１日（班別研修）コ-ス
コース名

*施設の休館日及び、受入れ人数に制限がある場合があります。事前にご確認ください。
スケジュール

平成28年 3月15日作成
見所
【シーサイドももち地区 自主研修】

地下鉄
【シーサイドももち地区 終日班別自主研修】
福岡市内------唐人町駅または西新駅・・・・まもるーむ福岡/王貞治ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ/
西新・ももち地区（終日）
9:00頃

（A)歴史・文化学習
【福岡市】

コース名

・まもるーむ福岡は簡単な実験や工作などを楽しみなが
ら、保健や環境の知識が身につく学習施設です。
・福岡市博物館は、国宝「金印」を常設展示している博物館
として有名です。アジア諸地域との人・もの・文化の交流
がもたらした特色ある歴史が学べます。
福岡市博物館/ロボスクエア/福岡タワー/市民防災センター/ＴＮＣ会館/ＲＫＢ放送会館/
・福岡市民防災センターは、防災に対する知識や技術、
行動力を学ぶ施設。色々な災害の模擬体験ができます。
地下鉄
・100種類以上250体以上のﾛﾎﾞｯﾄを所有しているﾛﾎﾞｽｸｴｱ。
西南学院大学内・遺跡元寇防塁/西新元寇防塁跡等・・西新駅または唐人町駅-------市内
17:00頃 実際に見て、触れて、学べる、ロボット体験スペースです。
・蒙古軍が襲来した時に、築いた防塁遺跡を学習します。

スケジュール
※国指定名勝『水郷柳河』
西鉄天神駅----------西鉄柳川駅・・・柳川・川下り～～～沖端終点・・・松濤園（御花）
8:50頃 約50分 9:40
徒歩10分

見所

特急電車

（B)歴史・文化学習
柳川探訪（終日）
※体験プログラム含む

【柳川市】

※醤油造り体験、味噌造り体験、海苔すき体験
･･･北原白秋生家（沖端周辺散策）・・・・柳川ならではの体験プログラム企画（約60分）
14:00
15:00
路線バス

特急電車

・・（徒歩5分）・・・御花バス停＝＝＝＝西鉄柳川駅-----------------西鉄天神駅
約10分
16:05頃
約50分
17:00頃

スケジュール

コース名
特急電車二日市乗換え

（C)歴史・文化学習
太宰府探訪（終日）

【太宰府市】

【太宰府エリア 歴史・文化探訪】

西鉄天神駅------------西鉄太宰府駅・・・・・太宰府天満宮・・・・・九州国立博物館
9:00頃
約35分 9：35
徒歩8分
徒歩10分
・・・・・光明禅寺・・・（昼食）・・・観世音寺・戒壇院・・・・・太宰府政庁跡・・・・・・・・・・・
徒歩10分
徒歩25分
徒歩10分
徒歩15分
特急電車二日市乗換え

・・・・・西鉄都府楼駅---------------西鉄天神駅
16:00頃
約35分
16：40頃

・水郷の城下町、柳川の川下りから現在の生活風景と
歴史をかいま見ていただきます。
文豪北原白秋の残した有形、無形文化財の遺品をご
覧いただき、また、松濤園（御花）柳川藩主立花家の
別邸も見学いたします。
・伝統的なプログラム（海苔造り、味噌造り等）体験して
いただきます。

見所
・学問の神様「菅原道真」を祀る太宰府天満宮をはじめ、
歴史ある寺社や史跡が集まっていて、まるで歴史の
教科書の上を歩いているかのような散策をお楽しみ下
さい。
・九州国立博物館は「日本文化の形成をアジア史的観点
から捉える」をコンセプトに展開しています。遊びならが
アジアの文化に触れられる体験型展示室「あじっぱ」も
ある。

スケジュール

コース名
特急電車

（D)歴史・文化学習

見所
路線ﾊﾞｽ

西鉄天神駅--------西鉄久留米駅････西鉄久留米ﾊﾞｽ停＝＝＝福岡県青少年科学館・・・ ・福岡県青少年科学館では、宇宙体験、巨大力学実験装
8:30頃 約30分 9:10
徒歩3分
約5分(徒歩15分)
徒歩７分 置など、参加体験型を中心に約180点の展示物があり

久留米探訪（終日）

科学の原理や法則、自然について楽しく学べる施設。

路線ﾊﾞｽ

石橋文化ｾﾝﾀｰ（石橋美術館）＝＝＝ＪＲ久留米駅・・・坂本繁二郎生家・・・つきほし歴史館･･ ・久留米市観光名所の第一位としてしられる、石橋美術
約15分

【久留米市】

徒歩5分

徒歩15分

・青木繁旧居・・・ハルザック像・・・阿わやおこ志本舗・・・松尾食堂・・・中央図書館西図書館
徒歩3分

徒歩3分

徒歩10分

徒歩3分
快速電車

徒歩3分

・・・・・・・JR久留米駅------------JR博多駅
徒歩15分 16：30頃
約40分
17:10頃
コース名

スケジュール
※国指定名勝『水郷柳河』
西鉄天神駅----------西鉄柳川駅・・・・・柳川・川下り～～～沖端終点・・・松濤園（御花）
8:30頃 約50分 9:20頃
徒歩10分
特急電車

（E)歴史・文化学習
柳川・太宰府探訪（終日）

路線ﾊﾞｽ

【柳川市・太宰府市】

特急電車二日市乗換え

・・・・北原白秋生家・・・御花バス停＝＝＝＝西鉄柳川駅------------西鉄太宰府駅･･･
13:00頃 約10分
13:40頃
約40分 14:20頃
【太宰府歴史・文化探訪】

特急電車二日市乗換え

･････太宰府天満宮・・・・・九州国立博物館・・・・・西鉄太宰府駅----------西鉄天神駅
徒歩7分
徒歩10分
徒歩15分
16:30頃
約35分 17:10頃
コース名
（F)文化･歴史学習

スケジュール

館は、日本近代画、日本と中国の書画、日本、中国、
オリエントの陶磁器を展示している美術館です。
・懐かしい昭和の色が残る街『久留米』を訪問して、一度
は耳にしたことがあるブリヂストンやムーンスター、そし
て画家の坂本繁二郎や青木繁の世界に触れて、久留
米の歴史と文化を学ぶまちめぐりです。

見所
・水郷の城下町、柳川の川下りから現在の生活風景と
歴史をかいまみていただきます。
文豪北原白秋の残した有形、無形文化財の遺品をご
覧いただき、また、松濤園（御花）柳川藩主立花家の
別邸も見学いたします。
・太宰府天満宮は菅原道真公をお祀りする全国約12,000
社の総本宮と称えられ、「学問、至誠、厄除けの神様」と
して日本全国はもとより、広く世の崇敬を集めています。
・九州国立博物館は「日本文化の形成をアジア史的観点
から捉える」をコンセプトに展開しています。遊びながら
アジアの文化に触れる体験型展示室「あじっぱ」もある。

見所

特急電車
路線ﾊﾞｽ
西鉄天神駅----------西鉄久留米駅・・・西鉄久留米ﾊﾞｽ停＝＝＝＝福岡県青少年科学館 ・福岡県青少年科学館では、宇宙体験、巨大力学実験装
置など、参加体験型を中心に約180点の展示物があり
8:30頃
約30分 9:10頃
徒歩3分
約5分(徒歩15分)

久留米･太宰府探訪(終日)

科学の原理や法則、自然について学びます。
路線ﾊﾞｽ

特急電車二日市乗換え

・・・・・・・石橋文化ｾﾝﾀｰ(石橋美術館等）＝＝＝＝西鉄久留米駅----------西鉄太宰府駅
【久留米市・太宰府市】 徒歩7分 11:00
13:00 約5分(徒歩12分) 13:30頃 約35分 14:10
特急電車二日市乗換え

･･････太宰府天満宮・・・・・・九州国立博物館・・・・西鉄太宰府駅----------西鉄天神駅
徒歩10分
徒歩15分 16：30頃 約35分 17:10頃

・太宰府天満宮は菅原道真公をお祀りする全国約12,000
社の総本宮と称えられ、「学問、至誠、厄除けの神様」と
して日本全国はもとより、広く世の崇敬を集めています。
・九州国立博物館は「日本文化の形成をアジア史的観点
から捉える」をコンセプトに展開しています。遊びながら
アジアの文化に触れる体験型展示室「あじっぱ」もある。

スケジュール

コース名

見所

・福岡市博物館は、国宝「金印」を常設展示している博物館
地下鉄
【シーサイドももち地区 班別自主研修】
として有名です。アジア諸地域との人・もの・文化の交流
福岡市内-------唐人町駅・・・まもるーむ福岡/王貞治ﾍﾞｰｽﾎﾞ-ﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ/福岡市博物館/
ももち地区・福岡城址（終日）
がもたらした特色ある歴史が学べます。
9:00頃

（G)歴史･文化学習

・福岡市民防災センターは、防災に対する知識や技術、

地下鉄

【福岡市】

市民防災ｾﾝﾀｰ/ﾛﾎﾞｽｸｴｱ/福岡ﾀﾜｰ等・・・唐人町駅-------赤坂駅・・福岡城（むかし探訪館） 行動力を学ぶ施設。色々な災害の模擬体験ができます。
・100種類以上250体以上のロボットを所有しているロボス
徒歩15分
約3分
クエア。実際に見て、触れて、学べる、ロボット体験スペースです。

・初代藩主・長政公が7年をかけて造った福岡城。石垣、
【福岡城址 班別自主研修】
地下鉄
・・鴻臚館跡・・福岡城天守台跡・・多聞櫓・・下之橋大手門・（伝）潮見櫓・・赤坂駅------市内 堀、櫓ついて学び、また、古代の迎賓館としてしられる
「鴻臚館跡」を見学して、悠久の歴史に触れます。
17:00頃

スケジュール

コース名
地下鉄
（H)自然・文化・歴史学習

能古島・ももちエリア

路線ﾊﾞｽ

見所
市営渡船

福岡市内--------姪浜駅・・・・北口バス停＝＝＝＝姪浜渡船場～～～～能古島渡船場
8:20頃
徒歩1分
約15分
9：15 10分 9：25
路線ﾊﾞｽ

路線ﾊﾞｽ

市営渡船

＝＝＝のこのしまアイランドパーク（陶芸、絵付け体験等）＝＝＝能古島渡船場～～～～
約13分 9:45頃
12:30頃 約13分
13:00 10分
【福岡市】

路線ﾊﾞｽ

地下鉄

姪浜渡船場＝＝＝＝北口バス停・・・・・姪浜駅---------唐人町駅・・・・・まもるーむ福岡/
13:10
約15分
徒歩1分
約9分
13:50頃 徒歩12分
【ももち地区 自主研修】
地下鉄
福岡市博物館/市民防災ｾﾝﾀｰ/ﾛﾎﾞｽｸｴｱ/福岡ﾀﾜｰ等・・・・・唐人町駅--------福岡市内
徒歩15分
17:00頃
スケジュール

コース名
(I)自然・文化・歴史学習
ももちエリア・海ノ中道
【福岡市】

クエア。実際に見て、触れて、学べる、ロボット体験スペースです。

・蒙古軍が襲来した時に、築いた防塁遺跡を学習します。

見所

地下鉄
【シーサイドももち地区 班別自主研修】
福岡市内--------唐人町駅・・・・・福岡市博物館/市民防災ｾﾝﾀｰ/ﾛﾎﾞｽｸｴｱ/まもるーむ
8:30頃
徒歩15分 9:30頃
うみなかライン（高速船）

・能古島は福岡市姪浜から市営渡船で約10分。
「のこのしまアイランドパーク」は、能古島北部に広がる
約15万平方メートルの自然公園です。
・福岡市博物館は、国宝「金印」を常設展示している博物館
として有名です。アジア諸地域との人・もの・文化の交流
がもたらした特色ある歴史が学べます。
・福岡市民防災センターは、防災に対する知識や技術、
行動力を学ぶ施設。色々な災害の模擬体験ができます。
・100種類以上250体以上のロボットを所有しているロボス

うみなかライン（高速船）

福岡等・・・・マリゾン～～～～海ノ中道・・・・マリンワールド・・・・海ノ中道～～～～マリゾン
13:00 15分 13:15 徒歩3分
徒歩3分 15:30 15分 15:45
（注）ﾏﾘﾝﾜｰﾙﾄﾞ H28/10/3～H29/3/末 改修工事（休館）
路線ﾊﾞｽ
･･････福岡タワー･･････TNC会館前＝＝＝＝福岡市内
徒歩10分
約3分
約20分 17:00頃

・福岡市博物館は、国宝「金印」を常設展示している博物館
として有名です。アジア諸地域との人・もの・文化の交流
がもたらした特色ある歴史が学べます。
・福岡市民防災センターは、防災に対する知識や技術、
行動力を学ぶ施設。色々な災害の模擬体験ができます。
・100種類以上250体以上のロボットを所有しているロボス
クエア。実際に見て、触れて、学べる、ロボット体験スペースです。

・マリンワールドは九州最大級の水族館として知られ、
「対馬暖流」をテーマに、450種30,000点の生物たちの
暮らしぶりを観察できる「海の科学館」です。

