
量とともに人口降雪機も利用して、安定し
たゲレンデコンディションを維持しており
ます。

▽ スキースクール （箱館山スキー場）
【今津サンブリッジホテル/箱館山スキー場】
Tel：０７４０－２２－６６６６（今津サンブリッジホテル）
初心者に最適なスキー場で、ゲレンデ
からびわ湖が一望できます。
名神高速道路京都東ＩＣから約１時間。
駐車場から８人乗りのゴンドラで山頂へ。
実施施設にてインストラクターによる出
張講話も可能です。

▽ スキースクール （奥伊吹スキー場）
【奥伊吹観光】
Tel：０７４９－５９－０３２２
関西最大級のスノーリゾート。
大阪、名古屋からも近い抜群のアクセスで、修学旅行に組込むには
最適です。
国内トップクラスの約８０００人が
受講する安心のスクールがあり、初心
者向けのバーンも充実。ゲレンデ内に
は、トンネル付き動く歩道も設置され
ているので、リフトに乗れないレベル
からのサポートが可能です。

びわ湖バレイ
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奥伊吹スキー場

▽ 比叡山体験学習プログラム
【延暦寺会館 / 比叡山延暦寺】Tel：０７７－５７９－４１８０（延暦寺会館）
あふれる情報の中で、忙しく不安をいだきながら暮らしていますが、そんな日常を離れ、自分自
身に向き合う事も必要ではないでしょうか。比叡山での修行体験を通じて、自己を見つめ、普段の
生活で見失われたものに気づき、さわやかな心で山を下りられることでしょう。
◆ 坐禅体験
延暦寺会館館内での、僧侶による初心者坐禅指導及び体験。また、延暦寺会館で宿泊いただいた
場合、国宝根本中堂での貸切坐禅体験が可能。
◆ 写経体験
お釈迦様が説かれたお経を１字１句佛様と見たてて書写指導します。
◆ 法話
僧侶による法話がお聞きになれます。
◆ 昼食・宿泊をともなう夕食での食事作法
あらゆるものに感謝を込めて、食べ物を頂く食事作法の修行。

▽ 止観（座禅）・写経・茶道体験
【金剛輪寺】Tel：０７４９－３７－３２１１
四季折々の自然が美しい境内。国宝本堂や境内に立つ道場にて、
座禅で自己反省をし、写経にて無我の境地を体験できます。
◆ 止観（座禅）体験
鎌倉時代建立の厳粛な空気が漂う本堂内で、ただ一心に坐ることに
より、自己を見つめ直します。
◆ 写経体験
経文を一字一字、丁寧に書き写すことにより、集中力を養います。
◆ 茶道体験
名勝庭園を臨む静寂な雰囲気のなか、現代人が忘れがちな「和」の心を学びます。

▽ 座禅・写経体験
【総本山 三井寺】Tel：０７７－５２２－２２３８
心の教育がおろそかになりつつある現代社会において、今一度、自分の
心を見つめなおすことが必要な世の中になってきました。
◆ 座禅体験
観音堂客殿での座禅体験。僧侶が心構え作法を分かり易く指導します。
静寂につつまれた三井寺の境内。日常の喧騒を離れて、清澄な空気の
もと、ゆっくりと深い呼吸を繰り返すことで、心と体をリセットする
充実した機会を体験できます。
◆ 写経体験
写経に打ち込むことで日常の雑念を払い、心安らかに心身を鎮めて一字
一字、一筆一筆に想いをこめて取り組めば、自分の心の中にある慈悲の
心、優しさ、思いやりの心をあらためて思いだし、より良い自分に出会
える時間をもつことができます。

▽ テーブルマナー体験
【びわ湖大津プリンスホテル】Tel：０７７－５２１－５５６６
皆さまにご堪能いただける料理と共に、食事のマナーを学びましょう。講師は、資格を取得した宴
会担当者が丁寧に、また楽しく講話いたします。礼儀や作法を学びながら、楽しい思い出づくりをお
手伝いいたします。
◆ 洋食テーブルマナー
ナイフ・フォークの使い方、料理の召し上がり方、食事中の礼儀を身につけましょう。
◆ パーティーマナー
服装、立ち振る舞いを学びましょう。
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▽ びわ湖環境体験学習
【琵琶湖汽船】Tel：０７７－５２４－１９１９
日本一の湖「びわ湖」を通して、水環境・歴史・文化・生き物を学ぶ。
１．びわ湖の水を調べる
びわ湖の水を採取し、自分自身の五感や機材を使って、
水質を調べます。
２．びわ湖と歴史
湖上から歴史・文化の解説を聞き、歴史環境継承のために
何ができるか考えます。
３．びわ湖の生き物
採取したプランクトンを顕微鏡で観察し、どんな生き物が
生息しているのか調べます。

坂本比叡山口
京阪
石山坂本線

京阪本線

びわこ浜大津

▽ 琵琶湖のプランクトン観察
【滋賀県立 琵琶湖博物館】 Tel：０７７－５６８－４８１１
琵琶湖のプランクトンを直接採集し、実習室に持ち帰り、
顕微鏡で観察することで、琵琶湖が生き物の宝庫であること
を学びます。
プランクトンも琵琶湖の生態系のバランスを保つ役割を担っ
ており、生き物を保全することが大切であることを学びます。
※琵琶湖博物館では、教育旅行団体用の食事対応として、
机のある部屋と、平面スペースを確保しています。
（※時期により利用状況に変更のある可能性がありますので、
事前にお問い合わせください。
）
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▽ 水環境学習プラン
【ＢＳＣウォータースポーツセンター】Tel：０７７－５９２－０１２７
カヤック体験（1人乗り・2人乗り）で、びわ湖の水に触れ、
ヨット（セーリング）で透明度測定・びわ湖を五感で観察し、
水質調査（バックテスト）びわ湖の話などびわ湖で水環境を
考えます。
スケジュールは、到着時間・出発
時間に合わせて調整できます。
実施方法は、コンディション・人
数等により変更することも可能です。

▽ カヌーでヨシ帯観察とヨシ紙笛づくり
【オーパルオプテックス】Tel：０７７－５７９－７１１１
カヌーに乗りながら琵琶湖のヨシ帯を観察します。カヌ
ーに乗ってヨシが群生している場所に入り、ヨシの生態を
自分で確かめることが可能です。
ヨシ紙笛づくりでは、水質浄化作
用などヨシの役割についての講義と、
ヨシから生まれたヨシ紙を使って笛
づくりを行います。

▽ ヨシ笛づくりと琵琶湖の水環境
【滋賀県立 琵琶湖博物館】
Tel：０７７－５６８－４８１１
琵琶湖畔で生育しているヨシを使ったヨシ笛づくりを体験
し、ものづくりの楽しさと自分でつくったヨシ笛の音色を楽
しむことができます。また、ヨシ帯の話を聞き、琵琶湖の生き物の命を育んで
いることや琵琶湖の水の浄化に関係が深いことなどを学びます。

▽ マス釣り体験
【滋賀県醒井養鱒場】 Tel：０７４９－５４－０３０１
初めての方でも簡単に釣りが体験できます。
（要予約）
時間内(約３０分間)リリースで何度も釣りを楽しめます。
塩焼一尾／人付ですので、食体験もできます。
当場の案内ビデオ(約 15 分)をご試聴できます。
（無料：要予約）豪快なエサやり体験もあります（有料）

▽ 【水のめぐみ館】
【アクア琵琶】 Tel：０７７－５４６－７３４８
琵琶湖と淀川の治水と利水について、さまざまな角度から学べる施設です。
ゲーム感覚で琵琶湖について学ぶクイズや屋外に設けられた世界最大の雨が体
験できるブース「雨体験室」が人気です。

（南郷 瀬田川洗堰）
琵琶湖から流れ出る唯一の天然河川である瀬田川
の水を堰き止め、利水および治水に供する目的で運
用されている。
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▽ 講義＋展示見学
【滋賀県立 琵琶湖博物館】
Tel：０７７－５６８－４８１１

（琵琶湖から「湖と人間」の関わりを学ぼう）【滋賀県立 琵琶湖博物館】

（外来魚の解剖）【滋賀県立 琵琶湖博物館】
外来魚の解剖をし、体の構造や胃内容物を調べ、生態系のバランスについて考えます。
外来魚の琵琶湖での生態系のつながりや食物連鎖を含めた外来魚に関する環境問題に
強い関心をもたせることができます。

（化石のレプリカを作ろう）【滋賀県立 琵琶湖博物館】
化石のレプリカは、化石研究の第一歩です。
レプリカ作りをし、地層の中には化石が含まれ
ているものがあることを理解します。
また、サンヨウチュウ、アンモナイトなど代
表的な化石から、化石は過去の環境と年代を
推定できることを学びます。
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▽ 楽しい焼き物の話と陶芸体験
【水茎焼陶芸の里】Tel：０７４８－３３－１３４５（近江八幡）
【陶芸工房ほっこくがま】Tel：０７４９－６８－２６８０（長浜）
～水茎焼（みずぐきやき）とは～
琵琶湖をイメージした水色と滋賀県の鳥「カイツブリ」が入っているのが特徴の琵琶
湖の焼き物です。気取った器で無く、毎日の生活の中で使って頂きたい日常器です。
楽しい焼き物の話と作り方の説明を受けた後、実際に自分で作品を作って頂き
ます。出張教室も執り行っています。(出張は最大450名まで対応可。要相談)

（手廻しロクロ作陶コース）
【水茎焼陶芸の里】Tel：０７４８－３３－１３４５（近江八幡）
【黒壁 24 号売館・陶芸工房ほっこくがま】
Tel：０７４９－６８－２６８０（長浜）
楽しい焼き物の話と作り方の説明を受けた後、実際に手廻しロクロ使用し自
分で作品を作って頂きます。インストラクターが必要に応じてお手伝いをさせ
ていただくので苦手な生徒さんでも安心してご参加頂けます。業界最大規模の
一度に400名まで同時に御体験頂けますが、80名以上であれば安心の1校1館制な
ので他校様と重なる事はありません。出来上がった作品は約1.5ヵ月後(応相談)
クラス毎にまとめて学校までお送りいたします。
60分作り方動画

90分作り方動画

（コップ or お皿作成コース）
【水茎焼陶芸の里】Tel：０７４８－３３－１３４５（近江八幡）
【黒壁 24 号売館・陶芸工房ほっこくがま】Tel：０７４９－６８－２６８０（長浜）
楽しい焼き物の話と作り方の説明の後、実際に布の上で粘土を使用し自分で
作品を作って頂きます。インストラクターが必要に応じてお手伝いをさせてい
ただくので苦手な生徒さんでも安心してご参加頂けます。業界最大規模の一度
に400名まで同時に御体験頂けますが、80名以上であれば安心の1校1館制なの
で他校様と重なる事はありません。
出来上がった作品は約1.5ヵ月後(応相談)、クラス毎にまとめて学校までお
送りいたします。

コップの作り方動画

お皿の作り方動画

（絵付制作コース）
【水茎焼陶芸の里】Tel：０７４８－３３－１３４５（近江八幡）
【黒壁 24 号売館・陶芸工房ほっこくがま】
Tel：０７４９－６８－２６８０（長浜）
～旅の想い出を形に～
学生時代の大きな想い出となる「旅」。その思い出をいつまでも色褪せない
形にしてみませんか？

▽ 信楽焼での焼き物手ひねり体験
【信楽陶苑たぬき村】Tel：０７４８－８３－０１２６
朝ドラでも有名になった『スカーレット』緋色釉も選べます（１クラス１色）
伝統のひもづくりで作成していきます。
出来上がったら自由に文字を掘ることができます。※出張対応可
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▽ 信楽焼での焼き物絵付体験
【信楽陶苑たぬき村】Tel：０７４８－８３－０１２６
日本六古窯のひとつ信楽焼は１３世紀後半
（鎌倉時代）にはじまり大物つくりの技術と
伝統をいかし現在も幅広い陶製品がつくられて
います。信楽焼で一番有名な狸の置物は昭和天
皇が信楽に行幸された際日の丸を持たせた信楽
焼たぬきでお出迎えし、その後福を迎える縁起
物として有名になりました。
日本一の大狸との記念撮影、案内人付のぼり窯
見学、たぬきの絵付を体験していただけます。
実施 通年
対象 小学校２年生～
所要時間 60分
対応人数 10名～400名（最大800名）
料金
1,320円/人

▽ 信楽焼の焼き物体験
【信楽陶苑たぬき村】Tel：０７４８－８３－０１２６
工房に個性豊かなたぬきが並んでいま
す。そんな中で「信楽陶苑たぬき村」は
陶芸作家の作品展示があったり、陶芸体
験ができたり信楽焼がまるごとわかる施
設です。

▽ 滋賀のやきもの唐橋焼創作と窯元のお話
【唐橋焼窯元】Tel：０７７－５３７－０５４３
近江の伝統を陶芸で学ぶ、琵琶湖の青を映した釉薬で仕上げ
古来の手法（たたら作り）で製作します。
硬さを調整した陶土は作りやすく創作が楽しく
なり、達成感を味わえます。
唐橋焼工房では２～３０名対応可能です。
宿泊先での陶芸体験もできます。
(夜間出張対応可)

▽ 信楽焼の焼き物体験
【信楽陶芸村】Tel：０７４８－８２－０５２２（本店）
０７４８－８３－０２３０（国道店）
奥田忠左衛門窯は、明治 21（1888）年に、信楽の
山裾で開窯した 100 年以上の歴史を持つ６代続く
窯元です。
たぬきをはじめ、植木鉢、花器、抹茶茶碗など
素朴で暖かみのある信楽焼を展示・販売しています。
また、体験だけでなくお食事もご用意できます。
思い出に残る有意義な時間をお過ごしください。
詳しくは、信楽陶芸村へお問い合わせください。

▽ ビーズブレスレット（腕輪念珠）制作体験
【総本山 三井寺】Tel：０７７－５２２－２２３８
仏教の世界では、念珠は仏様と心を通い
合わせる大切な法具で、持っているだけ厄
災から身を守り、心の安らぎを得られると
いわれています。
僧侶が分かり易く数珠について説明し制
作指導いたします。制作した数珠はご祈祷
したのちお持ち帰りいただきます。
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▽ 扇子の絵付け体験
【白浜荘】Tel：０７４０－３２－０４５１
職人さんより、いろいろな扇子につい
ての説明の後、専用の和紙に絵付け体験
をしていただき、出来上がった作品は職
人さんの手で扇子に仕上げられます。約
１か月後に学校へ届けられます。

▽ 焼杉/ネイチャークラフト
【希望が丘文化公園】Tel：０７７－５８６－２１１１

（焼杉）【希望が丘文化公園】
滋賀県産の杉板をヤスリで削り、ガストーチで焼き煤を落として
金具等を付け、キーラック等の作品を作ります。雨天時のプログラム
としてもご利用いただけます。

（ネイチャークラフト）【希望が丘文化公園】
自然の中に落ちている木の実や枝、葉っぱなどを材料にして、ホット
ボンド等を使って接着し、オリジナルの作品を作ります。自然に親しみ、
ものづくりの楽しさを味わうことができます。

▽ 体験（オルゴールづくり）
【黒壁三號館黒壁オルゴール館】
Tel：０７４９－６３－２２５５
好きなオルゴールを選んでデコパーツをくっつける、とっても簡単に
作れる体験です♪
黒壁オルゴール館は、オルゴールの魅力を中心に、様々な「癒し」の
世界に出会える空間をご提供します。
https://kurokabe.jp/courses/view/music%20box%20decoration/

▽ 体験教室（黒壁ガラス館など）
【黒壁】Tel：０７４９－６５－１２２１
北国街道沿いに続く古い街並の一角にある総称「黒壁
スクエア」
。明治時代から黒壁銀行の愛称で親しまれた古
い銀行を改装した「黒壁ガラス館」は2021年３月27日に
リニューアルオープン、ガラスショップや工房、ギャラ
リー、体験教室、レストランやカフェなどが古い街並の
中に点在しています。
街歩きや班別での体験にも適しています。また、
少しはなれると琵琶湖や自然豊かな風景が広がり
ます。

（クラゲリウム）【黒壁十三號館黒壁体験教室】
ガラスボトルにお好きなガラスパーツや植物を
入れて、専用のオイルを流して小さな水槽をご制作
いただきます。

- 22 -

（サンドブラスト）【黒壁十三號館黒壁体験教室】

（ジェルキャンドル）【黒壁十三號館黒壁体験教室】

（様々な体験が選べる）
【黒壁十三號館黒壁体験教室】
【海洋堂フィギアミュージアム】
【陶芸工房ほっこくがま】など

▽ シジミのストラップづくりと琵琶湖の水環境
【滋賀県立 琵琶湖博物館】 Tel：０７７－５６８－４８１１
琵琶湖の固有種であるセタシジミを使った
ストラップづくりを体験します。また、セタ
シジミは琵琶湖の水環境に関係が深いことな
どを学びます。
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▽ びわ湖テラス
【びわ湖バレイ】Tel：０７７－５９２－１５００
日本最速のロープウェイが雄大な琵琶湖の
パノラマが一望できる爽やかな山頂まで、
あっという間にお連れします。
琵琶湖の約80％を望む絶景ポイント
「びわ湖テラス」です。

▽ ローザンベリー多和田
【ローザンベリー多和田】Tel：０７４９－５４－２３２３
バラや宿根草のイングリッシュガーデンをはじめ、動物や自然と触れ合える
観光施設です。
散策以外にもからだ思いのバイキング料理のランチ利用や、体験工房では、
自分だけのオリジナルグッズ作りに挑戦できます。五感で感じる自然の癒しを
感じながら、思い思いにお過ごしいただけます。

▽ 五感で感じる複合型観光体験
【ローザンベリー多和田】Tel：０７４９－５４－２３２３

（体験型ＢＢＱ）
手ぶらで楽しめて野菜収穫も！
愛情込めて育てられた季節の野菜を畑から自分で選ん
で収獲し採れたてを調理。自然の中で楽しむ体験型の
バーベキューです。テーブルは52席、最大400名の対応が
可能で、ガゼボ（西洋風あずまや）の中で天候を気にせ
ずお過ごしいただけます。
・野菜は食べ放題！愛情込めて育てられた野菜を畑から
自分で選んで収穫。
・畑から収獲した採れたて野菜を調理。
（最大400名）

（フェルトボールストラップ（中・高学年～））
【ローザンベリー多和田】
フェルティングニードルという特殊な針を使って楽しく簡単に作れます。

（ひつじのショーンフェルトストラップ（中・高学年～））
【ローザンベリー多和田】
大人気ひつじのショーンのキャラクターをフェルトで作れます。その他
にも、簡単なブローチ作りや上級者向けのマグネット作りもご用意！

（木のねんど（幼児・低学年～））
【ローザンベリー多和田】
削った木で出来ている不思議な「木のねんど」。小さなお子様も楽し
めるクラフト体験です。

（風鈴の絵付け体験【夏季限定】（幼児・低学年～））
【ローザンベリー多和田】
風鈴の絵付け体験【夏季限定】（幼児・低学年～）
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▽ 野外体験活動 （①BBQ ②カレー作り ③バウムクーヘン・ピザ作り）
【アクティプラザ琵琶】Tel：０７４０－２５－７１１１

（バウムクーヘン作り）
竹を回して炭火でじっくり作成
します。出来立てのバウムクーヘン
感動しますよ～！

（バーベキュー）
お肉・お野菜だけでなく海鮮や
焼きそば・タコ焼きもご用意！
ボリューム満点です。

▽ 競技かるた
【近江勧学館】Tel：０７７－５２４―３９０５
日本一を競う「名人戦・クイーン戦」や、かるたの甲子園とされる
「全国高等学校かるた選手権」をはじめ、多くの大会が行われています。
「かるたの聖地」で競技かるたの世界に触れてみませんか？
ホテルなどの出張も対応可能です。詳細は近江勧学館までお問合せください。

▽ ランチクルーズ / ディナークルーズ
【琵琶湖汽船】Tel：０７７－５２４－１９１９
琵琶湖の船上でのお食事で、ホテルでのお食事
とはまた違った 非日常体験 を味わってみません
か？
昼はランチクルーズ、夜はディナークルーズと趣
向を変えてお出迎え致します。
また、乗降可能な港であれば、湖上交通としてもご利用いただけます。渋滞のない湖
上からの眺望を楽しみながら、ゆったりとした時間をお過ごしください。
※時節柄、詳細については事前に琵琶湖汽船㈱までお問い合わせください。

▽ サンライズカヤックツアー
【ＢＳＣウォータースポーツセンター】
Tel：０７７－５９２－０１２７
※詳細については事前に BSC ウォータースポーツセンターまで
お問い合わせください。

（バスフィッシング）【ＢＳＣウォータースポーツセンター】
琵琶湖での釣りを通じて、バスフィッシングの基本を覚え、生態系に
ついて考えます。仕掛作りからブラックバスの習性等の講習を行います。
外来種について考えるきっかけになります。またカヤック等ほかのプラントの組み合わせもできます。

（ウォータースポーツ実習（ウインドサーフィン・ディンギー・SUP・カヤック））
【ＢＳＣウォータースポーツセンター】
ウォータースポーツのことなら、ぜひご相談ください。
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▽ 餅つき体験
【琵琶湖コンファレンスセンター】
Tel：０７４９－４３－３０００
近頃ではあまり見かけなくなった石臼と杵を使って、日本の伝統行事を体験
してみよう！子ども用の杵もあるので、小さなお子様でも楽しめます。みんな
で楽しくお餅をついた後は、つきたてのお餅にあんこ、きなこ、醤油、大根お
ろし等をつけて、いろんな味を楽しみましょう。

（ペットボトルロケット作り＆発射実験）【琵琶湖コンファレンスセンター】
いらなくなったペットボトルを利用して作る空気と水の圧力で空高く飛ぶロケットのことです。水と空気
の関係を学ぶのに、理科の実験として課外授業を行う学校もあります。ロケットが完成したら館外の芝生広
場から発射！誰のロケットが一番遠くまで飛ぶか競争で盛り上がります。

（藍染め体験（お染体験））【※ファブリカ村】Tel：０７４９－４３－３２００
滋賀（東近江）は昔から麻織物の産地でもあり、その滋賀の伝統工芸である染物体験をすることができま
す。ファブリカ村は琵琶湖コンファレンスセンターから車で１５分のところにあります。時期により宿泊時
に琵琶湖コンファレンスセンター内で行うことも可能です。
※ファブリカ村（滋賀県東近江市佐野町657北川織物工場）

▽ プラネタリウム
【琵琶湖マリオットホテル】
Tel：０７７－５８４－２１８０
琵琶湖マリオットホテル内にあるプラネタリウム「デジタルスタードームほた
る」は、星のお兄さんの爆笑星座解説がついたプログラムや、お子様用のプログ
ラムなど大人からお子様まで楽しめるプラネタリウムです。

▽ プラネタリウム
【大津市科学館】
Tel：０７７－５２２－１９０７
デジタルプラネタリウム投影機による美しい全天周映像や季節に
よって異なる星空、天文話題など、様々な番組をお楽しみいただけます。

▽ 水茎焼陶芸の里 BBQ
【水茎焼陶芸の里】
Tel：０７４８－３３－１３４５
湖国滋賀のほぼ中央に位置する近江八幡。この地には近江牛の様なブラン
ド品だけでなく、赤蒟蒻や丁字麩等の名産品があります。それら郷土の素材
をお召し上がり易いようにアレンジを加えて作り上げました。

▽ 宿泊施設での体験
【白浜荘】
Tel：０７４０－３２－０４５１
いろいろな体験ができます。ご希望の体験を
ぜひお問い合わせください。
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▽ 館内での体験学習
【琵琶湖コンファレンスセンター】
Tel：０７４９－４３－３０００
琵琶湖コンファレンスセンターでは座禅体験、
陶芸体験、かるた体験凧作り体験など、館内で体
験することができます。

宿泊施設での体験を希望される
場合は、ご利用されます宿泊施設
に直接お問い合わせください。

▽ 旅をとことんエンジョイ
【近江鉄道】Tel：０７４９－２２－３３０７
旅をとことんエンジョイ長距離旅行を快適に！

【帝産湖南交通】Tel：０７７－５６５－８１７１
快適・安全・真心サービスをモットーに、ご利用をお待ちして
おります

▽ 日本最長のケーブルカーで世界文化遺産の比叡山延暦寺へ
【比叡山鉄道（坂本ケーブル）】
Tel：０７７－５７８－０５３１
1927(昭和2)年に敷設された坂本ケーブルは、登録有形文化
財の駅舎と日本最長の2025mを11分で結ぶ比叡山鉄道のケーブ
ルカー路線です。

▽ 観光船（琵琶湖汽船・ミシガン/ビアンカ）
※予約により一部湖上交通としても利用可能。詳しくは琵琶湖汽船へお問い合わせください。

▽ 竹生島（オーミマリン、琵琶湖汽船）
【琵琶湖汽船】Tel：０７７－５２４－１９１９（大津港利用、長浜港・今津港利用）
【近江マリン】Tel：０７４９－２２－０６１９（彦根港利用）

竹生島クルーズ：オーミマリン（直政）

琵琶湖汽船（べんてん）
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琵琶湖汽船（リオグランデ）

びわこクルーズ：大津港より
琵琶湖汽船（ミシガン周遊）

▽ 農村体験とネイチャーウォーキング
【高島市 / (公社)びわ湖高島観光協会】
Tel：０７４０－３３―７１０１
湖西の農村での野菜の作付けや収穫体験、草木を使った木工細工や
わら細工など、里山の文化を体験します。
① 野菜の作付け体験または田植え体験 （５月中旬～下旬）
② 野菜の収穫体験 （７月下旬～１１月上旬）
③ 手作り体験 わら細工・木工細工・炭焼き・そば打ち
④ 自然観察会

▽ くつきの森で林業体験
【高島市 / (公社)びわ湖高島観光協会】
Tel：０７４０－３３－７１０１（びわ湖高島観光協会）
琵琶湖の水源域にあたる「くつきの森」で、豊かな森を育むために森林作業
を行います。高島市は、琵琶湖の約３８％の水を供給していると言われており
森林の環境を整備することは、水質向上にも貢献していることになります。

▽ 棚田と地域循環型農業体験
【ＢＳＣウォータースポーツセンター】Tel：０７７－５９２－０１２７
棚田の歴史を知り、その土地の知恵・苦労・文化・現状を学びます。棚と
その周りに残る自然を四季それぞれの作業を通して、自然の美
しさ・大切さなど環境について考えます。比良地域での地域循
環型農業を知り、地域循環型農業の飼料米で育った安心・安全
な鶏卵・鶏肉を使用した食体験を行います。また、実際に環境
負荷の少ないカヤックでびわ湖に出て、びわ湖の現状・水につ
いて考えます。

▽ 投げ網体験
【白浜荘】Tel：０７４０－３２－０４５１
びわ湖岸にエリを作り、体長１５㎝～１８㎝の鮎や
岩魚を放流し、投げ網で捕獲し獲りたての魚を串にさ
して炭火で焼き、召し上がって頂きます。

▽ ヨシ笛作り体験と琵琶湖体験学習
【びわ湖大津観光協会】Tel：０７７－５２８－２７７２
宿舎または市内施設で実施いたします。
作成の過程で、琵琶湖の環境に対して葦（ヨシ）が果たす役割や、琵琶湖の環境
保全についての取組を講師がお話しします。ヨシ笛完成後には、
簡単な吹き方教室と共に「環境音楽団体日本ヨシ笛協会」の奏
者による本格的なよし笛演奏を通じて、環境保全の大切さを
学びます。
葦を含む琵琶湖の自然環境の保全に寄与していただく事にも
なります。
■ヨシ群落のはたらき
ヨシ群落には水をきれいにする3つのはたらきがあります。
１．ヨシによって水の流れを弱くして水の汚れを沈めるはたらき
２．ヨシの水中の茎につく微生物や群落の土中の微生物によって
水の汚れを分解するはたらき。
３．ヨシが水中の窒素、リンを養分として吸い取るはたらき。

- 28 -

↓大津市内での観光や体験のことなら
https://otsu.or.jp/information
滋賀県の県庁所在地でもある大津市には、世界遺産の比叡山延暦寺があり、その門前町として栄えた坂本
は、国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定される町並みが広がります。また琵琶湖の南端に位置し、琵
琶湖の景観を堪能できるスポットが多く見どころが満載です。
大津市は神社仏閣でも天台三総本山（延暦寺・西教寺・三井寺）など歴史のあるものも多く、アニメ「ち
はやふる」で有名になった競技かるたの聖地、近江神宮などがあります。

▽ 体験し、遊ぼう
【白浜荘】
Tel：０７４０－３２－０４５１
http://www.shirahamaso.co.jp/learning.htm

琵琶湖畔で自然にふれあい、思いっきり「体験＋学ぼう」
修学旅行・体験学習に最適なプランです。
アウトドア体験の他にも多彩なインドア体験・総合学習メニ
ューもあります。

▽ 三方よし！近江日野田舎体験
【 (一社）近江日野交流ネットワーク】Tel：０７４８－５２－６５６２
近江商人の「三方よし」の教えに倣った生徒個々の
生きる力を育む三方よし！近江日野田舎体験。
体験自体を目的とせず、体験を通して交流を深め、
人としての成長を促し、心豊かなひとづくりの取り
組みを推進しています。教室の中だけでは学ぶこと
が難しい「ひとりひとりが考え、行動する力」を養
うことが出来る場をご提案いたします。

紹介させて頂いた体験学習以外にも、滋賀・びわ湖
ならではの体験学習プランがございます。
詳しくはホームページで。
滋賀県教育旅行
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検 索

教育旅行のことならhttps://www.biwako-visitors.jp/corp/education/

▽大津エリア
施設名

客室数

最大定員

１校貸切

貸切条件

バス乗降

大浴場

https://www.princehotels.co.jp/otsu/

530

1,100

―

―

正面玄関

━

大津市におの浜４－７－７
Tel：０７７－５２１－１１１１

アヤハレークサイドホテル
https://ayahahotel.co.jp/

33

280

可

200 名
以上

ホテル前

あり

大津市におの浜３－２－２５
Tel：０７７－５２４－２３２１

171

557

貸切ではないが
１校 1 館可（320 名まで）

正面玄関

あり

大津市浜町２－４０
Tel：０７７－５２４－７１１１

96

560

中学 1 校、小学校 1 校
同宿の可能性あり

正面玄関

あり

大津市雄琴６－５－１
Tel：０７７－５７９－２１１１

暖灯館きくのや
https://kikunoya.jp/

22

130

可

100 名
以上

正面玄関
など

あり

大津市雄琴６－１－２９
Tel：０７７－５７８－１２８１

天然源泉の宿 ことゆう
https://www.kotoyuu.jp/

38

128

可

70 名
以上

正面玄関

あり

大津市苗鹿３－９－５
Tel：０７７－５７７－３１６０

比叡山延暦寺会館
http://syukubo.jp/

58

228

びわ湖大津プリンスホテル

琵琶湖ホテル
https://www.keihanhotelsresorts.co.jp/biwakohotel/
琵琶湖グランドホテル
https://www.biwakogh.co.jp/

1 校 1 館が原則

第 1 駐車場
徒歩約 7 分

あがりゃんせ

あり

お問い合わせ

住所/Tel

大津市坂本本町４２２０
Tel：０７７－５７９－４１８０

※ 下段の URL でアクセスできない場合は、滋賀県観光情報もお試しください。
https://www.biwako-visitors.jp/
琵琶湖ホテル

琵琶湖グランドホテル
アヤハレークサイドホテル

びわ湖大津
プリンスホテル

暖灯館きくのや

天然源泉の宿 ことゆう

延暦寺会館
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▽湖西エリア
施設名

白浜荘
http://www.shirahamaso.co.jp/

今津サンブリッジホテル
https://sunbridge-hotel.co.jp/

アクティプラザ琵琶
https://www.acty-plaza.jp/

客室数

最大定員

１校貸切

貸切条件

バス乗降

53

350

可

200 名
以上

大型駐車場

54

140

可

100 名
以上

38

250

可

150 名
以上

大浴場

住所/Tel

あり

高島市安曇川町下小川２３００－１
Tel：０７４０－３２－０４５１

ホテル前
駐車場

━

高島市今津町今津１６８９－２
Tel：０７４０－２２－６６６６

ホテル前
駐車場

あり

高島市新旭町深溝西釜 520
Tel：０７４０－２５－７１１１

正面玄関

白浜荘

アクティプラザ琵琶

お問い合わせ

今津サンブリッジホテル

▽湖東・東近江・湖南・甲賀エリア
施設名

休暇村近江八幡
https://www.qkamura.or.jp/ohmi/

琵琶湖マリオットホテル
https://www.biwako-marriott.com/

びわこの千松
https://www.senmatsu.co.jp/
夢咲館
http://yumesakikan.com/
琵琶湖
コンファレンスセンター

客室数

最大定員

１校貸切

貸切条件

バス乗降

大浴場

東館 60
西館 35

東館 300
西館 180

東館 250 名以上貸切
西館 130 名以上貸切

駐車場

あり

近江八幡市沖島町宮ヶ浜
Tel：０７４８－３２－３１３８

272

890

貸切ではないが
１校 1 館可

バス専用
駐車場

━

守山市今浜町十軒家２８７６
Tel：０７７－５８５－３８１１

22

150

可

100 名
以上

正面玄関

あり

草津市新浜町２９７－１
Tel：０７７－５６５－８８００

2

40

可

1名
から

駐車場有

あり

甲賀市信楽町勅旨１７７４－４６
Tel：０１２０－４８９－１１８

45

100

可

70～80 名
以上

駐車場有

あり

彦根市新海浜２－１－１
Tel：０７４９－４３－３０００

15

80

１校のみの受入
60 名くらい

駐車場有

あり

彦根市松原町 1377
Tel：０７４９－２２－２６６７

23

360

―

駐車場有

あり

蒲生郡竜王町薬師 1178
Tel：０７７－５８６－２１１１

https://www.biwako-cc.com/

びわ湖畔味覚の宿

双葉荘

https://www.futabasoh.com/

滋賀県希望が丘文化公園
青年の城（宿泊研修所）

―

https://www.kiboupark-shiga.or.jp/

びわこの千松

お問い合わせ

住所/Tel

休暇村近江八幡

双葉荘
琵琶湖マリオットホテル
希望が丘文化公園 青年の城

夢咲館

琵琶湖コンファレンスセンター

- 31 -

一部のホテルならびに船舶から、サプライズで花火を打ち上げることも可能です。

▽神社仏閣
施設名

比叡山延暦寺
https://www.hieizan.or.jp/
総本山 三井寺
http://www.shiga-miidera.or.jp/
大本山 石山寺 (一社)石山観光協会
https://www.ishiyamadera.or.jp/
金剛輪寺
http://kongourinji.jp/

住所

Tel

大津市坂本本町４２２０

077-578-0521

大津市園城寺町２４６

077-522-2238

大津市石山寺３－２－２８

077-537-0013

愛知郡愛荘町松尾寺８７４

0749-37-3211

▽観光・体験施設
施設名

住所

Tel

ＢＳＣウォータースポーツセンター
https://bsc-int.co.jp/
オーパルオプテックス
https://www.o-pal.com/
琵琶湖カヌーセンター
http://www.faltpia.co.jp/
びわ湖バレイ
https://www.biwako-valley.com/
唐橋焼窯元
http://www.karahashiyaki.co.jp/
水茎焼陶芸の里
https://mizuguki.com/

大津市南船路４－１

077-592-0127

大津市雄琴５－２６５－１

077-579-7111

大津市今堅田２－１４－２３

077-574-0901

大津市木戸１５４７－１

077-592-1155

大津市唐橋町１８－５

077-537-0543

近江八幡市中之庄町６２０

0748-33-1345

水茎焼長浜黒壁店 陶芸工房ほっこくがま
https://www.kurokabe.co.jp/trial/hokkokugama/

長浜市元浜町 8-19

0749-68-2680

ローザンベリー多和田
https://www.rb-tawada.com/
ひこねスカイアドベンチャー
https://hikonesky.com/
びわこスカイアドベンチャー
https://biwakosky.com/
希望が丘文化公園
希望が丘文化公園野外活動センター
https://www.kiboupark-shiga.or.jp/
（公財）滋賀県陶芸の森

米原市多和田６０５－１０

0749-54-2323

彦根市古沢町２７８－９

0749-26-1793

守山市今浜町２６２０－５

077-585-0122

蒲生郡竜王町薬師 1178
（同上）

077-586-2111
077-586-1100

甲賀市信楽町勅旨２１８８－７

0748-83-0909

草津市下物町１０９１

077-568-4811

米原市甲津原奥伊吹

0749-59-0322

甲賀市信楽町牧１２９３－２

0748-83-0126

甲賀市信楽町長野１１３１（本店）
甲賀市信楽町牧１４６８（国道店）

0748-82-0522
0748-83-0230

https://www.sccp.jp/

滋賀県立 琵琶湖博物館
https://www.biwahaku.jp/
奥伊吹観光
https://www.okuibuki.co.jp/
信楽陶苑たぬき村
https://tanukimura.com/
信楽陶芸村
https://tougeimura.jp/

▽交通旅行業
施設名

琵琶湖汽船
https://www.biwakokisen.co.jp/
比叡山ドライブウェイ
http://www.hieizan-way.com/
奥比叡ドライブウェイ
http://www.hieizan.co.jp/

住所

Tel

大津市浜大津５－１－１

077-524-1919

大津市山上町長等山７７６ー３０

077-529-2216

大津市坂本本町４２２０

077-578-2139
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比叡山鉄道 坂本ケーブル
https://www.sakamoto-cable.jp/
近江鉄道
https://www.ohmitetudo.co.jp/

大津市坂本本町４２４４

077-578-0531

彦根市駅東町１５－１

0749-22-3307

日本旅行 草津支店

草津市大路１－１０－１

077-562-6001

帝産湖南交通
https://shiga-teisan.co.jp/

草津市山寺町１８８

077-565-8171

ＪＡＴＡ滋賀地区会（ＪＴＢ滋賀支店内）

大津市中央３－１－８

077-522-1656

エー・エイチ・エヌ（アクティプラザ琵琶）

大阪府吹田市広芝町 10 番 25 号
第 2 池上ビル 3 階

06-6384-1944

▽宿泊施設
施設名

びわ湖大津プリンスホテル
https://www.princehotels.co.jp/otsu/
アヤハレークサイドホテル
https://ayahahotel.co.jp/
琵琶湖グランドホテル
https://www.biwakogh.co.jp/
琵琶湖ホテル
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/

暖灯館きくのや
https://kikunoya.jp/
天然源泉の宿 ことゆう
https://www.kotoyuu.jp/
比叡山延暦寺会館
http://syukubo.jp/
白浜荘
http://www.shirahamaso.co.jp/
今津サンブリッジホテル
https://sunbridge-hotel.co.jp/
休暇村近江八幡
https://www.qkamura.or.jp/ohmi/
琵琶湖マリオットホテル
https://www.biwako-marriott.com/
びわこの千松
https://www.senmatsu.co.jp/
夢咲館
http://yumesakikan.com/
琵琶湖コンファレンスセンター
https://www.biwako-cc.com/
びわ湖畔味覚の宿 双葉荘
https://www.futabasoh.com/
滋賀県希望が丘文化公園（宿泊）
https://www.kiboupark-shiga.or.jp/
アクティプラザ琵琶
https://www.acty-plaza.jp/

住所

Tel

大津市におの浜４－７－７

077-521-1111

大津市におの浜３－２－２５

077-524-2321

大津市雄琴６－５－１

077-579-2111

大津市浜町２－４０

077-524-7111

大津市雄琴６－１－２９

077-578-1281

大津市苗鹿 3−9−5

077-577-3160

大津市坂本本町４２２０

077-579-4180

高島市安曇川町下小川２３００－１

0740-32-0451

高島市今津町今津１６８９－２

0740-22-6666

近江八幡市沖島町宮ヶ浜

0748-32-3138

守山市今浜町十軒家２８７６

077-585-6100

草津市新浜町２９７－１

077-565-8800

甲賀市信楽町勅旨１７７４－４６

0120-489-118

彦根市新海浜２－１－１

0749-43-3000

彦根市松原町１３７７

0749-22-2667

蒲生郡竜王町薬師 1178

077-586-2111

高島市新旭町深溝西釜 520

0740-25-7111

▽地方公共団体・観光協会
施設名

住所

Tel

大津市 (産業観光部観光振興課)

大津市御陵町３－１

077-528-2756

高島市 (観光振興課)

高島市新旭町北畑５６５

0740-25-8040

びわ湖大津観光協会
https://otsu.or.jp/
びわ湖高島観光協会
https://takashima-kanko.jp/

大津市御陵町 2―3 市民文化会館内

077-528-2772

高島市新旭町旭１－１０－１

0740-33-7101
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▽観光・体験・街あるき
施設名

黒壁 / 黒壁体験教室
https://www.kurokabe.co.jp/

住所

長浜市元浜町１１－２１

Tel

0749-65-1221

▽その他施設
施設名

水のめぐみ館 アクア琵琶
https://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/aquabiwa/

滋賀県醒井養鱒場
http://samegai.siga.jp/
(一社)近江日野交流ネットワーク
https://www.omi-hino.jp/
近江勧学館(一般財団法人天智聖徳文教財団)
(競技かるたの体験)

Tel

住所

大津市黒津４－２－２

077-546-7348

米原市上丹生

0749-54-0301

蒲生郡日野町河原１－１

0748-52-6562

大津市神宮町１－１

077-524-3905

http://tendizaidan.jp/

▽ びわ湖大津プリンスホテルでは教育旅行のご案内を動画で案内しております。

旅の思い出に、サプライズ！

▽ びわこ緑水亭では教育旅行モデルプランも案内しております。
https://ryokusuitei.com/group/group.html

琵琶湖の周辺は心に残る体験ができるところが
たくさんあります。ぜひ、お問い合わせください。
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奥伊吹スキー場

今津サンブリッジホテル

長浜市

黒壁

箱館山スキー場

水茎焼
陶芸工房ほっこくがま
アクティプラザ琵琶

ローザンベリー多和田

高島市

米原市
白浜荘

びわ湖畔味覚の宿 双葉荘

彦根城

ＢＳＣウォータースポーツセンター

ひこねスカイアドベンチャー

彦根市

琵琶湖コンファレンスセンター
びわ湖バレイ

休暇村近江八幡

多賀町
豊郷町
甲良町
水茎焼陶芸の里
愛荘町
近江八幡市

オーパルオプテックス
琵琶湖グランドホテル

琵琶湖大橋

暖灯館きくのや
びわこ緑水亭

守山市 野洲市

天然源泉の宿 ことゆう
比叡山延暦寺

金剛輪寺

琵琶湖マリオットホテル

大津市
琵琶湖博物館

延暦寺会館
近江神宮
近江勧学館

近江大橋

希望が丘文化公園

竜王町

近江日野交流ネットワーク

日野町

草津市 栗東市
湖南市

びわこの千松

総本山 三井寺
琵琶湖汽船

東近江市

びわこスカイアドベンチャー

夢咲館

唐橋焼窯元

甲賀市
信楽陶苑たぬき村

アクア琵琶
琵琶湖ホテル

滋賀県陶芸の森

アヤハレークサイドホテル

比叡山へのアクセス
びわ湖大津プリンスホテル
大本山 石山寺

観光バス（貸切）

比叡山鉄道（坂本ケーブル）

近 江 鉄 道

比叡山ドライブウェイ（バス等）

帝産湖南交通

奥比叡ドライブウェイ（バス等）
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■ 「のぞみ」で（京都駅経由）
➢ 東京駅～大津駅
約２時間 30 分
➢ 博多駅～大津駅
約 3 時間
➢ 名古屋駅～大津駅
約 45 分
■ 「ひかり」で（直通）
➢ 名古屋駅～米原駅
約 25 分
➢ 豊橋駅～米原駅
約４６分
※「こだま」で約５９分

びわ湖周辺レールマップ

普通

京阪電車京津線は東西線太秦天神川まで直通運転しています
京都駅

新快速/普通

三条京阪駅

ケーブル比叡

比叡山

新快速

ケーブル坂本

京阪大津京

出町柳

23 分

二条城前
←
太秦天神川

烏丸御池 三条
烏
丸
線

京都

三条京阪

御陵

東西線
袛園四条
清水五条

大津

京
阪
本
線

石山
新幹線

草津

【凡例】

伏見稲荷
竹田

淀
屋
橋
→

ＪＲ線
京阪電車
近江鉄道
京都市営地下鉄

今津港

琵琶湖線

長浜港
彦根港

彦根

米原

柘
植
→

長浜
名古屋→
名古屋→

貴生川
信楽

北陸本線

竹生島港

琵琶湖

近江八幡

石山寺

←新大阪

近
江
塩
津

湖西線

大津港
におの浜観光港
草津烏丸半島港 長命寺港

京津線

←
敦
賀

近江今津

琵琶湖大橋港
おごと温泉港

大津京 柳ヶ崎湖畔公園港
びわ湖浜大津

山科

近江今津駅

47 分

坂本比叡山口
おごと温泉

比叡山坂本

びわ湖浜大津駅

直通運転

湖西線

おごと温泉駅

ケーブル延暦寺

ケーブル八瀬

９分

東西線・京津線

←大阪

八
瀬
比
叡
山
口

大津駅

琵琶湖線

22 分

京都駅

高宮
八日市

多賀大社前

伊勢湾岸自動車道路

※
※
※

京都駅からＪＲ在来線で大津駅まで９分（２駅：新快速・普通とも）という近さです。
滋賀県内では観光のほか、様々な体験学習ができます。
バス等の移動なら、ご利用施設から近い場所に、さらに違う体験や観光等ができるところが多数ありますので、ぜひ一度お
尋ねください。
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「近江を制するものは天下を制する」と言われた近江とは、現在の滋賀県一帯のことです。滋賀県
は城跡が多いことでも知られています。戦国大名の居城として遣われていた城から戦のための山城ま
で、その数なんと1300と言われています！
残念ながら現在ではそのほとんどが、わずかな石垣や本丸跡が残るのみの史跡となっていますが、
各地域で大切に管理保全されており、どの城跡も見ごたえ抜群です。戦国の世に思いを馳せながら、
滋賀県に今も残る城跡を、是非ご覧になってください。

安土城跡
標高199mの安土山一帯にある織田信長（1534-82）の居城跡で、国指定の特別史跡です。天
正4年(1576年)から織田信長が約3年の歳月をかけて完成しましたが、織田信長が倒れた本能寺の
変後、焼失して石垣だけが残っています。
安土山の南側には、堀が巡っていて往時の名残りを留めています。天主跡と本丸跡には礎石が、ま
た二の丸跡には、豊臣秀吉が建立した織田信長廟が残っています。また、山の中腹には家臣団屋敷跡
があり、山の尾根づたいに北へ行くと八角平や薬師平があります。わが国最初の本格的な天主の建築
は、この安土城が始まりとされ、歴史上に名を残す名城跡です。
関連施設：安土城郭資料館（JR安土駅前）
、安土城考古博物館、信長の館などがあります。
大溝城跡
信長の甥である織田信澄が、信長の命により、安土城の対岸にあたる高島
支配の拠点として築かれました。
坂本城址
明智光秀が信長の家臣となり功績をあげて築城しました。琵琶湖の水を引
き入れた水城で大天守と小天守をもつ豪壮絢爛だったそうです。現在でも琵
琶湖の渇水時には湖中に残る石垣が現れます。

大溝城跡

長浜城址
信長に才覚を認められた羽柴秀吉（豊臣秀吉）が初めて城持大名に
なったのがこの城です。
長浜城歴史博物館

佐和山城址
中世中期から近世初期にかけて、近江国坂田郡（現・滋賀県彦根市）の佐和山に存在した日本の
城（山城）です。織豊政権下において畿内と東国を結ぶ要衝として、軍事的にも政治的にも重要な
拠点であり、16 世紀の末には織田信長の配下の丹羽長秀、豊臣秀吉の奉行石田三成が居城とし、関
ヶ原の合戦後は井伊家が一時的に入城したことでも知られています。
八幡山城跡
八幡山城は、滋賀県近江八幡市宮内町周辺に存在した城です。羽柴秀次の居城として知られてお
り、別名近江八幡城とも呼ばれています。
小谷城跡
日本五大山城の一つに数えられます。標高約 495m 小谷山（伊部山）から南の尾根筋に築かれ、浅
井長政とお市の方との悲劇の舞台として語られる城です。
戦国大名浅井氏の居城であり、堅固な山城として知られましたが、元亀・天正の騒乱の中で 4 年間織
田信長に攻められ落城しました。その後、北近江の拠点は長浜城に移されたために廃城となりました。
日野城跡（中野城跡）
蒲生氏の居城跡で中野城ともいいます。築城以前の蒲生氏の城は、音羽丘陵上に
ありましたが、蒲生定秀(がもうさだひで）により戦国時代に日野城が築かれまし
た。築城にあたっては、既存の日野市街を城下町とし、城のある西大路付近を武家
屋敷地帯、日野市街を町屋敷地帯としたといいます。
明智光秀の謀反によって殺された織田信長の妻子が、身を寄せたのは日野城で
す。蒲生氏郷はこの城で生まれ、若くして戦国武将の器量を備えていたので、豊臣
秀吉に抜擢されて伊勢松ヶ島 12 万石の領主となって日野城を去りました。
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蒲生氏郷像

膳所城跡
膳所城は大津市街の東部に位置し、相模川河口付近にあった膳所崎
と呼ばれる琵琶湖に突き出た土地に築かれた水城であり、日本三大湖
城の一つに数えられ、また大津城、坂本城、瀬田城と並ぶ「琵琶湖の
浮城」の一つです。陸続きの部分に三の丸を配し、二の丸・北の丸・
本丸が琵琶湖に突出する梯郭式の縄張りでした。本丸には 4 重 4 階
の天守が上げられ、水面に映える姿は里謡に「瀬田の唐橋、唐金擬宝
珠（からかねぎぼし）
、水に浮かぶは膳所の城」と謡われています。

膳所城跡（林付近）

西教寺
西教寺は、檀徒であって明智光秀とその一族の墓や内室熙子（ひろ
こ）の墓が残る光秀ゆかりの寺院です。総門は、光秀の居城坂本城の
城門を移築したと言われています。
信長による比叡山焼き討ちの後、近江国滋賀郡は明智光秀に与え
られ、光秀はこの地に坂本城を築きました。光秀は坂本城と地理的
にも近かった西教寺との関係が深く、寺の復興にも光秀の援助があ
ったと推定されています。光秀が戦死した部下の供養のため、西教
寺に供養米を寄進した際の寄進状が寺に現存しています。
また、境内には光秀の供養塔や光秀一族の墓が立っています。

姉川の戦い（姉川古戦場）
元亀元年（1570）織田信長・徳川家康の連合軍と浅井長政・朝倉義景の連合軍が、近江国姉川の
流域で激しく衝突しました。この合戦は姉川の戦いとして知られ、浅井氏・朝倉氏の滅亡のキッカケ
になったともいわれています。天下人を目指す信長にとって敵対勢力を排除するのは自然なことです
が、この戦いには長政に対する復讐戦の側面もあったようです。

賤ケ岳の戦い（賤ケ岳古戦場）
安土桃山時代、本能寺の変で織田信長が倒れた後、明智光秀を討ち実質的な主導権を握ってい
た豊臣秀吉と、織田家の旧臣中第一の家柄を誇る柴田勝家との間で権力争いが生じ、ついに武力
をもって決着を付けようとしました。これが俗にいう「賤ヶ岳の合戦」です。余呉湖を挟んで、
両軍は北と南で睨み合っていましたが、天正 11（1583）年の
4 月 20 日の未明、勝家側が大岩山に奇襲攻撃をかけた時に始ま
り、秀吉が勝利を手にするまで、わずか 2 日足らずで終わってい
ます。辺りは、あまたの屍体で埋め尽くされ、余呉湖が血で紅に
染まったといいます。斬りこみ一番槍の功をたてた、世に名高い
秀吉旗下の「賤ヶ岳の七本槍」の活躍はこのときの武勇伝です。
賤ヶ岳の山頂広場には、戦跡碑や、戦没者の碑が立てられており、
尾根続きの大岩山頂にも、秀吉側の武将中川清秀の墓があります。
さらに、北麓には広い範囲にわたって、両軍の戦死者の墓や遺跡が
賤ケ岳から見る琵琶湖の眺望
点在し、南麓の山梨子（やまなし）集落には、落人伝説が残されて
います。
現在はリフトで山上近くまで登ることも可能となっています。

七本槍
七本槍とは、姉川の戦いで功名をあげた七人の武将、賤ケ岳の戦いで功名をあげた七人の武将な
ど、他にも複数の七本槍が存在するようです。姉川の戦いは徳川家臣の七本槍がおり、賤ケ岳の戦い
は豊臣家臣の七本槍がいたと言われております。
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びわ湖花噴水

「滋賀県教育旅行誘致協議会」
（公社）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：０７７－５１１－１５３０ Fax:０７７－５２６－４３９３
Mail：education@biwako-visitors.jp

滋賀県教育旅行

検 索

令和４年５月更新

びわこビジターズビューロー教育旅行部会事務局作成
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