特集

横浜市教育旅行
体験学習プログラム

横浜市キャリア教育プログラム紹介

日本近代化の出発点となった横浜で、
地域性を生かして育む
職業観・勤労観

横浜市では横浜ならではの風景や産業 、音や香りに触れ

る体験や、その場限りではない生徒のキャリア形成につな

がる体験をコンセプトとするキャリア教育プログラムを用意
している。

【お問い合わせ先】
公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー
TEL.045-221-2111
※ 8：45 〜17：30（土・日・祝・年末年始を除く）

■横浜・八景島シーパラダイス
「水族館の仕事を学ぶ」

横
浜
市
異国文化の香り漂う港町であり、新旧の多様な

名所や観光地を有する横浜。また、政令指定都
市でもっとも人口が多く、370 万人を超える人々

が暮らす大都市であり、首都圏の役割と機能を

果たしている。

横 浜市では今 、これらの地 域性を生かし 「
、キャ

リア教育プログラム」を展開している。先端技術

を紹介する施設や企業ミュージアム 、ホテルや商
店街 、寺院や税関関連施設 、中華街の料理店や

防災センターなど、幅広い分野の職業に触れら

れるほか 、横浜市キャンパスツーリズムを実施し
て市内にある国立・市立および私立の大学キャン
パスを訪問するプログラムを用意。生徒のキャリ

ア形成において参考となる体験型ツアーが充実し

ている。

日本の近代化に際していち早く開港し、世界の

産業技術や文化を真っ先に取り入れてきた進取の

気性や柔軟性を育んできた横浜で、生徒の将来に

つながる体験に取り組んでみてはいかがだろうか。
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※中心部の一部施設を掲載

（電車）東京駅から 約30 分
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横浜中心部地図

■横浜橋通商店街
「歴史ある商店街で販売体験」
横浜が誇る三大商店街の一

しながら販売体験を行う。戦

商店街で、地域の人々と交流
原点を学ぶ。

［お問合せ先］TEL & FAX.045-231-0286
［対
象］中学生・高校生 ［定員］最大20 名
［実施時間］10：00〜16：00のうち2時間程度 （準備は9：30から可能）
［備

考］テーブル・のぼり台は貸出可（無料）

■ニュースパーク（日本新聞博物館）
「情報を見抜く力を養う」
情報があふれる現代社会

で「情報を見極める大切さ」

島 、オーストラリアなどへ

「新聞・ジャーナリズムの役

帆船の規律正しい団体生活

を手に館内を探索し、体験

どを養う。甲板みがき・ロー

ルーズ」など、団体向けの

の航海を行った練習船で、

元町・
横浜税関資料室 中華街

検索

しながら接客する中で商売の

■帆船日本丸
「実際に使われた練習船での海洋教室」

横浜ベイホテル東急
みなとみら
い線

横浜観光情報

クヤードツアー、うみファー

［お問合せ先］TEL.045-788-8888
［所要時間］30 分（スタジアムレクチャー）
［定
員］300 名（スタジアムレクチャー）
［備
考］無料 ※別途水族館へ入館できるチケットが必要

JICA横浜・海外
移住資料館

の一覧など、
横浜教育旅行に役立つ情報が満載。

前から続く下町の雰囲気漂う

容は相談可）など、スタッフのガイドを受けながら学ぶ。

海上保安資料館横浜館

コース、飲食施設・宿泊施設・チェックポイント

事について学ぶプログラム

ム学校貸し切りプラン、スタジアムレクチャー（講義内

ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル
ホテル

「教育旅行」のページではアクセス情報やモデル

つで地元の特産物をピーアール

が充実。
職業訪問学習、
バッ

神奈川

（http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/）

700 種 12 万点の海の生

き物を飼育する水族館の仕

東京

『横浜市観光情報』WEB サイト

割」を学ぶ。ワークシート

を通じて協調性や精神力な

しながら楽しく学ぶ「取材ク

プワーク・カッター訓練な

体験プログラム複数あり（要予約・所要 1 時間程度）。

どを体験。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。写真はバウスプリットのぼ
りの様子。

※要予約（希望日の 2 ヶ月前まで、応募状況により受入不可の場合あり）

［お問合せ先］TEL.045-221-0280

［対

象］半日コースは小学生以上 、
1日および 1泊コースは
小学校 4 年生以上

［定

員］20〜100名（1泊コースは 96名まで） ※引率者含む

［料

金］半日コース 1,030 円／ 1 日コース 1,550 円／
1 泊コース（食事代含む）6,180 円

［備

考］見学のみの場合は 、入館料として小・中学生・
高校生共通券（日本丸・横浜みなと博物館）300 円

［開催時間］9：00 〜17：00

※以上 、子ども料金

※ 20 名以上の団体の場合一人 200 円

［お問合せ先］TEL.045-661-2040
［定
員］最大 60 名（団体向け体験プログラム）
［開館時間］10：00 〜17：00 ［定休日］月曜日
［備
考「
］多目的ルーム」
は昼食場所として
11：00〜13：00の間で利用可能 （要予約・最大100名）

その他のプログラム

・イセザキ・モール 1・2St.
・英連邦戦死者墓地
・海上保安資料館横浜館
・海洋研究開発機構 横浜研究所
・カップヌードルミュージアム
・四五六菜館
・JICA 横浜海外移住資料館
・重慶飯店
・新横浜プリンスホテル
・新横浜ラーメン博物館
・曹洞宗大本山總持寺

・日本ＫＦＣホールディングス
・FANCL
・三菱みなとみらい技術館
・揚州飯店本店
・横浜弘明寺商店街
・ヨコハマ グランド
インターコンチネンタル ホテル
・横浜市民防災センター
・横浜税関資料室
・横浜ベイホテル東急

（五十音順）

資料作成：東武トップツアーズ株式会社
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