MANABERU BANDAISAN

きみの未来をひらく出会い

北塩原村／磐梯町／猪苗代町

教育旅行プログラム

福島県

感動、感謝、気づき。
子どもたちを成長させる場所
「学べる磐梯山」。
磐梯山周辺は、コンパクトなエリアに、火山や湖沼、森
林などが広がる稀有なフィールドです。噴火による山体
崩壊・岩なだれが生み出した自然を軸に、歴史・環境・
科学・産業など多角的な視点で奥行きのある学びを
得られる、
優れた教育環境でもあります。
自然や産業・文化を現地で体験することは、環境・地域
との深い結びつきへの気づきや主体 的・発 展 的な
思考・表現へとつながり、児童・生徒たちを成長させま
す。磐梯山エリアでの体験は、児童・生徒たちに「みつ
けた！」
「 わかった！」
「 できた！」などの実感と感動を
もたらすものです。地域や仲間と協働する体験、自ずと
湧き上がる感動が、自分をとりまく環境や生命、他者へ
の感謝の心を生み出します。
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生きる力を育む
教育活動
「学べる磐梯山」
。
「学べる磐梯山」は、新学習指導要領に掲げら
れた、新しい時代を生きる児童・生徒たちに
必要な
「生きる力」
を育む教育旅行プログラム
です。課題や新たな視点を
「みつけた！」
という発
見は、学ぶ意味を知り、主体的に学びに向かう
力・人間性を育みます。
また、知識・技能が社会・
生活の中で生きて働くものだと
「わかった！」
とい
う実感や、思考力・判断力・表現力を活用して未
知の状況に対応することが「できた！」
という成
功体験を重視しています。
多彩なアクティビティなどの体験を通して、社
会とつながりながら、主体的・対話的で深い学
びを創出していくのが
「学べる磐梯山」
です。
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磐 梯 山は表の顔と裏の顔

ばん

ばん

だい

まち

おもて ばん

だい

磐梯町・表磐梯

湧水と産業のゾーン

だい

さん

学べる磐梯山フィールド！
〜大地と自然と人が つながるジオパーク〜
ひ ばら こ

お ぐに ぬま

雄国沼

桧原湖

そ

はら こ

曽原湖

きた

しお

ばら むら

うら

ばん

だい

北塩原村・裏磐梯

大地と湖沼のゾーン
火山が生んだ自然の美しさと厳しさを体感

歴史を継いで発展する産業・文化を実感

噴火の痕が荒々しく残る
「裏磐梯」。岩なだれが生んだ湖沼や

信仰の対象でもあった山と豊かな森が育んだ

森の美しさ・楽しさを体感する一方で、
自然の厳しさや

清冽な水によって、農・工業が発展してきたエリア。

火山災害からの復興の物語にも気づきをもたらすエリアです。

え にち じ

平安時代に開かれた大寺院慧日寺の
歴史にもふれることができます。

ご

しき ぬま こ しょう ぐん

五色沼湖沼群
お

の

がわ こ

小野川湖

あき もと こ

秋元湖

ばん だい さん

磐梯山

い

なわ

しろ

こ

猪苗代湖

視点を変えれば
学びが変わる。
太古の昔から何度も噴火を繰り返してきた磐梯山は、
表と裏で、
全く違う顔を見せています。
表磐梯は、会津富士の異名を持つほど優美な姿。裏磐梯は、火山噴火の痕が生々しい雄々しい姿。
大きな噴火は地形や人々の生活を一変させ、一方で、
ここにしかない美しさや豊かな恵みをもたらしました。
磐梯山エリアは、学びの視点によって全く違う物語が動き出す
「宝の山」
です。
地球科学の視点、歴史の視点、環境の視点、社会や防災の視点、
グローバルに広がる人の絆や生活の視点…。

い

なわ しろ

まち

おもて ばん

だい

猪苗代町・表磐梯

湖と田園のゾーン
環境を活かした田舎暮らしや
自然保護を学びとる
優美な姿の磐梯山を背に、
田んぼと猪苗代湖が広がる
のどかなエリア。農業・林業体験や湖を守る活動を通して、
人の暮らしや環境への理解を一歩深めることができます。

多角的な視点で紐解くことで、児童・生徒たちは今までにない気づきを手に入れ、
体験を通して探求心を身につけるはずです。
06

07

磐 梯 山は表の顔と裏の顔

大自然と
遊んで、
学べ

山がひとつ
削れるほどの大噴火

裏磐梯エリアには、登山をはじめトレッキングやカヌー、

磐梯山は70万年も前に生まれ、

釣りなど自然を思いっきり楽しめる

約５万年前と1888年（明治21年）
には、

アクティビティがいっぱい。

山が崩れる大規模な噴火を起こしています。

遊びながら自然環境を体感し、

明治の大爆発では小磐梯という山が崩れ、

自発的な気づきや、深い理解を導きます。

巨石や土砂を押し流す勢いで流れ下りました。

また、
ひとりではクリアできない難題を
チームで乗り越える経験は、仲間との絆を深め、

日本で最も今に近い時代に起きた山体崩壊の痕を、

「できた！」
という成功体験を得るチャンスでもあります。

磐梯山の麓で見ることができます。

噴火跡が荒々しく残る
「裏」磐梯。見て、動いて、体感する

大規模な岩なだれで
地形が激変

地球の上の磐梯山。
裏磐梯は、
生き物の宝島

磐梯山麓の地形は、
噴火によって変化してきました。
5万年前の噴火による岩なだれは南西へ、

約130年前の噴火の時、岩なだれが川を堰き止めたため、

約130年前の岩なだれは北側の谷を飲み込んで

裏磐梯には300余りの湖沼や湿地が誕生しました。
新たに生まれた水辺や、湿った林、若い林、
さらに被災を免れた安定した

東へと流れ下りました。

森があり、
それぞれに適した動植物が育ち、

磐梯山の山頂に立つと、

極めて多様な生体系が出来ています。

山から裾野へと広がっていく
「流れ山地形」
がよくわかります。

10万本の植林と絆づくりの物語
明治の岩なだれは5村11集落を飲み込み、477人もの方の命を
奪いました。
これは、明治以降日本で最大の火山災害です。
しかし人々は災害から立ち上がり、
荒地に10万本ものアカマツなどを
植林。
百年をかけて、
この地を豊かな自然を活かした観光地へと
育ててきました。

磐梯山噴火記念館
み ね

国指定天然記念物

おおいし

見祢の大石

明治の岩なだれによって火口から流され、
約5kmも離れた場所へと辿り着いた、長
さ8.2m、高さ3m巨石です。
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佐藤公館長の

火山の噴火には様々な現象がありますが、
「岩なだれ」
という山そのものが

ナビポイント！

崩れる噴火は、日本では100年に１回程度しか発生せず、
その最後が磐梯山です。
甚大な被害の一方、美しい湖沼群を作りました。火山には二つの顔があります。
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磐 梯 山は表の顔と裏の顔

猪苗代町は、優美な磐梯山と、
日本で４番目に

キレイな
湧水・地下水が
育てる農・工業

大きい湖・猪苗代湖を臨み、
田園風景が広がるエリアです。

磐梯町は、
日本屈指の名水の里。雨や雪によって潤され

湖、
田園、
雪原、
ここにしかない
自然を守れ

ブナの森が蓄えた水は、湧水や川、地下水となって流れ出し、

「天を映し出す鏡」
とも称された猪苗代湖の美景は

米や野菜を育て、精密機械を作る産業へと

皇族にも愛され、
キャンプやウォータースポーツ、

結びついてきました。磐梯町の特産物である

温泉、冬にはスキー・スノーボードが楽しめる

野菜等の農業体験を通して水の循環に想いを馳せ、

リゾート地として発展してきました。

地形や気候と産業と関わりに気づくきっかけをつくります。

自然に親しむとともに、環境保全の活動も体験できます。

千円札の肖像、
野口英世が生まれた場所
野口英世は、小さな農村に生まれ障がいを抱えながら、
世界を股にかけて黄熱病などの病原菌を研究し、
ノーベル賞候補にもなった医学博士。
貧しく苦しい子ども時代や
細菌研究に触れ、
科学やキャリアへの
興味の扉を開きます。

風光明媚な
「表」磐梯。地域の人との対話と体験から学ぶ

人と、暮らしと、
磐梯山。

酒蔵を起点にルーツの旅へ
清冽で豊かな水は、
日本酒の仕込み水にもなっています。
美味しい米が育つ米どころであり、
厳しい寒さは酒の仕込みに欠かせない条件でもあります。
さらに磐梯町は、城下町会津若松や会津五街道に近い立地。
冬場の酒造りは、
周辺農家の収入源でした。

作ってみよう
食べてみよう
縄文時代以前から先住民族が住み始め、
狩猟生活をしていたと言われます。
三百年前には

酒蔵見学は、産業のルーツや地域性にイメージを広げる
起点になります。

歴史にアクセス。
最澄・空海と論争した
徳一って何者？

磐梯山ジオパーク協議会
専門員
蓮岡真さんの
ナビポイント！
え にち じ

磐梯山を水源とする水路が導かれ、水田が開拓されてきました。

磐梯町には、平安時代の初期に建てられた大寺院慧日寺の資料館が

様々な野菜や果物、
ソバなどの農作物が栽培され、

あります。寺を開いたのは高僧・徳一。最澄と仏教論争を繰り広げ、

農業体験・食育体験のアクティビティも豊富。

空海に疑義を呈した人物です。磐梯山は、古来から山岳信仰があり、

食を通して産業や環境を考えるきっかけをつくります。

磐 梯 山 エリアは 日 本ジ オ パ ークに
認 定されています。壮大な大地だけ
でなく、先人から守り継いできた多様
な 森に抱か れ た豊 富 な 湧き水との
出会いも楽しめ、山の神・田の神への
感謝が息づく文化にも触れられる、
日本有数の学びの場です。

人々の心の拠り所でもあった霊峰です。
その地に立つと、
往時の人々が持つ自然への畏怖や信仰を感じることができます。
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みつけた！
興味関心や課題の発見。
教えられるだけでなく、
主体的に学びに向かう楽しさ・
奥深さに気づきます。

できた！

わかった！

課題解決に必要な情報を集め、
自分の知識・技能を活用して
解決に導く過程を実体験。
思考力や判断力、協働に必要な
表現力などを鍛えます。

教科の枠を越えた知識や
技能の習得。
また、得た知識をどう使うか、
何が出来るかを理解します。

﹁引率の先生方の声﹂
12

福島県のバス助成など
サポートが充実していて
助かっています。

みつけた！

山で学んだ
梯
磐

１年の遠足で利用しています。
歴史学習や班別行動先が３年次の修学旅行とリンクしていて
学習効果が高いと考えています。

̶ 東京都内/中学校教諭

̶ 関東/中学校教諭

自然体験のガイドさんのレベルが高く、
毎年安心してお願いしています。

晴天ならば、最高の自然体験。雨天時でも、特徴ある
学習プログラムが用意されているので安心です。

̶ 関東/小学校教諭

̶ 関東/小学校教諭

学生たちにとっては、地元の人たちとの関わりが、
自分自身を見つめ直すいいきっかけになっているようでした。
成長が見られます。

学校の要望や生徒のコンディションなどに
細かく寄り添って対応いただいて
ありがたいです。

̶ 東京都内/中学校教諭

̶ 関東/中学校教諭

13

できた！

わかった！

15
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みつけた！ わかった！ できた！
を生み出す、
学べるアクティビティ。
みつけ た！

磐梯山エリアには、
「みつけた！」
「できた！」
「わかった！」
の感動につながる
多彩なジャンルのアクティビティがあります。
恵まれた自然環境や歴史を背景とする
〝ここにしかない体験〟
は、

カリキュラム・マネジメントの視点から、生きた学びへと導いていきます。

わ かった ！

教科の枠を超えた学びを生み出し、
SDGｓにも視野を拡げる布石となります。

で き た！

自然体験

生物環境体験・学習

登山やトレッキングをはじめ、岩なだれの跡や噴火が生んだ大自然を体

磐梯山エリアは磐梯朝日国立公園内に位置し、
日本ジオパークにも認定

で感じるアクティビティが豊富にあります。
また、
チームで協力して動かす

されています。山や森林・湖沼・湿地を歩き、
それぞれの場所に生育する

カナディアンカヌーやリバートレッキングは、協働の精神やリーダーシッ

植物や野生の動物・昆虫などにふれることで、生体系や地球環境に対す

プを学ぶのに最適です。

る興味を喚起します。
また猪苗代湖の清掃ボランティアでは、湖水の状

●磐梯山登山 ●リバートレッキング/シャワーウォーク ●カヌー体験（桧原湖/

態が変化している現状から環境課題に気づき、保全活動に参加して意

曽原湖/小野川湖）●トレッキング
（五色沼/雄国沼湿原/レンゲ沼・中瀬沼ほ

識を高めます。

か）●ナイトウォーク ●雪山トレッキング ●スノーシュー体験 ●富良野自然塾

●猪苗代湖清掃ボランティア ●水質調査 ●魚のつかみ捕りなど

体験など

農業体験

歴史文化体験・学習

ものづくり体験

食文化体験・学習
採れたて食材の調理や郷土食を味わうことを通して、食と環境・農業を

農薬を減らして栽培する
「ミニトマト」、土づくりにこだわった
「ブルーベ

磐梯山エリアには、野口英世の生涯と研究をたどる
「野口英世記念館」、

ものづくりの楽しさ・伝統工芸の技を味わうだけでなく、
＋αの学びにつ

リー」
の収穫など、生徒たちに馴染み深い野菜・果物を育てるプロセスを

平安時代に開かれた
「慧日寺」
などの史跡が多く残っています。教科書で

ながるアクティビティです。例えば蒔絵体験では、伝統技法や
「漆」の性

結びつけ、理解を深めます。
また、食事しながらフードロス問題を考えた

知り、収穫の喜びや採れたてのおいしさを体感します。
また
「なぜ甘くな

学んだ人物や歴史を、今につながるものとして体験的に理解することが

質へと興味の扉をひらき、
ヒシの実工作では湖畔の環境課題へと関心を

り、屋外調理で協働の楽しさを知ったりするなど、体験を様々な角度から

るのか？」
「そのまま食べる以外にどう活用されるか？」
など、科学や産業

できます。
また、磐梯山噴火や災害から復興した事実を軸として、地球科

導いていきます。

生きた学びにつなげます。

に興味を抱かせる道をひらきます。

学や防災の視点を得ることもできます。

●蒔絵体験 ●中ノ沢こけしの絵付け ●陶芸 ●森の工作 ●つる細工 ●ヒシ

●ロハス食育学習 ●トマト収穫とジュース作り ●野外炊飯 ●自家製野菜の窯

●収穫体験（トマト/ブルーベリー/雪下キャベツ/アスパラガスほか）●山菜採

●ワークシート探検発見！野口英世 ●火災災害ジオツアー ●国指定史跡 慧

の実工作 ●竹トンボ作り ●小枝クラフト ●小石ペインティング ●猪苗代湖

焼きピザ作り●ブルーベリージャム作り ●そば打ち体験 ●会津名物
「菱巻き」

り ●田植え ●くるみ収穫体験 ●さつまいもの植え付け ●林業体験など

日寺跡歴史発見体験 ●座禅 ●写経など

ビーチグラスのカレイドスコープなど

作り ●手作り窯を使ったおやつ作り ●酒造り見学＆試飲・試食 ●餅つき など
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仲 間と 絆 を 深めよ う！
自然体験

自然体験
で き た！

で き た！

急流や水の流れる斜面をどう越える？

3本のパドルで真っすぐ進むには？
湖の上で、
コミュニケーション力を鍛えよう！

水流を肌で感じ、チームで攻略しよう！

1人乗りのカヤックも人気ですが、
お薦めは２〜３人のチームで一艇を動か

リバートレッキングは、最もアクティブな冒険のひとつ。実際に川の中を歩き、

すカナディアンカヌー。全員がパドルを持ち、最後尾のリーダーが指示を出
してスピードや方向をコントロールします。
動かすのは簡単でも、
狙った方向

北塩原村

に進むには方向・力加減・ブレーキなどリーダーの適切な指示が重要。
メン
能力以上にリーダーシップやコミュニケーション力が物を言うアクティビ

清水 秀俊さん

ティ。
チームがまとまるとコントロールが上達し、
達成感を感じられます。
また、

SUPPORTER DATA _

SUPPORTER DATA _

曽原湖カヌーセンター

仲間との信頼が強まり、生徒たちの意外な才覚や表情も発見できます。裏

登山ガイドのキャリアをスタート。

磐梯の湖沼は噴火によって生まれたものです。水没林が今も残り、磐梯山

教育ニーズが増えてきた時期か

の噴火口を見上げるフィールド。湖上で休憩しながら噴火の影響や歴史を

ら、
カヌー体験、沢歩き、
サイクリ
ングなどのアクティビティを開拓し

聞き、知識と実感を結んでいきます。特に曽原湖は森に近く、
モーター船や

てきた草分け的存在。

風の影響を受けにくい静かな湖です。水面に近い視点から、美しい風景と

クティビティです。途中、大人でもなかなか前に進めない流れを、体を上手く

北塩原村

バーは舟を進めながら、前方の状況や障害物をリーダーに伝えます。運動

通称「モクさん」。30年以上前に

見ただけでは分からない水の速さや強さ、水温約15℃の冷たさを体感するア

リバートレッキング

カナディアンカヌー
体験

使い、時には2〜3人で力を合わせて渡っていくこともあります。足の届かない
深さで全身水につかったり、小さな滝を越えたり、崖を下ったり──仲間と協
力しながら、約300mの道のりを1時間以上かけて進む中で、
チーム力も高ま

もくもく自然塾

ります。大自然を相手に思い切り体を使い、水に飛び込んで大歓声を上げ

渡邉 亮さん

る、
ここでしかできない体験です。

レスキュー資格を有する日本山
岳ガイド協会認定ガイド。
自然の

体験の前後には、水の行き先や利用についてもイメージを膨らませます。例

中で
「生き抜く力」
を身につけて

えば桧原湖の水は、水力発電所を通って長瀬川から猪苗代湖へと流れ込

欲しいと、
自らの実体験を絡め、

み、太平洋や日本海に到達します。
「油断すると海まで流れて行くよ」
と冗談

自然現象を物理の視点から説明

を交えながら、安全に対する意識を高め、水を汚すことが他者にどう影響を

することもできます。

及ぼすかを想像させます。

カヌー本来の面白さを味わい、
仲間と感動を共有することができます。

14:00

できた！プラン
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グループ決め/陸上講習

水上レッスン

チームで湖上を動く

上陸・片付け

ライフジャケットを着用し、パド

湖上に出て基本動作をおさら

実際にカヌーを動かしながら、

ベストや道具を片付け、感想を

ルの扱い方や方向のセルフ

いし、
インストラクターの後に

インストラクターの案内で湖上

伝えます。美しい自然や静かな

レスキューの方法を学びます。

ついて目指す方向に進む練

を進みます。徐々にコントロー

水音の余韻と、仲間との絆が

習をします。
リーダーの指示と

ルが上達し、楽しさが増してい

残るアクティビティです。

チームワークが不可欠です。

きます。

16:00

9:00

小・中学生
強化プログラム
できた！プラン

9:30

9:50

11:00

集合〜移動

事前講習

出発

集合してトイレを済ませ、装備

現地に着いたらヘルメットやラ

斜面を下ったり、急流に逆らっ

体験終了
装備品を回収し、車で移動しま

品を配付してから、体験場所ま

イフジャケットを着用し、歩き方

て滝を乗り越えながら、仲間と

す。着替えをして終了です。

で車で移動します。

の講習やケガをしないための

一緒にゴールを目指します。

11:30
解散

強化プログラム

15:50

できた！
ポイント

解散

小・中学生

14:20

できた！
ポイント

※ルートは、
当日の水量に応じてガイドが選定します。

諸注意をします。
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遊 び の フィール ド か ら 学 ぼ う ！
自然体験
わ

自然体験
わ

か っ た！

疲れていないのに走っちゃダメなの？

5mの高さから雪に飛び降りたらどうなる？

大自然のパワーや脅威を体で感じよう！

雪と遊びながら、
地形の面白さも感じよう！

磐梯山には、標高1194ｍの登山口から1816ｍの山頂まで、622mの

磐梯山エリアは、雪質日本一と言われるパウダースノーが楽しめる土地柄

高低差を日帰りで挑戦できる登山ルートがあります。
ブナの森や湖沼

磐梯山登山

な岩 場もあり、仲 間と声を掛け合って山 頂を目指します。頂 上には

SUPPORTER DATA _

す。生徒たちは、雄大な自然を肌で感じ、大きな達成感を得るはずで
す。事前に磐梯山の噴火の歴史を学べば、目の前の威容がどのよう

田島 一博さん・裕子さん

な経 緯で今に至るかを実 感できます。自然の中では、森の匂いや風

ガイド歴15年、磐梯山エリアの

の音 、樹 木の手 触りなどを体 験できます。また、登 山では、不 安 定な

裏も表も案内できる気さくなベテ
ランガイドです。教えるより、興味

足 場や細い坂 道など、普 段とは違う環 境で身体を使います。下 山ま

や疑問を引き出すスタイル。五感

で体力を残すことがいかに必要か、1人のケガがどう他者に影響する

をフル活用して自然を感じさせ、
記憶に残るツアーを実現します。

SUPPORTER DATA _

360 ℃の絶景が広がり、裏磐梯や猪苗代湖を見下ろすことができま
磐梯山ジオパークガイド

わかった！
ポイント
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例えば積もった新雪は、2階建ての高さからダイブしてもケガしないほど、
たり登ったり。雪の中で思い切りカラダを動かし、雪国にしかない感動を味

徳田 智さん

わえます。
またこの体験では、磐梯山を眺めながら、噴火で生まれた流山
地形を歩きます。途中に川が流れ、放水路の脇を通る変化に富んだルー

福島県地域創造プロデューサー。
安全を重視し地理や気候の知識

ト。随所で立ち止まって噴火の影響を学び、近年の気候変動についても

ることを一番に考え、自然の中で

理解を深めていきます。一方で、冬の自然界には厳しさが伴います。ルート

思いきり遊べるアクティビティを提

を見失わないこと、寒さへの対策、安全な行程管理などの防災意識も養
います。

14:00

弘法清水で休憩

16:00ぐらい

オリエンテーション&スタート

山頂

当日は、八方台登山口に集

ブナの森に咲く花や鳥を楽しみな

ケガや事故が多いのは実は帰

磐梯山を生んだ地球の動きや、噴

合。山での注意事項や行程を

がら尾 根 伝いに山 頂を目指しま

り道。充分な注意を促しながら

火の歴史と地形変化、
あるいは防

説明して、
スタートします。標高

す。険しい道のりを超えると360度

山を下ります。

災対策について、実験を交えた事

1194m地点から出発する、比

のパノラマが。少し下って1630m

前授業が可能です。

較的登りやすいルートです。

の弘法清水で昼食休憩します。

下山

10:00

小・中学生
強化プログラム
わかった！プラン

10:30

わかった！
ポイント

わかった！
ポイント

基本講習

眺望流山ミニツアー

雪遊び

バックスおんもし店に集合。
ス

林間や斜面、川沿いなどの変

ルートの途中、新雪に飛び込

ノーシューを着用し、雪上の歩

化に富んだルートを歩き、随所

んだり、雪の斜面を滑り降りた

き方や転び方、
ツアーの注意

でガイドの話を聞きながら、眺

り、雪と思い切り遊ぶ体験が

点について説明します。

望流山の頂上を目指します。

できます。

12:30

※ 要 望 により、雪 の

道具の返却

13:00

解散

わかった！プラン

アウトドアスポーツクラブ
バックス

ふんわりと体を受け止めてくれます。急な斜面をすべり台のように滑り降り

解散

強化プログラム

雪が積もると、
フィールドには見た目以上に劇的な変化が起こっています。

わかった！
ポイント

（磐梯山噴火記念館・磐梯山ジオパーク）

磐梯山講座

小・中学生

12:30 13:00

北塩原村

供。夏場はカヌー体験も可能。

機会としています。

9:00

てっぺんを目指すアクティビティです。

を提供しつつも、参加者が楽しめ

かなど、想 像を巡らせることで防 災や個 人の責 任についても考える

出前授業/磐梯山噴火記念館

です。スノーシューを履いて雪の上を歩き、見晴らしの良い眺望流山の

スノーシュー体験

群、山体崩壊の跡など、変化に富んだ自然が魅力。登山道には急峻

北塩原村・磐梯町・猪苗代町

か っ た！

テーブルで、豪快なダッ
ジオーブンランチを味わ
うことも可能です。

※道具はレンタル可能。帽子・手袋・スキーウェア・防水性のトレッキングシューズでご参加ください。※ルートは、積雪や天候に応じてガイドが選定します。
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・学習
生物環境体験
みつ

・学習
生物環境体験

！
けた

みつ

50年前、猪苗代湖にもカワウソがいた！
？

元からある植物で、
なぜ水が汚れるの？

水生生物に触れ、
身近な水辺を見直そう！

環境保全の意味と課題を考えよう！
鬼多見さんは、猪苗代湖の水質調査・環境保全の第一人者。環境保全ボラ

湖や川の生き物と
水辺の環境学習

ンティアを通して、生徒たち自身が身近な環境問題に気づき、
「自分にできる

猪苗代町

を再現し、改めて体感・発見できるのがカワセミ水族館。施設には自然界の

アクアマリン
いなわしろカワセミ水族館

から見ることで生物や環境への興味・気づきを引き出します。今も磐梯山周

猪苗代湖
清掃ボランティア

いった哺乳物、鳥類、両生類、植物まで、
それぞれが実際に生きている環境

猪苗代町

鳥が飛来し、冬はカエルの冬眠も観察できます。様々な生物を様々な視点

SUPPORTER DATA _

SUPPORTER DATA _

川や湖沼、用水路や水田など、
「水辺」
は身近な生活圏にも沢山あります。
ウ
グイやメダカなどの淡水魚から、
タガメなどの昆虫、
カワネズミやカワウソと

辺の湖沼や川に生息している生物が多いので、水辺のアクティビティ前に見

安田 純さん

学すれば、体験を通して得られる学びも変わるはずです。

カワセミ水族館館長。葛西臨海

一方で、
コンクリート化やペットの放流等によって水辺の環境は激変していま

水族園やアクアマリンふくしまの
立ち上げにも関わった、水族館

す。かつて日本中で見られたタナゴやゲンゴロウ類は絶滅危惧種に指定

歴32年のプロ飼育員。楽しみ・

され、外来生物が大幅に増えました。実は数十年前までは、猪苗代湖にも

気づきを散りばめた展示で、興

猪苗代湖の自然を守る会

鬼多見 賢さん
学芸員の資格を持ち、猪苗代湖
の自然と環境についての著書・
調査も多数。
ボランティアとして、
動を続けてきた知識と経験を、生
徒たちにわかりやすく伝えます。

12:00
水族館を見学
（約40分）

釣り&食べる体験（約30分）

福島県内で見られる淡水生物（在来

館内では、
ドジョウやウグイに直接触

屋外の釣り堀では、猪苗代産のニジマス釣

種）
たちが、本来の生息環境を再現し

れる体験も可能。
また、季節に応じて

りを体験できます。
自分で釣ったニジマスは、

て展示されています。絶滅危惧種の

様々な企画展も開催しています。

水族館で唐揚げに。実際に食べて味わうこ

生物や外来種を観ることもできます。

ているとの調査結果が出ています。
ヨシやヒシの異常繁殖、外来種の増加に
よって湖畔が森林化し、腐葉土として堆積することで水質を変え、水生生物
にも影響が出始めているのです。
自然が自然を壊すのはなぜか？なぜ均衡が崩れてしまったのか？理想的な状
態とはどんなものか？様々な課題に気づくことのできるアクティビティです。水

とを通して、
命をいただく意味に気づきます。

出前授業/猪苗代水環境センター

小・中学生
強化プログラム
みつけた！プラン

みつけた！
ポイント
時間は自由に設定（所要時間も設定可能です）

猪苗代湖の環境講座

オリエンテーション・準備

清掃ボランティア

宿舎や学校への出張講座、
または猪苗代水環境セ

猪苗代湖畔あるいは水環境

季節に応じて、
ゴミ拾いやヨシ

ンターで、生命の大切さ、湖水の利用、水質汚染の

センターなどに集合。清掃活

狩り、
ヨクくず回収などの清掃

理由、生体系など、
テーマに応じた講座開催が可能

動の主旨と内容を説明します。

活動を行います。

解散

みつけた！プラン

水が大きな汚染要因でしたが、現在では自然由来の汚染が主な原因になっ

みつけた！
ポイント

解散

強化プログラム

進み、2009年以降は水質ランク外の状態が続いています。
かつては生活排

みつけた！
ポイント

10:30

小・中学生

実は猪苗代湖は、2005年まで水質日本一を誇っていた湖です。湖水は水道

辺の生体系や水の社会的利用などへの関心も喚起します。

も多数展示。人と自然の共生についても考えるきっかけを作ります。
みつけた！
ポイント

解決策」
を探求するきっかけをつくります。
水や発電、流域の農業用水として活用されています。
しかし近年水質汚染が

長年猪苗代湖の自然を守る活

カワウソが棲んでいたと言います。水族館では、
レッドリストの生物や外来魚

味・発見のきっかけを作ります。

22

！
けた

です。
（雨天時も可能）
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食 べる こ と の 価 値 を 感 じ よ う ！
農業体験

農業体験
わか

みつ

！
った

幹の上と下ではどっちがおいしい？

ブルーベリーってどんな風に実るの？

いつもと違う視点から、食と農を考えよう！

収穫を体験し、育てる人の想いに気づこう！
ブルーベリー収穫体験
＋窯焼きピザ作り

食卓に並ぶ果実が、元はどんな植物なのか、
どんな風に育てられているの

普段スーパーマーケットに並んでいるトマトは、物流の過程で追熟するために

かを直に見て理解し、体験を通して収穫の感動や生産者の手間に気づく

まだ青い段階で収穫・出荷されています。
しかしトマト狩りで出会うのは、真っ

つ実を摘み取り、採れたてならではの食感や甘さを楽しみます。生徒たちは

とか
「紫色が濃く白い粉が多い方が甘い」
とか、味覚・嗅覚・触覚をフル活
用して食の知識を記憶に刻みます。
展開として、美味しい果実が育つ理由＝農業・農法に興味を広げることも

震災後、積極的に教育旅行を受
け入れた農園主。JGAP認証農

できます。宇川ブルーベリー園では、土壌のミネラルバランスにこだわり、農

場。土壌の“ミネラルバランス”に
菜を育て、本来の味に感動できる

また、仕事としての農業や、
フードロス問題をテーマにミニ講義をすることも

鈴木 翼さん

可能です。例えば鈴木さんの場合、
自分の商品をブランド化することで価値

地元の小学校で農業講師もして

を高めています。
また、霜が降りると実が凍って数百kgものトマトを捨てること

いる生産者。
「 子どもたちが憧れ

になるため、
あえて熟すのを待たずに収穫し、
「青トマトカレー」
という商品に加

る農業」
を目指して、熟練の生産

工することでフードロスを抑えました。
これらは、食と農をひと続きの流れで捉
え、工夫して課題解決を目指した事例です。
トマト狩りを起点として新たな視

の事業化を進めています。

点に気づき、考えるきっかけをつくるアクティビティです。

10:10

わかった！
ポイント

10:40

みつけた！
ポイント

※収穫体験のみも可能です。

窯焼きピザ作り

30分間、
自由にブルーベリーを

ブルーベリー
（または農園で採れた野菜）
を載

け方や摘み方 のコツ、注 意

摘み取ります。
その場で採りたて

せたピザを窯で焼き上げ、
その場で味わってい

点、土づくりから始まる農法に

を味わい、
お土産パックいっぱい

ただきます。時間を調整し、昼食に合わせること

ついて説明します。

に詰めてください。

も可能です。

小学生

強化プログラム
みつけた！プラン

オリエンテーション

11:00

トマト狩り

熟したトマトの 見 分け 方 や

手でもぐことのできる中玉トマ

おいしくなる理 由 、収 穫 す

ト・ミニトマトを自由に収穫し、

る際 の 注 意 点をレクチャー

畑の中で完熟の美味しさを味

します。

わいます。

＋オプション
（時間設定は自由）

中学生

強化プログラム
みつけた！プラン

農業とフードロス講座
農業という仕事やトマト栽培の手

解散

ブルーベリー収穫体験

美味しいブルーベリーの見分

10:20

みつけた！
ポイント

解散

オリエンテーション

10:00

解散
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仕事を知ることによって、食べ物の本当の価値を理解します。

天授ファーム

する・食べるが物語としてつながり、
より豊かな学びを得ることができます。

9:00

わかった！プラン

下から汲み上げた天然水を使い、手間暇かけて病気を防ぐという生産者の

を進め、
トマトのブランド化・農業

除に膨大な手間がかかるとのこと。生産者と対話することで、育てる・収穫

食育プログラムを提供しています。

分の手でもぎとって、果実本来の美味しさを味わってみてください。60mの地

者の技術を学びながら技術改良

薬をできるだけ使わずに作物を育てています。
そのため、手作業の害虫駆

着目した農法でブルーベリーや野

強化プログラム

SUPPORTER DATA _

SUPPORTER DATA _

いの濃さに歓声を上げます。
「果実の白い粉がブルーベリーの分泌物」
だ

宇川 進さん

赤になるまで樹上で育てられた完熟トマト。背丈を超えるほど大きな幹から自

磐梯町

青空の下で、実の大きさや収穫の速さを競い、木についた虫に驚き、味わ

宇川ブルーベリー園

小・中学生

トマト狩り

食育のアクティビティ。1,200本ものブルーベリーが栽培される畑で1粒ず

猪苗代町

！
けた

間と工夫について、
またフードロス
を減らす取り組みについての講座
を実施することも可能です。
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自 然 界 を 科 学しよ う！
・学習
歴史文化体験
わか

ものづくり体験
みつ

！
った

緑色の葉で、
なぜ青く染まるの？

細菌が見えない顕微鏡でどう研究したの？

染物の不思議を化学で解明しよう！

野口英世の人生と研究を身近に感じよう！

藍染め
（インディゴ染め）
は濃紺のイメージがありますが、
生葉染めでは、
鮮やか

「細菌のサイズは米粒の1/1000。野口英世は顕微鏡を使って目に見えな

ワークシート探検発見！
野口英世
猪苗代町

い病原菌の研究をしました。どんな研究をしたのでしょう?」
事前にそんな問
事後学習までを一貫する立体的な学びが、
野口英世記念館の教育プログ

磐梯町

した新鮮な藍の葉と、
名水の里の良質な水。
季節や個体差、
浸す時間によって

磐梯町地域おこし協力隊

収穫体験をすることも可能です。
普段は見る機会のない原料に触れて、
植物と

SUPPORTER DATA _

SUPPORTER DATA _

いを投げかけ、施設見学で確かめて、次なる好奇心につなげる──事前・

まれ、
3度もノーベル賞候補となった細菌学者。
幼い頃に負った大火傷を克
服して医師となり、
米国ロックフェラー医学研究所を拠点に研究を続けまし

竹田 美文さん

た。野口英世記念館には茅葺の生家が残り、火傷を負った囲炉裏を間近

野口英世記念館館長。
野口博士

に見ることができます。歴史に残る偉人を、実際に生きた魅力ある人物とし

と同じく細菌学専門の医学博士

て実感できるよう、
ロボットやゲームなど児童・生徒の興味をひく仕掛けも

で、元国立感染症研究所所長。
腸管感染症を研究し、
インドでは

色の濃さが変わるのも手作りの醍醐味のひとつです。要望があれば、藍畑で
しての藍に興味を深めたり、
栽培環境や農業と結び付けたりと、
自由に学びを

金森 大樹さん

広げていきます。体験前後には
「なぜ藍で繊維が染まるのか？」
を科学的に解

薬草の里 磐梯町で、
オタネニン

説。藍の色素インジカンは無色ですが、破砕して葉から取り出されると酸素の

ジンや芍薬などの薬草を栽培。

働きによってインドキシルという物質に変化します。
それが繊維などに吸着され

藍をお茶として商品化するなど、

酸素と結びつくことでインディゴという物質に変化し青く発色するのです。
机上

若き生産者です。親しみやすい

習では、人物・キャリア、科学、SDGsなど、多様なテーマに沿った授業が可

コレラ制圧プロジェクトを展開。

変えていく様に、
生徒たちは心を躍らせるはずです。
体験に使うのは、
町で栽培

ユニークな発想で活動してきた

多数。
さらに博士が挑んだ細菌の世界にまで興味の幅を広げます。
事前学

著作物も多数。
40年以上細菌性

な水色に染まります。
青汁のような染液に浸した絹布が目の前でみるみる色を

天然藍の
生葉染め体験

ラムです。
千円札で知られる野口英世博士は、
猪苗代町の貧しい農家に生

野口英世記念館

では難解な化学変化も、
体験とともに学べば活用できる知識として吸収しやす

笑顔で生徒の心を掴みます。

いものです。
「生きた学び」
を実感させ、
学ぶ意欲に変えていきます。

能。
施設見学に留まらない深い学びにつなげていきます。
わかった！
ポイント
事前学習

わかった！プラン
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時間は自由に設定（約60分）

みつけた！
ポイント

事後学習

出前授業（45〜50分）

野口英世の生涯と業績

体験！バクテリウム

興味を持って見学してもらうた

生家に触れ、
ロボットやパネル

タッチパネルを使って細菌培養

小学生：野口英世博士や未来

め、医学博士である武田理事

によって博士の生涯を辿りま

を体験したり、
クイズ形式で細

の自分へ、
メッセージを書いて返

9:00

ワークシート

長が 学 校・宿 舎 に出 張し、

す。研究の様子やライフスタイ

菌についての知識を深めたり。

送して下さい。
（館内展示）

テーマに沿った事前授業を行

ルを知ることで、偉人を身近に

偉人の研究を追体験しながら、

中高生：施設での学びをSDG

います。

感じることができます。

科学する目を養います。

ｓに紐づけて復習します。

小・中学生
強化プログラム
みつけた！プラン

みつけた！
ポイント
9:30

みつけた！
ポイント
10:30

11:00

藍の収穫（6/下〜9/中旬）

ミキサーで粉砕し染液を作る

絹布を染める

藍染めのサイエンス/乾燥

生葉染めには新鮮な葉を使い

藍の葉を食 品 用のミキサー

絹の布を5〜10 分染液に浸け

藍で布が染まるのは成分の化

ます。要望に応じ、畑で藍の収

にかけ、水に浸して染液を作

て染色します。引き上げた瞬間

学変化によるもの。体験直後に

穫体験も可能。藍染めの原点

ります。

から、
みるみる色の変化が進ん

科学的根拠を知ることで、納得

でいきます。

し、学ぶ楽しさに気づきます。

が農業にあると気づきます。

解散

強化プログラム

わかった！
ポイント

解散

小・中学生

！
けた
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地 球 視 点で 食 を 考 え よ う ！

原点を知ろ う！

習
食文化体験・学

ものづくり体験
わか

わか

！
った

なぜ食器に漆の樹液を塗るの？

食べ物を残すのは、
なぜもったいないの？
自然と食を考え、生活に活かそう！

伝統技法を体験し、
ひも解いてみよう！

蒔絵体験

蒔絵体験は、
「ものづくり」
の楽しさを味わい、地域の歴史や伝統技術へ、

北塩原村

富良野自然塾体験
＆ロハス食育学習

漆という植物へと興味を広げることのできるアクティビティです。
漆塗りの一大産地。
「会津漆り」の始まりは、430年前の安土桃山時代に

角田 純一さん

遡ります。歴代藩主によって保護奨励された産業は、木地師・塗師・蒔絵

伝統工芸「会津塗り」の工房の

師・沈金師等に分業化され、盛んになってきました。木製の食器は、漆を塗

三代目。
日展や日本現代工芸美

り重ねることでガラスのような光沢をまとい、何百年と使えるほど強度を増

術展に出品する大きなアート作

します。
さらに、蒔絵や沈金、螺鈿によって芸術的な価値をも高めました。職

品から普段使いの漆器までを製
作し、蒔絵や沈金のワークショッ
プも積極的に行なっています。

北塩原村
SUPPORTER DATA _

SUPPORTER DATA _

磐梯山エリアに隣接する会津は、漆の栽培から加飾までのすべてを行う、
漆芸工房 角田

人技を間近に見る経験、
自ら作る体験は、昔人の知恵や職人の手間を知
り、
モノの価値を改めて理解する糸口となるはずです。
また体験では、樹液

グランデコリゾート
富良野自然塾 裏磐梯校

佐藤 弘紀さん
自然を五感で感じ、地球や環境

かぶれるほど強い植物が、
なぜ日用品に使われたのか？」
「乾かす時になぜ

わかった！プラン
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11:30
漆でなぞる

伝 統 工 芸 会 津 漆 器の歴 史

好きなデザインを選び、
カーボ

筆に絵漆をつけて下絵をなぞ

や、漆という素材の特性につ

ン紙と鉛筆を使って漆器に写

り、面にする部分を塗りつぶしま

いて説明します。

します。

ンストラクターのドラマチックな演出とともに４つのゾーンを体験。森の大切さ
や地球誕生から今に至る歴史を理解し、裸足で大地を感じて、環境問題を自
分事として考えるきっかけをつくります。
また、
「ロハス食育学習」
では、食事を楽しみながら、地産地消・身土不二と
いった考え方を学びます。
〝もったいない精紳〟
の本質に気づき、命をいただく
ことへの感謝を実感できるプログラムです。

球に良いこと」
を考えてもらえれ

異なるテーマのプログラムを一貫して体験することで、食が自然の恵みであ

ば…との思いで活動しています。

ることを理解し、今後の暮らしに活きる価値観として記憶させることができま

10:00

皆川 大樹さん

後日
仕上げ
工房スタッフが金粉・銀粉を撒
いて仕上げ、
２〜３日乾燥させ

す。描き終えたら、金粉・銀粉の

ます。手にした時の喜びはひと

どちらかを決めて完了です。

しおです。

多くの教育旅行を受け入れてき
たホテル「アクティブリゾーツ裏
磐 梯 」の 副 支 配 人 で あり 、
LOHASコンシェルジェ。食育プ
ログラムを担当しています。

わかった！
ポイント

12:00 13:00

富良野自然塾裏磐梯校

小・中学生
強化プログラム
わかった！プラン

（グランデコリゾート）
で
「環境プログラム」
を体験
脚本家倉本聰が提唱する自
然環境プログラム。楽しみな
がら環境について学びます。

グ ランデコで 昼 食

強化プログラム

下絵を描く

「富良野自然塾」
は脚本家 倉本聰が監修する環境教育プログラムです。
イ

アクティブリゾーツ裏磐梯

解散

小・中学生

会津漆器について

を高め、食事をしながら健康で持続可能な食文化について学びます。

す。
また、SDGｓが掲げる様々な課題につなげて考えるきっかけとします。

わかった！
ポイント
10:10

びとる教育プログラムです。
ユニークな体験を通して森や地球に対する意識

の現状を身近に感じてほしいと

湿気が必要なのか？」
など、解き明かしたくなる謎が沢山見つかります。

10:00

２つのホテルを跨ぎ、
「自然」
と
「食」
をテーマに、SDGｓにつながる視点を学

いう、富良野自然塾インストラク
ター。
１つでも、
自分にできる
「地

を採取した漆の実物を見て、漆塗りの工程についても学びます。
「触れば

わかった！
ポイント

！
った

グループワーク・発表
環境問題のために自

15:00 17:00

わかった！
ポイント

18:30

アクティブリゾーツ裏磐梯で
「ロハス食育学習＆

分たちにできることを

本格テーブルマナー講習」

話し合い、意見を発

食品ロス問題を中心に、食に

表します。

関する学びを深めます。
ホテル
スタッフによるマナー講座も。
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学べる磐梯 山サポーター

学びや体験を通して子どもたちの心の成長をサポート。

「学べる磐梯山」
は、地元で活動する山岳・観光

を学び、学習指導要領や学校側のニーズとトレ

ガイドやインストラクター、農業生産者、
ホテル、

ンドについても研修を受けます。児童・生徒たち

ペンションなど幅広いサポーターが支える、地域

が教育旅行で得た体験を、生きた学び・学びに

ぐるみの教育旅行プロジェクトです。

向かう力へと高めていくために、
「みつけた！」

サポーターたちは、
自分たちの得意分野に加え
て、磐 梯 山 噴 火 のしくみや 地 域 の 歴 史 文 化

「わかった！」
「できた！」
という感 動を生み出す
サポートをしていきます。

磐梯町

●各エリア別 学べる磐梯山サポーター 一覧
MANABERUBANDAISAN SUPPORTER INDEX

北塩原村

夢農園さとう／佐藤栄祐さん

春陽果樹園／阿部正治さん・阿部ひとみさん

真夏は酸味の効いたさっぱり味、秋は濃厚で甘いトマトに。夏が
旬と言われていますが磐梯町のトマトは秋。季節ごとの味を楽し
んでもらいたいです。

太陽を浴びて色づいた実はほんのり温もりがあって、手でクルッ
ともぎとることができます。自分の手で収穫して、味わって、農業
や食べ物への興味を育てるお手伝いをします。

磐梯町大字更科字前田511
tel.090-5835-7867

磐梯町大字大谷字上ノ代4515-3
tel.0242-88-9138 / tel.090-2887-6959

アウトドアスポーツクラブ バックス／徳田智さん

農業倶楽部 農家のすずきさんち／鈴木康正さん

天授ファーム／鈴木翼さん

桧 原 湖カヌー体 験 、バス釣りレンタル ボート、裏 磐 梯スノー
シュー体験など大自然の中で様々な体験ができるようお手伝い
します。

ブルーベリー畑は、会津盆地を一望できる場所にあり、風景も
楽しみつつブルーベリー摘みを体験できます。水稲は、種まき体
験から刈取り体験をすることが可能です。

子供から大人まで楽しめる、
トマト狩りが出来る観光型トマト農
園です。地下60mから組み上げる磐梯の名水と豊かな土で栽
培しています。

北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093-955
tel.０２４１-３２-３０３９

磐梯町大字大谷字石生北2825
tel.090-7527-2260

磐梯町大字大谷字万入42
tel.080-5553-7283

Active Resorts裏磐梯／皆川大樹さん

裏磐梯レイクリゾート／浅沼泰匡さん

磐梯酒造株式会社／桑原大さん

磐梯やま楽校／佐藤英一さん

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）
をベースとしたロハス食育環境プロ
グラムの開発中。
ロハスコンシェルジェが食について学びを深める
取り組みに力を入れています。

教 育 旅 行の宿 泊 、アクティビティ体 験の場として、大きな施 設
を生かし大人数での学びの体験や美味しい食事を提供してい
ます。

地元小学校の社会科見学として酒蔵見学の実績があります。
また「磐梯町魅力発信ツアー」の酒蔵見学、試飲即売などを行
なっています。

北塩原村大字桧原字剣ケ峯１０９３-３０９
tel.0241-32-3111

北塩原村大字桧原字湯平山１１７１-１
tel.0241-37-1111

磐梯町大字磐梯字金上壇2568
tel.0242-73-2002

登山やハイキングのガイドをはじめ、登山道の整備や遊歩道の
手 入れを行なっています。一 緒に磐 梯 山の大自然を楽しみま
しょう。

ＮＰＯ法人裏磐梯エコツーリズム協会／眞野眞理子さん

En cafe／伊藤敦美さん

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館／安田純さん

磐梯町

猪苗代町

ジオパークとは、人と大地の関係を楽しみながら学習できる自然の
公園です。地質や地形だけではなく、景観や動植物をはじめ、文化
や歴史、食べ物や温泉など、大地を楽しく学ぶテーマパークです。
北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093-732
tel.0241-32-3180

北塩原村大字桧原字小野川原1092-65
tel.0241-23-7860

休暇村裏磐梯／松本清司さん
800名収容のキャンプ場を併設。施設内にはキャンプ場や自然
遊歩道の他、天文台があり専門ガイドによる解説を実施してい
ます。
北塩原村大字桧原
tel.0241-32-2421

Guesthouse En／伊藤敦美さん
リーズナブルに宿泊できるゲストハウス。
グルーガンで工作する
ネイチャークラフトも楽しめます。外国人のお客様も増えてきてお
り時には異文化交流が楽しめるかもしれません。
北塩原村大字桧原字曽原山１０９５-６０
tel.0241-23-5552

カワセミ、
カワネズミや、福島県内に生息する両生類、魚類、水生
昆虫などさまざまな淡水生物を自然に近い状態で見ることができ
ます。
猪苗代町大字長田字東中丸３４４７−４
tel.０２４２-７２-１１３５

磐梯町大字磐梯字東松山１２５１
（事務局）
tel.0242-73-2850

一般財団法人猪苗代町振興公社／小野秀男さん
「猪苗代緑の村」で様々な体験プログラムを提供しています。
自然環境を学びと五感を刺激するのがここでの「学び」のキー
ワードです。
猪苗代町大字長田字東中丸344-4
tel.0242-65-2150

猪苗代湖の自然を守る会／鬼多見賢さん

宇川ブルーベリー園／宇川進さん

猪苗代湖をエリアとして保全活動を中心に児童・生徒から大人ま
で、講演活動及び磐梯山猪苗代湖の案内指導を行っています。生
徒さんのレベルに応じた環境学習も可能です。

磐梯山麓にある観光農園です。
「健康で美味しい作物づくり」
をモッ
トーに
「中嶋農法」
によるミネラルたっぷりのブルーベリーを栽培して
います。JGAP認証農場でもあります。

猪苗代町大字三ツ和字前田271
tel.0242-85-7573

猪苗代町大字三ツ和字五十軒３３５８
tel.070-4436-1185

磐梯町

漆芸工房角田／角田純一さん

曽原湖カヌーセンター／清水秀俊さん

ＮＰＯ法人ばんだい２００0／村井正太郎さん

国立磐梯青少年交流の家／福士寛樹さん

漆器に漆で絵を描いて金粉や銀粉等を蒔いて仕上げる
「蒔絵」
と、
会津塗独特のノミと沈金刀を用いて漆器に絵を彫り、彫った箇所に
金粉や銀粉等を埋め込む
「沈金」
などを体験いただけます。

自然は見ているより体験した方が楽しい！カナディアンカヌー、
カ
ヤックの体験を通して自然に触れ合う様々なプログラムを行なって
います。

地球・自然・湖・川と人・環境・生活・歴史をテーマに、磐梯山周辺
地域を中心にした環境自然教育・体験学習・地理歴史探索の体験
プログラムです。

北塩原村大字桧原字曽原山１０９６-２１７
tel.0241-23-7227

北塩原村大字桧原字曽原山1096-87
tel.０２４１-32-3010

猪苗代町字渋谷2483
tel.0242-93-8530

青少年の「社会を生き抜く力」
を育むため、
自然体験活動、芸術・
文化活動、
スポーツ・レクリエーション活動などの場を提供してい
ます。

曽原湖ペンション学生旅行誘致会／鳥羽伸雄さん

天文台のあるペンション カレワラ／中村一也さん

農事組合法人結乃村農楽団／五十嵐勇夫さん

野口英世記念館／竹田美文さん

少人数で親睦を深める分宿型教育旅行を曽原湖を中心にお薦め
しています。様々なものづくり体験なども可能です。
夕食はオーナー
手作りのフルコースをふるまっており大変喜ばれております。

望遠鏡で星空を観測することができます。季節によっては惑星や星
雲がはっきり見える日も。曇りや雨の日はスライドショーを見ていただ
きながら、星の案内を行なっています。

水稲・そば・アスパラガス等を生産しながら農家レストランを運営。
体験農業も受け入れており、
ほ場管理から収穫などの体験が可能
です。

北塩原村大字桧原字曽原山1096-543
tel.０２４１-３２-３２３２

北塩原村大字桧原字蛇平原山１０７４-２４９３
tel.0241-32-3105

猪苗代町字見祢５２６９
tel.０２４２-２３-７７４７

野口英世の生涯と業績を紹介する博物館です。生家は、英世が生
まれた当時のまま、場所も大きさも変わらず展示公開しています。体
験型展示では細菌の世界を体感しながら学べます。

グランデコリゾート／佐藤弘紀さん

磐梯桧原湖畔ホテル／山口公一さん

磐梯高原学生誘致連合会／中村友行さん

磐梯スポーツ村／鈴木元さん

緑がきれいな季節は自然環境学習の富良野自然塾と観光ロープ
ウェイ、冬期はスキー場。四季と通じて自然の中で様々な学びを体
感できます。

窓辺に美しい姿を映す桧原湖と、広々とそびえる磐梯山の眺望。大
自然の景観がお部屋から眺めることができます。
アクティビティ後の
心身をリフレッシュしてくれる天然温泉もございます。

猪苗代町の民間宿泊施設７者による有志任意団体。体験学習に最
適な磐梯高原や猪苗代の魅力を発信するとともに県、町と連携を図
り新しい体験の提案活動や受入相談など窓口機能を担っています。

大規模の合宿にも対応する７軒の民宿村です。風光明媚な土地で
の一生の思い出作りをサポートします。

北塩原村大字桧原字荒砂沢山
tel.0241-32-2530

北塩原村大字桧原字南黄連沢山１１５７-４１
tel.0241-33-2341

猪苗代町字葉山7105 ヴィラ・イナワシロ内
tel.０２４２-６２-４１１１

北塩原村地域おこし協力隊／山本賢司さん

もくもく自然塾／渡邊亮さん

曲渕大根クラブ／佐藤智昭さん

森の旅亭 マウント磐梯／一ノ瀬千香さん

村で作られていない作物の栽培や地元農家への栽培依頼及び栽
培補助、生育記録を取っています。
また、県外の大学生を呼び寄
せ、村民との交流をすることで関係人口の増加を目指しています。

裏磐梯を拠点に登山、
トレッキング、
カヌー、沢歩きなどのアクティビ
ティを提供しています。福島県内で唯一の日本カヌー連盟公認ス
クールです。
また、
日本山岳ガイド協会認定ガイドも所属しています。

農作物の播種（枝豆・大根・ジャガイモ・さつまいも等）及び収穫体
験や菱餅試食や餅つき体験も行なっています。会津の文化とこの
土地ならではの農産物について学ぶことができます。

年間を通して幼稚園から大学生までの教育旅行を担当しています。
安心・安全に楽しく温泉宿泊ができるよう心がけています。林間学
校や各種合宿等の受け入れも行なっております。

北塩原村大字桧原字小野川原1092-38
tel.0241-23-9018

猪苗代町大字川桁字曲渕5610
tel.0242-85-6124

猪苗代町大字若宮字上ノ湯２９８５
tel.0242-64-3911

榮川酒造株式会社／成田恵一さん

磐梯町地域おこし協力隊／金森大樹さん

ホテルリステル猪苗代／永田貴光さん

榮川の概要や日本酒について説明後、見学者通路から酒造りや瓶
詰の様子をガラス越しにご案内します。見学のあとは甘酒の試飲も
ご準備しております。

藍 の 栽 培を行なっており、薬 草 茶やお土 産として商 品 化して
います。藍 の 栽 培 体 験や染め物 体 験 会 等を中 心 体 験いただ
けます。

ツリーアドベンチャーや森林探索、バーベキューハウス、
スキーファ
ンタジアなど、四季を通じて楽しめる屋外施設が充実しています。雨
天時でも楽しめる屋内アクティビティも準備しています。

磐梯町大字更科字中曽根平6841-11
tel.0242-73-2300
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会津山塩が練りこまれたピザ生地が自慢のカフェ。磐梯山ジオ
パーク主催のジオカレー
「ピザ屋のチーズジオカレー」
は約130年
前に噴火した小磐梯を再現。”岩雪崩”の食べ方で楽しく美味しく
学ぶことができます。

猪苗代町

「人と自然」
「人と人とのつながり」
を取り戻し、地域の自然や文化を
守りながら伝え、地域全体が元気になるような新しい観光と地域づく
りを進めます。

北塩原村

磐梯山ジオパーク協議会／蓮岡真さん

磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855
tel.0242-74-1217

猪苗代町字五輪原７１３６-１
tel.０２４２-６２-２５３０

猪苗代町大字三ツ和字前田８１
tel.0242-85-7867

猪苗代町字本町15
tel.0242-65-2244

猪苗代町大字川桁リステルパーク
tel.0242-66-2233
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地球温暖化の影響で裏磐梯も降雪量が減り、冬でも暖か
い日が続く日もあります。環境の変化についても何か考え
るきっかけになればと思います。

多くの生き物たちが暮らす、豊かな自然。
山
麓の里山も含めた、季節ごとの美しい風景
が魅力です。

なぜ水が汚れるといけないのか。
根本的な
ことから一緒に学びましょう
！

私たちの人生経験を生かし
教えられることは何でも教え
たいです。
栽培体験や藍染め体験を通して
少しでも農業の楽しみをみなさんに
知ってほしい！
磐梯山の宝とは、気候や四季ごとに変わ
る景色、水のおいしさが素晴らしい
「宝」
だと思います。

自然の魅力、
自然から学べ
ること、いろいろな「 知る」
きっかけが磐梯山にはあり
ます。
磐梯山エリアの魅力は、何と言っても山・湖・
沼・森・川・滝、全てがコンパクトにまとまった
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福島県会津地方振興局

〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5

TEL.0242-29-5214 FAX.0242-29-5228
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/

三郷
JCT

川口
JCT
東京駅

登山を通じて
地形や自然を
体感できると
思います！

約

札幌 新千歳空港から福島空港まで

会津地方振興局
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最短

福島
空港

●福島空港・郡山駅まで

何事にも向き合って
ほしいです。

磐越自動車道

会津
若松駅

空港から

15 分

分

手助けし声を掛け合って

約

会津
若松駅

会津若松から

東北本線

磐梯山の噴火によって、五色沼、数多く
の湖沼、流山の魅力が今の観光資源と
なり、
自然と共存していく大切さを学んで
もらえればと思います。

お互いを思いやり

35 分

東北新幹線

頑張り続ける中でも、
途中で休憩することは大切。

約

郡山駅

夏が旬と言われるトマトですが
磐梯町のトマトは秋。

磐梯山頂からの絶景や、
水の流れを学んでもらって、
第二の古里と呼べるような
存在になってもらえたら
嬉しいです！

磐越自動車道

郡山駅

福岡 福岡空港から伊丹空港経由で福島空港まで

やさしさと厳しさを
頭と体、
全身で
感じてほしいです。

30 分

東北自動車道

登山で精神と体力を
鍛えてみませんか？

約
郡山駅

郡山駅から

至新潟

ただ、美しいと眺めるだけでなく、火山として、
そして、有形無形を問わず地域に恵みを
もたらす山として、総合的に磐梯山を学んで
欲しいと思います。

郡山駅

東北新幹線

約1時間

体感できます。

80 分

会津
縦貫北道路

わる景色を思い切り楽しむことができます。
そして四季と通じて自然の中で様々な学びが

最短
東京駅

都心から

桧原湖

地形というところ。1日で数カ所めぐることの
できる距離感なので、
エリアごとに表情が変

磐梯山は多くの生き物たちが暮らす︑
豊かな自然が特徴です︒

4つの季節全てに自然の彩があり、
様々なアクティビティもあります。

交通アクセス

猪 苗 代 駅︵ 会 津 磐 梯 山 エ リ ア ︶

磐梯山は
「四季スタジアム」。4つの季節全
てに自然の彩があり様々なアクティビティもあ
ります。

きみの未来をひらく出会い 〜会津磐梯山エリア〜

磐梯山は会津地域全体の信仰の山でもあります︒
単なる山ではない︑神聖な山なのです︒

スキーを担いで冬山登山した磐梯
山。夏には見ることのできない幻想的
な世界が広がっていました。見渡す
限りの白銀、静寂の世界だったことを
今でも覚えています。

夜は満天の星 空が広がり
見ているだけでも感 動 的 ︒

磐 梯山
ら
学べる
なさんか
み
の
ター
サポー
！
ひとこと

お問い合わせ
●裏磐梯観光協会

TEL.0241-32-2349
TEL.0242-74-1214
●猪苗代観光協会 TEL.0242-62-2048
●磐梯町観光協会

学べる磐梯山

https://manaberu-bandaisan.jp
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