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【お問い合わせ】 横浜観光コンベンション・ビューロー
TEL：045-221-2111 月～金曜日 8：45～17：30

横浜市では文科省の学習指導要領「生きる力」に基づき、
・横浜へ来たからこそ体験できる（音・香り・風景・産業 等）
・その場限りではなく、生徒のその先のキャリア形成につながる体験
という点を踏まえた「キャリア教育プログラム」をご紹介しております。
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【帆船日本丸】 練習帆船で船員になるための訓練を体験

帆船での訓練を通して、自然を体で知り、皆で協力して一つのことを
やり遂げる大切さを学ぶ

≪海洋教室≫ ※要予約（希望日の2ヶ月前まで）

アメリカ沿岸、ハワイ諸島、オーストラリアなどへの航海を行った
訓練船で、帆船の規律正しい団体生活を通じて協調性や精神力
などを養い、甲板みがき・ロープワーク・カッター訓練などを体験。

■定 員： 20～100名
（半日コース：小学生以上 ／ 1日・1泊コース：小学校4年生以上
引率者含む。1泊コースは96名まで。）

■開催時間： 9：00～17：00
■料 金： 半日コース 1,030円 / 1日コース 1,550円 / 1泊コース 6,180円

（子ども料金。1泊コースのみ食事代含む。）

≪入館料（見学のみの場合）≫
小・中学生・高校生 共通券（日本丸・横浜みなと博物館）
（※1）20名以上

個人 団体(※1)

300円 200円
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≪総合研究所≫
美と健康の領域における基礎研究や基盤技術研究、
応用研究や商品研究までを一貫して行う研究所。
■実施日：毎週水曜日 10：00 / 14：00 スタート

※毎月第1水曜日は10：00スタートのみ

■定員：1～40名程度 ■所用時間：90分
■最寄駅：JR横須賀線 東戸塚駅より徒歩10分
■バス：1台 要予約

【FANCL】 本社：横浜 ファンケルが生み出す『正直品質。』とは？

ファンケルの「モノづくりへの想い・発想」「研究開発・技術へのこだわり」を働く現場を通して学ぶ

≪ファンケルスマイル≫
「障がい者を一人の社会人として自立できるように支援する」
ことを目指して設立した特例子会社。社員が働く現場を見学。

■実施日：平日 10：20 スタート
■定員：2～30名程度
■所用時間：110分
■最寄駅：

JR大船駅より徒歩20分
/ 無料シャトルバス10：00出発

■バス：2台 要予約
※ご希望の場合は資料室も

ご見学いただけます。
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≪朝の時間を有効活用！
企業訪問＆体験プログラム≫

2017年7月 展示ギャラリー リニューアル
● 昭和の街でけん玉やベーゴマなどで遊ぶ「昭和の遊び体験」
● ティスティングをしながら、ラーメンの歴史や豆知識を学ぶ

「ラーメン教室」
● ラーメン店スタッフや接客スタッフが実体験を元に語る

「おもてなし講座」

【新横浜ラーメン博物館】 世界に広がるラーメン文化を学ぶ

■定員：5～40名
■実施時間：9：30～11：00
■所要時間：1.5時間
■料金：310円/人（15名以上 260円/人・先生無料）
■バス駐車場：日産スタジアム利用（1,200円/2H）
※参加人数により、所要時間・内容をご相談させていただきます。
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【横浜ベイホテル東急】 みなとみらいを代表するホテルでテーブルマナー体験

披露宴でのお食事や正装が必要なパーティーに備え、
お食事の際のエチケットや作法をはじめ、楽しくお食事を
するためのコツを学ぶ。

■定員：20～300名（学生限定）

■開催時間：11：00～21：00
（19：00開始がラスト）

■所用時間：２時間
■料金：フレンチコース

￥7,000 or ￥8,000 /人
※税金・サービス料込・

お料理・ソフトドリンク１杯・室料・
基本音響照明費を含む
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≪企業訪問プログラム≫
世界の外食業界で初めてフランチャイズシステムを
展開した創業者カーネル・サンダースの理念や、世界
飢餓救済活動などグローバル企業としての社会的役
割・食育への取り組みを学ぶ
※カーネル・サンダースの思想を体現したオリジナル

チキンマイスターによる講演を受けられるかも！
■定員：80名程度（目安） ■所用時間：1～2時間

【日本ＫＦＣホールディングス】 おいしさを通じて、人々をしあわせに。

≪体験プログラム≫
本社併設のカーネルキッチンを活用した調理体験
■定員：10名程度（目安） ■所要時間：3時間
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キャリア教育プログラム 横浜で『生きる力』を学ぶ

【イセザキ・モール1・2St.】 “ゆず誕生の地”で就労体験

修学旅行の地で地元の特産物を
ピーアールしながら販売体験
■販売用ワゴン 最大5台・タイトル看板

貸出(無料) / 商店街内アナウンス 利用可
■対象：中学生・高校生（最大50名）
■実施時間：10：00～17：00のうち2時間程度
■会場：イセザキ・モールまたはカトレヤプラザ

伊勢佐木店頭（雨天時 屋根付部分）
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キャリア教育プログラム 横浜で『生きる力』を学ぶ

修学旅行の地で地元の特産物をピーアールしながら販売体験
■テーブル・のぼり台 貸出(無料)
■対象：中学生・高校生（最大20名）
■実施時間：10：00～16：00のうち2時間程度

（準備 9:30～可能）

【横浜橋通商店街】 横浜が誇る三大商店街の一つで就労体験
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●商店街のお店の商品を販売
する就業体験メニュー。

●学生による地元の物産品販
売・ピーアールも可能。

■テント・テーブル・レジ貸出(無料)

■対象：中学生・高校生（最大15名）

■実施時間：13：00～16：00
（準備10：00～可能）

【弘明寺商店街】 活気ある商店街で販売体験
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世界153か国に散在する英連邦戦死者墓地は、
日本では唯一、横浜に存在します。
エリザベス女王やウィリアムズ王子など、王室
関係者が来日時に追悼に訪れるこの墓地は、
戦争の記憶を風化させない国際的な平和理解
の役割りを担っています。

≪視察＆説明≫
戦時中の日本軍捕虜についての話と墓地の
維持管理における意義について学ぶ
■定員：100名程度
■所要時間：1時間
■備考：中型バス3台程度駐車可
■場所：横浜市保土ヶ谷区狩場町238
■参観時間：8：00～17：00

【英連邦戦死者墓地】 横浜で国際的な平和学習
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曹洞宗の大本山で『禅』を学び『自己』を見つめ直す

【總持寺（横浜市鶴見区）】 拝観・坐禅体験

【要予約】
人数・時間 応相談。
例） ・拝観・坐禅（2時間・1,000円/人）＋食事（2,500円）

・坐禅のみ（1時間・400円/人）
※食事のみは不可。
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■2016年7月 リニューアルオープン。

■情報があふれる現代社会で【情報を
見極める大切さ】【新聞・ジャーナリズ
ムの役割】を小学生から大人まで体験
しながら楽しく学べる。

■ワークシートを手に館内を探索する
「取材クルーズ」など、団体向けの体験
プログラム複数あり。
（要予約・最大60名・1時間程度）

■「多目的ルーム」は昼食場所（11：00～
13：00）として利用可能（要予約・最大100名）

■開館時間：10：00～17：00

■定休日：月曜日

【ニュースパーク（日本新聞博物館）】 情報を見抜く力を養う



13

【日本銀行 横浜支店】 金融の世界を覗く！

●日銀の役割、金融政策を学ぶ

●お札の重量体験・お札の数え方・
偽造防止技術の紹介等

■対象：小学校5年生以上
（5名以上20名まで）

■受付：希望日の３ヶ月前～２週間前まで

■実施日：月曜日～金曜日
①10:00～ ②13：30～ 応相談
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●領海・排他的経済水域で世界6番目の
広さを持つ日本の周辺海域における
治安・防災・海難救助などの重要性を
学ぶ

●九州で実際に発生した北朝鮮による
工作船事件の映像と、実物の工作船・
武器・装備品を展示

■開館時間：10：00～17：00

■休館日：毎週月曜日
（休日の場合は翌平日）

■自由見学
（一度に見学できる最大人数 30名程度）

【海上保安資料館】日本の海を守る海上保安庁の役割を学ぶ
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【横浜税関資料室】 横浜三塔の一つ【クイーンのひろば】見学

映像や実物展示により紹介
●開港からの横浜港・横浜税関の

歴史をつづるグラフィック年表
●貿易の変遷

●麻薬やけん銃などの密輸の手口
●知的財産を侵害した偽ブランド商

品やワシントン条約に該当する
はく製や標本

■人数：1団体40名まで
■所要時間：1時間程度
■見学時間帯：①10～11時

②11～12時 ③13～14時 ④14～15時

2017年3月 リニューアルオープン！
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●上海の点心師が実演しながら

レクチャー
●中華料理のマナーや文化に関する

講習も可能
●コース料理と共にご自身が作った

肉まんを召し上がる
※体験のみは不可

■定員：15名以上
■実施時間：
■所要時間：
■料金：
■バス駐車場：あり（要予約）

【四五六菜館 】 本場横浜中華街で肉まん包み体験
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【八景島シーパラダイス】 ‟海育“を体験できる水族館

≪水族館でのお仕事について≫
■所要時間：
■定員：
■講義内容：①職業訪問学習

②バックヤードツアー
③うみファーム学校貸し切りプラン

≪スタジアムレクチャー≫
水族館で動物たちと「働くこと」についてレクチャー
■所要時間：30分
■定員：300名
■講義内容：要相談

※水族館の入場料が別途必要
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●インストラクター付き
災害模擬体験

●機動特殊災害対応隊
の訓練や特殊車両の
見学

●放水や救出・救護・
避難所運営など、多彩
な防災・危機管理プロ
グラム（要望に応じて
カスタマイズ可能）

【防災センター】防災・危機管理 生き抜く力を鍛える
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三菱みなとみらい技術館

●最先端技術を生み出す
日本のものづくりを学ぶ

カップヌードルミュージアム

●発明・発見のヒントを学ぶ
体験型食育ミュージアム
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JICA横浜海外移住資料館

●多くの移民が旅立った横
浜で国際協力と移住者の歴
史を学ぶ

海洋研究開発機構 横浜研究所

●海洋研究開発機構が行っ
ている研究や観測によって得
られたデータや映像を公開
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重慶飯店

●中国料理の作法と
そのマナーを学ぶ

揚州飯店本店

●肉まん・餃子づくり体験と
中国人講師による中国語教
室（食事付き）



22

ﾖｺﾊﾏ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ ﾎﾃﾙ

●ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙなﾎﾃﾙでﾌﾙ
ｺｰｽの料理を召し上がりな
がらﾃｰﾌﾞﾙﾏﾅｰを学ぶ

新横浜プリンスホテル

●ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽ技能士資格
を持つｽﾀｯﾌによるﾃｰﾌﾞﾙﾏ
ﾅｰ講習


