




「ＳＤＧｓ未来都市」北九州市ならでは

SDGs学習
S U S T A I N A B I L I T Y

産業の現場を学ぼう

産業学習
I N D U S T R Y

北九州市で自然史‧歴史を学ぼう

自然史‧歴史‧文化学習
NATURAL HISTORY / HISTORY / CULTURE

豊かな自然を通じ自然との共生を学ぶ

自然学習
N A T U R E

北九州市で平和の大切さを学ぼう

平和学習
P E A C E

豊かな自然を活かした体験メニュー

農村学習
R U R A L

北九州市でしかできない体験があります。

北九州市は、明治の八幡製鐵所から続くものづくりの街、公害を克服した環境未来都市、

歴史と文化の薫る城下町、豊かな大自然など、さまざまな顔を持つまちです。

その特徴を活かして、多様で特徴的な体験型‧学習型の教育旅行プログラムを提供しています。

新幹線駅、空港、フェリー港が揃い、とってもアクセスしやすい北九州市で、ここしかできない、充実した教育旅行をご提案します。



移動も楽々、空の旅。北九州空港

北九州市への移動も心配無用。東京‧羽田から［JAL、スターフ

ライヤー‧ANA（SFJと共同運航）］だと、北九州空港まで1時間

30分のフライト。団体バスヤード、九州最大規模の駐車場を空

港ビルすぐそばに完備しているので各地へのアクセスも便利。

ＨＰ：http://www.kitakyu-air.jp/

アクセス



新幹線

東京から 東京駅→小倉駅 4時間50分

名古屋から 名古屋駅→小倉駅 3時間

大阪から 新大阪駅→小倉駅 2時間10分

船（フェリー）

大阪‧神戸から 大阪南港／神戸港→新門司港

泉大津港→新門司港

夜発‧翌日朝着

夜発‧翌日朝着

飛行機

東京から 羽田空港→北九州空港 1時間30分



モデルコース

体験充実。北九州を巡る教育旅行充実プラン

SDGs学習コース

180名程度を想定



産業学習コース

100名程度を想定



平和学習コース

80名程度を想定



「ＳＤＧｓ未来都市」北九州市ならでは

SDGs学習プログラム
S U S T A I N A B I L I T Y

北九州市環境ミュージアム

北九州エコタウン

次世代エネルギーパーク

響灘ビオトープ

生ごみコンポストづくり体験

JICA九州

（独立行政法人国際協力機構九州センター）

平尾台

シャボン玉石けん(株)

ＴＯＴＯミュージアム



SDGs学習プログラム
「SDGs未来都市」北九州市ならではのSDGs探求学習に役立つ情報をまとめています。

SDGs学習プログラム

◆事前学習資料

SDGs未来都市北九州【事前学習用動画】 北九州市が目指すまち（動画）

マンガで分かる！SDGsって何？

◆事前学習シート

SDGsについて考えてみよう！

〜あなたが未来のためのできることは何？〜

ダウンロード [PDF：214KB]



◆SDGsに関する講演可能な団体等

講演可能な団体リスト

ダウンロード [PDF：355KB]



北九州市の公害克

服の歴史を学ぼう

深刻な公害を克服した

当時の様子や、公害克

服の歴史が学べます。

地球環境とわたした

ち

地球温暖化やカーボン

ニュートラルなどの環

境問題に、一人一人が

できる取組みを学べま

す。

北九州市の環境へ

の取り組みを学ぼう

『SDGs未来都市 北九

州市』が行っている、住

む人にやさしく、環境に

配慮したまちづくりを紹

介しています。

北九州エコハウス

～住まいから考える

環境～

本館に併設する北九州

エコハウスでは、環境配

慮技術と環境にやさし

いくらし方の工夫が学

べます。

北九州市環境ミュージアム
北九州の環境学習のスタートはここから！

SDGs学習プログラム 東田エリア

北九州市は�SDGs来来都市�に選ばれるなど、国内外から注目されています。市民‧企業‧大学‧行政が一体となって、厳しい公害

を克服してきた歴史や私たちを取り巻くカーボンニュートラルなどの環境問題、北九州市の環境への取組みなどを体験を通し

て学ぶことができます。

子どもたちと会話しながら環境問題への気づきや理解を深めてくれるガイドが学習のお手伝いをしま

す。

北九州地球の道

地球誕生から現在までの46億年の壮大なドラマを、460ｍのフィールドに置き換えて自分の足で歩いて体験する「地球の

道」。脚本家‧倉本聰氏が塾長を務める富良野自然塾のプログラムをガイドがご案内します。

地球を知ることで地球のすばらしさを感じる、地球環境をテーマにしたプログラムです。

プログラム参加料 （１人当たり）大人/500円（税込）高校生以下/250円（税込）

条件 小学３年生以上

申込 TEL：093-663-6751

※東田第一高炉史跡広場が改修工事等で閉鎖中のため、中止しています。

体験版（短縮版）のみ開催となります。



プログラム例１　

分別ゲーム

身の回りのごみを実際

に分別します。全員で正

解を確認しながら、ごみ

を出す際の注意点など

を学びます。人数によっ

て、1人1つ、または1グル

ープ１つといった分別体

験になります。

プログラム例２　

ディスカッション

「SDGsを自分事にし

よう」

ＳＤＧｓを自分の事とし

て捉えるため、一人ひと

りが世界に貢献できるこ

とはなにか、環境ミュー

ジアムスタッフと一緒に

考えます。

プログラム例3　

環境クイズ

環境クイズにチャレン

ジ！ゲーム感覚で環境豆

知識を学び、自分たちに

できることを学びます。

体験学習プログラム

体験学習プログラムは複数あります。人数や学習目標に合わせたオーダーメイドプログラムです。

※他にも多数あります。

環境トーク

展示見学

ふりかえり

環境学習コンシェルジュが北九州市での環境学習をお手伝い！

環境学習施設での体験プログラム‧テーマに応じた施設紹介、エコツアー企画など、市内の環

境学習全般についてコンシェルジュにご相談ください！

TEL：093-663-6755

E-MAIL：docoeco@eco-museum.com

Facebook：https://www.facebook.com/docoeco

住所 北九州市八幡東区東田2-2-6

連絡先 093-663-6751

休館日 月曜日（祝日‧休日の場合は翌日）、年末年始

開館 展示部分／エコハウス‧9：00～17：00（入館は16：30まで）

情報ライブラリ／リユースコーナー‧9：00～19：00（土日祝日は17：00まで）

入館料 無料

HP http://eco-museum.com/

※プログラム実施は予約が必要です。人数に制限があるため、くわしくはお電話にてお問い合わせください。



リサイクル工場を見

学しよう

リサイクル工場では私

たちが出したごみがリ

サイクルされる現場を

見学できます。

リサイクル原料や製

品を触って学ぼう

エコタウンセンターの

展示ホールではリサイ

クル原料や製品が展示

されており、見て触って

リサイクルを身近に感

じることができます。

自動車リサイクル事

業

ペットボトルリサイ

クル事業

北九州エコタウン
日本最大級のリサイクル団地

SDGs学習プログラム 若松エリア

北九州市は長年にわたる「ものづくりのまち」としての産業基盤や技術力、公害克服の過程で培われた人材‧技術等を活かし、

資源循環型社会の実現を目指しています。北九州エコタウンには、リサイクル工場がたくさん集まっており、わたしたちがごみと

して出したものがエコタウンで資源に生まれ変わる過程を学ぶことができます。

なぜリサイクルが必要かを学ぼう

セミナールームで私たちが毎日出すごみのゆくえや、なぜリサイクルが必要かを、説明員と一緒に考

えます。

体験学習プログラム 105分滞在の場合

エコタウン事業を環境学習の生きた教材として活用する拠点が北九州市エコタウンセンター。 まずエコタウンセンターで

ごみ問題やリサイクルに関する基本的なレクチャーを受けた後、実際にリサイ クル工場の現場を見学します。

概要説明 工場見学

写真は自動車リサイクル工場

工場見学

写真は家電リサイクル工場

「見学できるリサイクル工場」ペットボトル‧OA機器‧自動車‧家電‧蛍光管‧食用油‧廃木材‧廃プラスチック‧etc.（見学日

の2週間前までに要予約。曜日‧時間等に制約あり。詳細は要問合せ）



リサイクル工場見学 太陽光発電見学 風力発電見学

エコ関連施設が集まるエコタウンで資源循環、 
地球温暖化防止を学ぼう！

※その他、ご希望があれば時間の短縮、及びコース変更も可能。 

※バスが複数台の場合は、入れ替えプランで対応可能。

住所 北九州市若松区向洋町10-20

連絡先 093-752-2881

休館日 日祝日、年末年始

開館 ９：00～17：00

定員 200名（100名を超える場合はご相談ください。）

入場料 無料（工場見学の場合、市外の方は資料代として子供50円、高校生以上100円要）

HP http://www.kitaq-ecotown.com/



リサイクル工場見学 太陽光発電見学 風力発電見学

次世代エネルギーパーク

SDGs学習プログラム 若松エリア

北九州市若松区響灘エリアに立地しているエネルギー関連施設（太陽光発電、風力発電、暮らしを支えるエネルギー供給施設）

などの見学ができます。環境未来都市北九州市でエネルギー技術と私たちが目指す低炭素社会を楽しく学ぶことができます。

未来のエネルギーを学ぼう！

様々なエネルギーの特徴のほか、私たちが抱えているエネルギーの問題や解決への

取組みについて学べます。

体験学習プログラム 105分滞在の場合

概要説明

※曜日によって、見学施設が異なります。

施設見学

石炭‧太陽光‧風力‧石油‧天然ガス‧バイオマス

エコ関連施設が集まるエコタウンで資源循環、 
地球温暖化防止を学ぼう！



※その他、ご希望があれば時間の短縮、及びコース変更も可能。 

※バスが複数台の場合は、入れ替えプランで対応可能。

住所 北九州市若松区向洋町10-20

連絡先 093-752-2881

休館日 日祝日、年末年始

開館 ９：00～17：00

定員 200名（100名を超える場合はご相談ください。）

入館料 無料（工場見学の場合、市外の方は資料代として子供50円、高校生以上100円要）

HP https://www.kitaq-ecotown.com/enepa/

※見学希望日２週間前までに要予約。１名からＯＫ。無料。



チュウヒ

（国）絶滅危惧ⅠＢ類

（県）絶滅危惧ⅠＡ類

国内希少野生動植物種

ベッコウトンボ

（国）絶滅危惧ⅠＡ類

（県）絶滅危惧ⅠＡ類

国内希少野生動植物種

カヤネズミ

（県）絶滅危惧Ⅱ類

ミサゴ

（国）準絶滅危惧

響灘ビオトープ
時といのちが創った日本最大級のビオトープを体感しよう！

SDGs学習プログラム 若松エリア

若松区響灘地区の廃棄物処分場跡地に位置する日本最大級の広さ41haのビオトープです。

園内では絶滅危惧種を含めた様々な動植物が確認されており、自然とふれあいながら生物多様性の重要性や生態系の仕組み

を学べる場所です。

写真提供：岩本 光徳



体験学習プログラム

ネイチャーセンターでの概要説明

響灘ビオトープに生息する生き物や、ビオトープができるまでな

どをパネルなどでわかりやすく展示しています。見どころの最新情

報もお知らせしています。また、カヤネズミ等の飼育もしていま

す。

ビオトープの見学

台地（草原）‧湿地‧砂礫地にわかれた約41ヘクタールのビオトー

プをガイドの説明を聞きながら見学します。運がよければチュウ

ヒやミサゴなど珍しい鳥を見ることができます。

住所 北九州市若松区響町一丁目126-1

連絡先 093-751-2023

休園日 毎週火曜日（ただし、火曜日が祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3）

開館 9～17時（入園は16：30まで）

入園料 ネイチャーセンター入館無料、ビオトープ園有料

※ビオトープ園　小‧中学生無料、一般100円

一般団体料金（30人以上）70円、年間定期券400円

駐車場 無料（普通車65台、大型バス12台）

HP http://www.hibikinadabiotope.com



生ごみコンポストづくり体験

SDGs学習プログラム 若松エリア

生ごみコンポストづくり体験

生ごみが数日で分解し堆肥に生まれ変わる�魔法のカゴ�をつくります

北九州市は、ごみ問題で悩んでいる東南アジアの国々において、生ごみを数日で堆肥に変える「魔法のカゴ‧生ごみコンポ

スト」づくりを通して、環境国際協力を行っています。我が国においても、ごみ問題は深刻な課題です。毎日出てくる生ごみ

を、堆肥にかえる「コンポストづくり」を体験し、資源循環やごみ問題について学びます。家庭や学校においてSDGs（持続可

能な開発目標）に貢献する取り組みになります。

体験：学校や家庭で簡単にできる 環境への貢献 さぁ！ はじめよう！

生ごみがなくなっているのを体感できる、感動間違いなしの体験！

北九州発の生ごみコンポスト化技術により、東南アジア各地の多くの人に喜ばれているタカクラ式コンポストについて説

明を聞き、実際にコンポスト作りを体験します。このコンポスト化は学校や家庭から出るごみを減らすだけでなく、花や野

菜を元気に育て、また地球環境にも貢献できる素晴らしい活動です。

※生ごみの変化の状態は、季節や気温により変わります。

申込 北九州市観光課

連絡先 093-551-8150

料金 材料費：コンポスト機材（実費）

(2022年現在　１個　約2,000円)

講師料：5千円/日　プラス　かごの個数×2000円/日

［変化が目で見える2日コース］

［ダイジェスト1日コース］

人数 80名まで（コンポスト１個につき５～８名）

（それ以上の場合も応相談）

場所

（講座会場）

ご相談に応じます。（但し、市内に限る）

所要時間 ［変化が目で見える2日コース］ 1.5時間×2日

［ダイジェスト1日コース］ 2～3時間×1日　←おすすめ

講師 北九州市コンポストアドバイザーの会



広々とした図書室 展示は四半期ごとに変更しています 民族衣装を着たスタッフ 海外からの研修員受入も行っていま

す

JICAFe 今日は何を食べますか？ タンドリーチキン（インド） ナシゴレン（インドネシア）

JICA九州
（独立行政法人国際協力機構九州センター）
北九州市で国際協力を学ぼう！

SDGs学習プログラム その他のエリア

九州唯一のJICA（国際協力機構）で国際感覚を身に付ける！

JICA 九州では、地域の自治体や大学、NGO、民間企業などと連携し、世界各国から研修員を受け入れる事業や途上国へ技術支

援を行う活動など、SDGs に関連する幅広い取り組みを行っています。また市民のみなさんに国際協力、国際理解を深めるため

のプログラムも提供しています。

海外の知られざる情報を学ぼう！

開発途上国や国際協力をテーマにした展示を、国際協力の経験があるスタッフが分かりやすく説明します。

また、図書室では国際協力や海外に関する書籍、資料、教材が充実しています。

JICAFe(ジャイカフェ)で世界の食文化を知ろう
緑が見えるオープンテラス「ジャイカフェ」では、アジア‧アフリカなど月替わりで世界の料理を食べることができます。また

「TABLE FOR TWO」対象メニューをご購入いただくと、1食につき、20円（開発途上国の給食1食分）が、同プログラムに寄

付されます。食事を通して世界のことを考えましょう。



体験学習プログラム  120分滞在の場合（例）

※学習目的‧人数‧滞在可能時間に合わせ、全て「オーダーメイド」でプログラムを構成できます。

※新型コロナウイルスの流行状況に応じて対応人数の上限を設けさせていただくことがあります。

国際協力について知ろう（30分）

国際協力や政府開発援助（ODA）につ

いて動画などで紹介。

SDGsやJICA協力隊のことを知

ろう（60分）

SDGsについて考えるためのワークシ

ョップや開発途上国で活躍したJICA

協力隊経験者による途上国の文化や

活動を紹介。

世界の抱える課題を知ることだけで

なく、将来のことを考えるキャリア教

育の機会にも活用いただけます。

館内案内（30分）

様々なテーマで途上国の現状や課題

を知ることができる館内展示、国際協

力に関する書籍が見つかる図書室な

どを見学。

私たちがお待ちしています！

お気軽にご相談ください！

JICA九州（独立行政法人国際協力機構九州センター）

住所 北九州市八幡東区平野2-2-1

TEL 093-671-6311

開館時間 9：30〜17：45

（図書室:火～金曜日は12:00～20：00、土‧日曜日は10:00～18:00）

休館日 土日祝日、年末年始

体験学習料金 なし

バス駐車場 大型バス1台

駐車料金 無料

定員 10〜40名（人数については、ご相談ください。）

HP https://www.jica.go.jp/kyushu/index.html



事前説明 トレッキング風景

平尾台
豊かな自然を通じて自然と人との共生を学ぼう！

SDGs学習プログラム 小倉エリア

新型コロナウイルス拡大防止のために、プログラムの休止や館内への入場制限を行っています。

福岡県北東部に位置する平尾台は、九州髄一のカルスト台地として、北九州国定公園‧国の天然記念物に指定 されています。白

く丸みを帯びた石灰岩が草原で遊ぶ羊の群れのように見える「羊群原」や、地下に形成された 鍾乳洞など、自然が創り出した絶

景が広がっています。一方では、日本屈指の石灰石鉱山の側面を併せ持ち、 「自然保護エリア」「産業エリア」、その間に位置する

「バッファゾーン」に区分され共生する形をとっています。 ケイビング体験やトレッキングを通じて、自然を満喫しながら�自然と人

との共生�について学ぶことができます。

平尾台ケイビング体験（洞窟探検）

日本有数のカルスト台地‧平尾台で、神秘的な地底‧台地を探検しよう！

※ケイビング体験は当面の間、休止しています。

平尾台を形づくる石灰岩は、約三億五千万年前に赤道付近にあったサンゴ礁が、海洋プレートの運動で はるばる旅をしてきたと考えられています。鍾乳洞では、石灰岩が

雨水などで溶食されてできた多様な 鍾乳石や洞窟にすむ生き物を観察することができます。

平尾台には歩きやすいように整備された観光鍾乳洞もありますが、今回紹介しているケイビングは、一般には公開されていない自然のままの真っ暗な洞窟に入るエキサ

イティングなプログラム。人数（～20名）によっては時間やルートの調整可能。洞窟内の気温は年間をとおして約15度。夏は涼しく、冬は暖かく感じます。

15名以上　4,000円

15名未満　5,000円

※120分　保険料‧入洞料込

カルスト台地トレッキング

雄大な平尾台のカルスト地形をめぐりながら生命や地球の誕生、自然の偉大さを考えることができます。

四季折々の野草や野鳥との偶然の出会いも楽しみの一つです。

※トレッキングコース内容‧時間‧人数についてはご相談ください。



毎年２月頃

平尾台に春を呼ぶ野焼きが官民一体と

なって行われます。

春

植物がいっせいに芽吹き、ヒバリやウグ

イスのさえずりが聞こえてきます。

夏

草原の緑と、白い石灰岩のコントラスト

が美しい季節です。

秋

一面のススキが陽の光を受けて黄金色

に輝きます。

タカサゴソウ（春）

環境省絶滅危惧Ⅱ類

福岡県絶滅危惧Ⅱ類

北九州国定公園指定植物

ノヒメユリ（夏）

環境省絶滅危惧ＩＢ類

福岡県絶滅危惧ＩＢ類

北九州国定公園指定植物

ムラサキセンブリ（秋）

環境省絶滅危惧Ⅱ類

福岡県絶滅危惧Ⅱ類

北九州国定公園指定植物

キクガシラコウモリキジ キジ カルスト地形（ドリーネ）

平尾台では、毎年２月頃に野焼きが行われます。野焼きにより森林に遷移することを抑制することで、今は希少 となってしまった

里山環境が守られています。これにより、草原性の動植物のすみかとして、生物多様性において も重要な役割を担っています。自

然とのふれあいの中で、「手つかずの自然」とは異なる「手を加えることで維持し ている半自然」を体感することができます。

ソラランド平尾台（平尾台自然の郷）

北九州国定公園に指定されるエリアと石灰石鉱山に挟まれた、「自然と人との共生」を理念とする自然体験パーク。カルストガ

イドやケイビングなどの特徴的な自然体験プログラムを多数実施しています。

住所 北九州市小倉南区平尾台1-1-1

連絡先 093-452-2715

休園日 火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

開館 3~11月：9時～17時、12~2月：10時～16時

定員 体験プログラムにより異なる

入園料 無料（体験プログラムは有料）

HP https://cocokite-yokatta.jp/



平尾台自然観察センター

平尾台自然観察センターでは、平尾台の自然や歴史をはじめ、動植物の情報や散策コースなどを紹介しています。ハイビジョン

シアターでは、映像鑑賞もできます。(※R5年度 受入れ不可の時期があります。事前にお問い合わせ下さい。)

住所 北九州市小倉南区平尾台1-4-40

連絡先 093-453-3737

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始（12月29日～1月3日）

開館 9：00～17：00

定員 体験プログラムにより異なる

入館料 無料（体験プログラムは有料）

HP http://www.hiraodai.jp/hnoc/



シャボン玉石けん(株)
SDGs学習プログラム 若松エリア

良質な天然油脂を原料に、昔ながらの釜炊き製法で時間をかけながら、人と環境にやさしい無添加石けんを作り続ける、老舗

メーカー。熟練職人の手によって石けんが出来上がる工程を見学することができ、身近なものが環境に与える影響について、年

齢層に合わせて説明いたします。また、SDGsへの取り組みについても紹介いたします。

住所 北九州市若松区南二島2-23-1

TEL 093-588-5489（工場見学専用電話）

見学可能日時 月～金 ※土曜日は要相談

10：00〜11：30 または 13：30〜15：00

定員 最大 140名

※越える場合は要相談

HP https://www.shabon.com/factory/index.html

※工場見学の実施状況：ホームページにてご確認ください。



ＴＯＴＯのこころざし 洗浄水量の変遷 海外商品の展示 ものづくりの流れ

ＴＯＴＯミュージアム

SDGs学習プログラム 小倉エリア

ＴＯＴＯミュージアムは、2017年に創立100周年を迎えたＴＯＴＯの記念事業として、2015年８月に開設しました。 

ＴＯＴＯが受け継いできた創業の精神や、ものづくりの想いとともに日本の水まわり文化や商品の変遷を約1,000点の展示品で

紹介しています。 

見学用の冊子を使いながら、ガイドが館内を分かりやすくご案内いたしますので、社会科見学や環境修学旅行にもぜひご活用

下さい。

＜見学内容＞

（約70～80分）

①概要説明＋映像（約10～20分）

座学にてＴＯＴＯの会社紹介や、ＴＯＴＯグループのSDGs貢献への取り組みについて説明します。 

②館内案内（約50分）

見学用冊子を使って、各展示コーナーをガイドがご案内します。 

また、その際にＴＯＴＯグループのSDGs貢献への取り組みについても関連の展示箇所でご説明します。 

例：ＴＯＴＯのこころざしコーナー 

　(3.すべての人に健康と福祉を、6.安全なトイレと水を世界中に)  

　洗浄水量の変遷コーナー 

　（6.安全な水とトイレを世界中に、11.気候変動に具体的な対策を） 

③質疑応答＋記念写真（約10分）



住所 北九州市小倉北区中島2-1-1

連絡先 093-951-2534

FAX 093-951-2539

見学可能日時 火～金曜日（祝日‧夏期休暇‧年末年始を除く）10:00～16:00

所要時間 70～80分

定員 80名（２クラスまで）

駐車場 大型バス３台まで（構内専用駐車場あり）

入館料 無料

HP https://jp.toto.com/museum/



産業の現場を学ぼう

産業学習プログラム
I N D U S T R Y

世界遺産 官営八幡製鐵所関連施設

東田第一高炉史跡広場

安川電機みらい館

ゼンリンミュージアム

わかちく史料館(若築建設株式会社)

門司赤煉瓦プレイス

門司電気通信レトロ館（ＮＴＴ西日本）

白島国家石油備蓄基地　白島展示館

日本製鉄(株)九州製鉄所（八幡地区）

TOTO (株)小倉第一工場

TOTOサニテクノ (株)小倉工場

サンアクアTOTO(株)

(株)デンソー九州

日産自動車九州(株)

九州製紙(株)北九州工場

日本資源流通(株)

北九州市プラスチック資源化センター

北九州モノレール

九州旅客鉄道(株)小倉総合車両センター

太刀浦コンテナターミナル

工場夜景鑑賞

北九州マイスター

北九州技の達人



写真提供：日本製鉄（株）九州製鉄所

官営八幡製鐵所旧本事務所

官営八幡製鐵所の中枢を担う機関として明治32年（1899年）に完成。赤煉瓦構造の2

階建てで中央にドームを持つ左右対称の意匠が特徴。現在も稼働中の製鉄所敷地

内にあるため非公開ですが、眺望スペースから外観を見学することができます。

眺望スペース

旧本事務所の内部を紹介する貴重な映像や子どもたちに人気のゲーム「ていたんを

探せ」など、実際に自分で操作しながらコンテンツを視聴することができるデジタル

サイネージや、VRゴーグルを使った旧本事務所内部のバーチャルツアー体験などが

楽しめます。

世界遺産ビジターセンター（スペースLABO ANNEX内）

全国8県11市にまたがる明治日本の産業革命遺産の23の構成資産について、映像を

使って分かりやすく説明しています。

世界遺産 官営八幡製鐵所関連施設
世界遺産のある街�北九州市�で、日本の近代化の息吹を感じよう！

産業学習プログラム 東田エリア

1901年に操業を開始した官営八幡製鐵所は、日本の産業の近代化に貢献し、産業都市‧北九州市の発展の礎を築きました。そ

して今もなお創業期の建物が残されており、2015年7月、世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産　製鉄‧製鋼、

造船、石炭産業」の構成資産となっています。



旧本事務所眺望スペース

住所 北九州市八幡東区東田5丁目 旧スペースワールド団体バス駐車場横

開場時間 9：30～17：00（入場は16：30まで）

定休日 月曜日（祝日休日の場合はその翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）

入場料 無料

駐車場 あり（無料）

団体用バス専用駐車場あり（無料‧予約優先）

説明ガイド あり（ボランティアガイド‧無料）

※別途有料のガイドもあり（1000円‧要事前予約）

問い合わせ先 有料ガイド申込みについて

093-541-4189 （北九州市総合観光案内所）

駐車場予約について

電話 093-614-5070（（株）ニッサブ）

世界遺産ビジターセンター

住所 北九州市八幡東区東田2丁目2-11 スペースLABO ANNEX内

開場時間 9：00～17：00

定休日 月曜日（祝日休日の場合はその翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）

駐車場 あり（大型車 30分／250円、普通車 30分／100円）

問い合わせ先 093-663-0550（スペースLABO ANNEX）



東田第一高炉史跡広場
日本の産業発展を支えてきた、銑鋼一貫製鉄発祥の地。

産業学習プログラム 東田エリア

※現在、東田第一高炉は劣化個所の改修工事を実施しています。ご迷惑をおかけしますが、工事期間中は公園内の立ち入りは

できませんので、ご了承ください。オープンの目途が立ちましたら、改めてご案内いたします。

「東田第一高炉の歴史」明治34年（1901）の火入れ式から、働く人達の作業風景や八幡の移り変わりなどをパネル展示で紹介。

「鉄の広場」には、鉄に関する豆知識やクイズがいっぱい。近くには高炉で溶かした銑鉄を運ぶトーピードカー（貨車）や鋼鉄を

作る転炉等も展示。

住所 北九州市八幡東区東田2-3-12

連絡先 093-582-2391（ 北九州市市民文化スポーツ局文化企画課）

休館日 年末年始

開館 9：00～17：00

定員 特になし

入館料 無料



1F 安川電機の「今」を知る

先端技術と未来展望を語る安川

電機そのものを感じるラウンジ空

間

2F 安川電機のものづくり

の凄さを体感する

人とロボットの共存を考える参加

型のテーマ空間

安川電機みらい館

産業学習プログラム

世の中の機械を飛躍的に進化させてきた「安川電機」が100年かけてこだわり続けてきたものづくりの世界。ここでは、世界トッ

プクラスのサーボモータ‧インバータ‧産業用ロボットを用いた最先端技術がつくり出す、ものづくりの楽しさと凄さを体験するこ

とができます。お客様や学校‧研究機関、地域の方々に、ものづくりの魅力、そしてロボットの最新技術などを発信する展示‧体

感‧学習施設として、ご利用ください。

住所 北九州市八幡西区黒崎城石2-1

連絡先 093-645-7705

FAX 093-645-7718

見学可能日時 月曜日～金曜日 ※要予約（土日祝日‧会社休日‧会社都合による見学休止日を除く）

HP http://www.yaskawa.co.jp/company/tour

※受付要領は、ホームページをご覧ください。 

※安川電機みらい館見学と工場見学がセットになっています。詳しくはホームページをご覧ください。



ゼンリンミュージアム

産業学習プログラム 小倉エリア

歴史を映し出す地図の博物館として、2020年6月にオープンしました。16～20世紀にかけて西洋や日本で作られた日本地図な

ど約120点を展示しています。館内には地図の楽しみ方を紹介するZキュレーターが常駐しており、館内をご案内することも可能

です。ゼンリンミュージアムで地図が紡ぐ歴史の物語をお楽しみください。

住所 北九州市小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州14F

TEL 093-592-9082

FAX 093-592-9073

入館料 1,000円(800円) 

※入館料には、パンフレット及びチケットホルダーの代金を含みます。 

※かっこ内は8名以上の団体料金(要事前予約)。学校の団体利用は入館料を減免します。

見学可能日時 火～日(休館日、年末年始を除く)／10:00～17:00(入館16:30まで) 

※現在、土日祝日の団体見学はご予約を受け付けておりません。

所要時間 30～90分

定員 要相談

HP https://www.zenrin.co.jp/museum/



わかちく史料館(若築建設株式会社)
産業学習プログラム 若松エリア

わかちく史料館では、若松と共に歩んできた企業の軌跡をたどりながら、洞海湾の開発事業を中心とした若松の歴史や石炭の

集散に携わった人々の暮らしに触れることができます。往時を伝える貴重な資料が多数展示され、写真、映像、模型をはじめと

した豊富なコンテンツで大人から子供まで楽しく学べるようになっています。展示物一つ一つが物語る「声」に耳を傾けてみては

いかがでしょうか？

住所 北九州市若松区浜町1-4-7

TEL 093-752-1707

見学可能日時 火〜日（祝‧祭日を除く）／10：00〜16：00

所要時間 30〜60分

定員 〜50名

HP https://www.wakachiku.co.jp/shiryo/



門司赤煉瓦プレイス

産業学習プログラム 関門エリア

サッポロビールから引き継いだ歴史的価値のある煉瓦建物を保存活用。旧サッポロビール醸造棟や門司麦酒煉瓦館のほか、レ

ストランや交流館があります。又、長崎街道の起着点（大里宿）で散策も可能。

住所 北九州市門司区大里本町3-11-1

TEL 093-372-0962

見学可能日時 随時受付／9：00〜17：00（入館16：30まで） 

休：12/29〜1/3

所要時間 30〜60分

定員 制限なし

見学受付 予約要‧入場料要

駐車場 有り‧大型バス可

HP 「門司赤煉瓦プレイス」で検索



電話機の歴史
グラハム‧ベル電話機（復元）を始めとし、国産第１号電話機な

ど、明治から現代に至るまでに活躍した電信‧電話機等を展示

しています。

公衆電話の移り変わり
カラフルな公衆電話機から、時代の移り変わりや機能の進化

の過程を知ることができます。

磁石式手動交換機の体験
電話機のハンドルを回して電気を起こし、交換手や通話相手と

の会話を楽しむことができます。

公衆電話の体験
災害時や緊急時にも役立つ公衆電話のほか、「災害用伝言ダ

イヤル（171）」の使い方を学んでおきましょう。

電話の通り道（通信線路設備）
電話をつなぎ、映像やデータなどを送るため、通信ケーブルが

空中や地下に張り巡らされている様子をご覧ください。

門司電気通信レトロ館 外観
門司で最初の鉄筋コンクリート造りで、火災から守るための

「流水防火装置」が備えられていました。

門司電気通信レトロ館（ＮＴＴ西日本）

産業学習プログラム 関門エリア

1924（大正13）年に「逓信省門司郵便局電話課庁舎」として建てられました。館内には、電信‧電話の発展の中で活躍してきた古

い設備や過去を語る貴重な史料などを展示しています。交換手がつないでいた「磁石式手動交換機」や、ダイヤルの動きに合わ

せて接続される「自動交換機」等の体験コーナーもあります。日常身近な「通信」をテーマに歴史的‧技術的な観点から、楽しみ

ながら学んでいただくことが出来る史料館です。

住所 北九州市門司区浜町4-1

TEL 093-321-1199

見学可能日時 火〜日（ただし月曜日が祝日の場合は翌平日休館、年末年始を除く）

9：00〜17：00（入館は16：30まで）

所要時間 ‧自由見学の場合、所要時間は約20分、体験コーナーを含めると約30分です。

‧ツアー形式での見学の場合、「ダイヤル式電話機のかけ方」「公衆電話機の使い方」「災害用伝言ダイヤル（171）」　の体験などを盛り込み

学んでいただくことも可能です。（約30～45分）

‧非公開エリア「電気通信技術の革新を知る保存品見学ツアー」は技術系の学校向きです。（約20分）

定員 〜100名

人数規模‧見学時間等により、受入れ内容について事前のご相談や下見も承っております。

見学受付 ご予約をお願いします。

駐車場 乗用車4台、大型バス2台（駐輪スペース10台程度）

HP https://www.ntt-west.co.jp/kyushu/moji/



白島国家石油備蓄基地　白島展示館

産業学習プログラム 若松エリア

石油と石油備蓄の役割や重要性について理解を深められる施設です。館内では映像やマルチメディアなどで学べるほか、３６０

度のパノラマが広がる展望室もあり、屋外には実物大の消波ブロックや貯蔵船のカットモデルもあります。

また展示館２階には、６４名の方が利用できる「休憩‧食事用スペース（テーブル等）」を設置していますが、新型感染症対策のた

め、飲食は禁止しています。

住所 北九州市若松区響町1-108

TEL 093-752-1460

見学可能日時 火〜日（第4火曜を除く）／10：00〜16：00　月曜日の祝‧祭日は見学可能

所要時間 30〜120分

定員 〜120名（小4以上）

（団体受入は、新型感染症対策により変更等あり）

見学受付 〜1日前

HP https://museum.shirashima.jp/

新型感染症対策として、２Ｆの喫食スペースは飲食禁止としています。

また新型感染症対策により、急遽閉館となることもありますので最新の見学情報はお問い合わせください。



日本製鉄(株)九州製鉄所（八幡地区）
産業学習プログラム

当面の間、工場見学の受付を中止しています。

1901年に官営製鐵所として操業開始以来、一貫して日本鉄鋼業界のリーダーとしての役割を果たしてきた製鉄所です。鉄鉱石

を溶かして鉄を造る高炉工場と真っ赤な鋼を薄く延ばして製品を造る熱延工場の2工場を見学して、敷地や設備のスケールの

大きさ、製造工程で生じる熱‧音‧光を体感できます。

住所 北九州市戸畑区飛幡町1-1

見学可能日時 月〜金（要問合せ）／9：30〜11：30‧13：00〜15：00‧15：00〜16：30

所要時間 90〜120分

定員 5〜150名（小学校5年生以上75歳まで）

見学受付 〜1ヶ月前

HP https://www.nipponsteel.com/works/kyushu/yawata/about/visit.html

※見学のお申し込みの詳細はホームページをご覧下さい。



TOTO (株)小倉第一工場 
TOTOサニテクノ (株)小倉工場
産業学習プログラム 小倉エリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

TOTOの創立は大正6年。まだ日本では下水道が整備されていなかった時代に「健康で文化的な生活を提供したい」という思い

を抱き、衛生陶器の開発製造に取組み始めました。 

小倉第一工場では、生活に身近な衛生陶器を製造しており、工場見学では、成形工程や約24時間かけて焼き上げるトンネル窯

などを見学できます。

住所 北九州市小倉北区中島2-1-1

TEL 093-951-2053

見学可能日時 月〜木／9：00〜12：00‧13：00〜16：00（祝祭日を除く）

所要時間 60分または90分コース

定員 5〜30名（中1以上）

見学受付 希望日3ヶ月〜14日前迄にお電話にて事前予約要。

HP http://www.toto.co.jp/



サンアクアTOTO(株)
産業学習プログラム 小倉エリア

重度障がい者雇用の場の確保を目的とし、福岡県、北九州市、TOTO三者共同出資の第三セクター方式による重度障がい者雇

用企業です。工場では障がいをカバーした様々な改善事例や安心‧安全な職場環境の見学ができます。

住所 北九州市小倉南区舞ヶ丘1-2-1

TEL 093-964-0141

見学可能日時 月‧水‧木‧金

①9：20〜10：30②10：00〜11：10③13：30〜14：40④15：20〜16：30

所要時間 70分コース

定員 40名まで（小学校5年生以上）

見学受付 〜1ヶ月前（要予約）

HP https://sat.jp.toto.com/



(株)デンソー九州
産業学習プログラム その他のエリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

自動車メーカー各社のカーエアコンやラジエータ、ディーゼル専用コモンレールシステム部品などを生産している自動車部品

メーカーです。車内の空間を快適にするエアコンシステムや、窒素酸化物（NOx)の発生を抑制する環境に優しいディーゼル専用

燃料噴射装置の超精密部品の製造ラインなどを見学できます。

住所 北九州市八幡西区本城5-4-1

TEL 093-693-1111

見学可能日時 火‧木／10：00〜‧13：30〜

所要時間 90分

定員 10〜60名（小学校5年生以上の児童、生徒、学生）

見学受付 3ヶ月前〜1ヶ月前

HP https://www.denso-kyushu.co.jp/



1975年に九州初の自動車工場として稼働を開始しました。

ミニバンのセレナ、SUVのエクストレイル、海外向けは、ローグ、ローグスポーツの4

車種を製造しており、日産国内の生産工場の中では、全体の半数以上を生産してい

る最大の拠点地です。工場見学で車ができるまでの様子が見学できます。

日産自動車九州(株)
産業学習プログラム その他のエリア

新型コロナウィルス感染症拡大の状況により予定を変更する場合があります。

最新の見学情報はホームページをご覧ください。

住所 福岡県京都郡苅田町新浜町1-3

TEL 093-435-1137

開館 ゲストホール　平日9：00〜17：00

工場見学

申込方法

ホームページよりご確認ください。

HP https://www.nissankyushu.co.jp/

詳しくはお問い合わせください。



九州製紙(株)北九州工場
産業学習プログラム その他のエリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

西日本地域で発生する様々な古紙を再生利用し、高品質のトイレットペーパーを生産する工場です。古紙の再生利用を通じ、森

林資源の保護、ゴミの減量、紙焼却処分により発生する二酸化炭素の抑制などを行い、地球環境‧地域環境の保全に大きく貢献

しています。

見学受付：北九州市観光課

TEL 093-551-8150

九州製紙(株)北九州工場

住所 北九州市八幡東区前田洞岡2-1

TEL 093-663-7771

見学可能日時 応相談

所要時間 60〜90分

定員 40名（小学校5年生以上）

駐車可能台数 バス2〜3台

見学受付 2ヶ月前〜1ヶ月前まで

HP http://www.kyushu-seishi.co.jp/

※日本製鉄（株）九州製鉄所（八幡地区）構内に立地



日本資源流通(株) 
北九州市プラスチック資源化センター

産業学習プログラム 小倉エリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

市民より排出されたプラスチック製容器包装の選別‧圧縮‧梱包作業を行っています。選別ラインではリサイクル出来ないものを

人の手で取り除いています。工場では搬入から選別、梱包までの一連の流れを見学することが出来ます。また、分別方法の説明

やアドバイスも行っております。

住所 北九州市小倉北区西港町86-13

TEL 093-591-5346

見学可能日時 月‧火‧木‧金(祝日は除く) 

10：00〜16：00

所要時間 60分

定員 1〜45名（小学校低学年以上）

見学受付 予約要

HP http://www.j-shigen.com/

※併設する古紙リサイクル工場も見学可能です。（TEL：093-591-1070）



北九州モノレール

産業学習プログラム 小倉エリア

昭和60年に誕生した国内最初の都市モノレールです。乗車時に駅務機器の説明、改札機通過体験などができます。また、15名以

上の団体に限り、普段は入ることのできない車両整備工場内の見学、説明等（火〜金　10：00〜16：00）も行っています。

乗車受付 北九州市小倉北区魚町2丁目（平和通駅：駅長室）　TEL：093-511-5411

北九州市小倉南区企救丘2丁目（営業課）　TEL：093-961-0103

団体取扱 学生団体　25名以上（幼稚園保育園は15名以上）で運賃2割引

一般団体　25名以上で運賃1割引

乗車申込、

工場見学

事前予約が必要です。

2ヶ月〜2週間前まで（※工場見学は1ヶ月前、改札機通過体験は1週間前まで）

HP https://www.kitakyushu-monorail.co.jp/



九州旅客鉄道(株)小倉総合車両センター
産業学習プログラム 小倉エリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

1891年に門司まで開通した九州鉄道の車両整備工場として創立され、100年以上の歴史を持つ工場です。鉄道車両の検査‧修

繕及び改造や技術開発を行っており、「ななつ星in九州」「特急ゆふいんの森号」、「特急ソニック号」など九州内で走っている車

両やＤ＆Ｓ列車を一手に担っています。

住所 北九州市小倉北区金田3丁目1-1

TEL 093-561-0125

見学可能日時 月〜金（工場非稼働日を除く）

開始時間（相談可）10：00〜11：00‧14：00〜15：30

所要時間 約60分〜80分

定員 4〜20名まで（小学校高学年以上）

見学受付 前々月末までに電話にて仮受付後、申込書確認にて申込み完了

※見学は研修団体のみ



太刀浦コンテナターミナル

産業学習プログラム 関門エリア

当面の間、見学の受入を休止しています。

北九州港‧門司に西日本初の公共コンテナターミナルがオープンして約40年。西日本の国際物流の一躍を担ってきた「太刀浦コ

ンテナターミナル」にて国際物流基地の生の現場をご紹介します。見学を通じ、日本の貿易を支える港の仕事への理解‧関心を

高めて頂きます。

住所 北九州市門司区太刀浦海岸19

見学可能日時 月曜〜金曜日‧10：00〜16：00要予約

定員 10名〜50名

※見学希望者は、北九州市港湾空港局クルーズ‧交流課までお問合せください。

※申込書を下記URLに掲載しています。

TEL 093-321-5939

HP http://www.kitaqport.or.jp/jap/umibe/inspection/index.html

※現在、ヤード内見学は実施していません。



工場夜景鑑賞
バスや船からダイナミックな工場夜景を体感できます！

産業学習プログラム その他のエリア

関門海峡から洞海湾に続く海岸線には、多くの工場が立ち並び、夕暮れとともにきらびやかな光を放ちます。また、北九州市に

は「若戸大橋」、「皿倉山」、「門司港レトロ展望室」等、８つの日本夜景遺産があり、２０２２年には「日本新三大夜景」に全国１位

で認定されました。

北九州ならではの「夜の楽しみ方」です！

工場夜景クルーズ　〜洞海湾‧関門海峡〜

船をチャーターして、工場群の夜景を海上から観賞することもできます。



関門クルーズ

洞海湾〜関門海峡まで運航可能です。

料金 67,500円（基本コース1時間以内）

※31名以上は1名増すごとに2,250円UP

定員数 120名（船内の正座席83＋補助席10）

船の特色 2階デッキ（90名分）‧トイレの設備‧冷暖房あり‧DVD付きテレビ

実施時間 17：00発〜21：30頃着まで

発着場所 門司港

※小倉港発着も対応可能（料金は要問合せ）

申込先 関門汽船株式会社

住所 北九州市門司区西海岸1丁目4-1

TEL 093-331-0222

ご要望に応じて夜景ナビゲーターがご案内します。

魅力ある北九州市の工場夜景を皆さまに楽しく、

分かりやすくご案内させていただきます！！

料金：1人1回3,000円



北九州マイスター北九州マイスター
脈々と受け継がれていく次代に伝えたい「技能偉産」がある。

産業学習プログラム その他のエリア

北九州市でものづくりの心を学ぼう

北九州マイスターとは‧‧‧

「ものづくりの街‧北九州市」において、工業系や製造業などの分野で国内トップレベルの卓越した技能を持ち地域産業の

振興に貢献した人材を、北九州市が認定‧表彰する精度で、現在までに60名が認定されています。

ものづくりにかけた先人から、脈々と続く職人たちの遺伝子を受け継いだ北九州マイスター。

職人が、何に気付き、いかに行動し、いかに自己実現に至ったかなど、「ものづくりの厳しさ‧楽しさ‧喜び‧苦労」など、職人

たちが自らの生きざまを熱く語ります。

ココが見どころ

北九州市には、製鉄、衛生陶器、ロボットなど、ものづくりの企業がたくさんあります。

産業の現場で「ものづくり」を支えてきた北九州マイスターから、普段聞くことのできないものづくり談を聞いて、日本のも

のづくりの心を学びましょう！

北九州マイスターにはさまざまな技能をもった人がいます

高炉製鉄、溶接、機械加工、ワイヤーロープ加工、半導体製造装置組立、金型仕上げ、機械補修、マシニング加工、熱間圧

延、電気めっき、金型組立、金型メンテ、煉瓦の手加工、衛星陶器施釉、非破壊検査、連続鋳造など

談話

市内のものづくりの工場見学と合わせると、さらに学習が深まります。

●仕事のやりがい‧面白さ‧素晴らしさ‧喜び‧難しさ‧大変さ‧苦労話

●夢をもつことの大切さ

●何のため、誰のために仕事をするの　…など

北九州マイスターの方々が、ご自分の経験に基づきお話しします。



半導体製造装置組立、金型仕上げ

村上英俊マイスター

半導体製品の組立などの超精密な調整技術を有し、昭和４８年に機械組立の部で

全国大会優勝、国際大会で３位に入賞した実績を持つ。現在は市内の若手社員を

対象とした技術講習 会の講師として活躍中。

電子機器組立（はんだ付け）

中井　ミヤ子マイスター

プリント基板の組立技能で特に重要な「手はんだ付け」の熟練技能者。はんだ付け

の作業や教育、社内認定の各基準を策定し、社内認定制度を確立。社内の人材育

成にとどまらず、小学校等への技能伝承活動にも積極的に取り組んでいる。

北九州マイスターのご紹介北九州マイスター

料金 講師料（1人‧時間12,000円）＋別途場所代‧機材代等

問合先 北九州市産業経済局雇用政策課

TEL 093-582-2419

※具体的な内容については、事前にご相談ください。



北九州技の達人
磨き抜かれた職人の技を学び、将来の「自分」を考える！

産業学習プログラム その他のエリア

北九州市では、長年にわたり技能の研鑽、後進の指導育成に努め、卓越した技能で市民生活の向上に貢献している技能者を

「北九州 技の達人」として認定し、その優れた技能を「まちの宝」として次世代に継承する活動をしています。様々なジャンルにお

ける「職の達人」が、仕事の楽しさ‧厳しさ‧やりがいなどを、実演や講話を通じて伝承します。

料金 講師料（1人‧1時間‧6,900円）＋別途場所代、機材代等

問合先 北九州市産業経済局雇用政策課

TEL 093-582-2419

※具体的な内容については、事前にご相談ください。

北九州技の達人

理容師‧調理師‧印章彫刻師‧コーヒー焙煎職‧木製建具製造工‧ピアノ調律師‧フラワーデザイナー‧和服仕立職‧表具師

など84名



北九州市で自然史‧歴史を学ぼう

自然史‧歴史‧文化学習プログラム
H I S T O R Y

スペースＬＡＢＯ（新科学館）

KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY

いのちのたび博物館

日本遺産 関門“ノスタルジック”海峡

門司港レトロ地区

北九州市漫画ミュージアム

小倉城下町散策

北九州市観光案内ボランティア



スペースＬＡＢＯ（北九州市科学館）
2022年春オープン!

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 東田エリア

1955(昭和30)年、日本初の子どものための科学館として開設された旧八幡市立児童科学 館を前身とする児童文化科学館が、

令和4年春、東田地区のスペースワールド跡地に移転し、リ ニューアルオープンしました。 ドーム径30m、250名収容の国内最大

級のプラネタリウムや、大型竜巻発生装置をはじめ、 不思議な科学現象を体験‧体感しながら学べる展示、様々なデジタルコン

テンツ等により、来館者の誰もが楽しく科学を学べます。

国内最大級の最新鋭プラネタリウム

本物を追求した究極の星空と高精細なデジタル映像が融合した世界最高峰のハイブリッドプラネタリウム。飛行機のファーストクラス並みの座席間隔、国内初のランウェ

イなど。



大型竜巻発生装置と藤田哲也博士

高さ約 10mの国内最大の竜巻発生装置や、北九州市出身で気象学の世界的権威

であり「Mr.ト ルネード」と呼ばれた藤田哲也博士の顕彰コーナー。

宇宙にまつわる貴重な実物資料

スペースワールドから引き継いだ本物の月の石やアポロ司令船などの国内有数の

貴重な実物資料を、宇宙空間を演出したラウンジに展示。

体験‧体感から科学的な思考を学べる展示構成

不思議な科学現象を体験、体感し、その原理の探究へと導く展示構成。VR‧AR等の

デジタ ル映像技術も活用。

住所 北九州市八幡東区東田4-1-1

連絡先 093-671-4566

休館日 12月29日～1月3日

開館時間 10時～18時（入館は17：30まで）

※夜間投映日あり

入館料 団体料金（30人以上）

（常設展）中学‧高校生240円、小学生160円

（プラネタリウム）中学‧高校生240円、小学生160円

HP https://www.kitakyushuspacelabo.jp/

※ネットでの事前予約が必要



施設紹介動画



北九州から世界へ。

こどもたちの未来に寄与する英語体験。

日本にいながら海外の雰囲気の中で英語を体験し、 学ぶことができる西日本

初の施設。

いつもの学校や教室から抜け出し、非日常的な空間の 中で英語だけの世界に

浸り、学ぶことができます。

トライ＆エラーを繰り返す事でチャレンジ精神を持ち、 新たな学習意欲に繋げ

る環境を提供します。

５つのアトラクション

そこは海外、こだわりのある世界観

シチュエーション別、ミッションを英語で遂行

KITAKYUSHU GLOBAL GATEWAY
2022年春オープン!　西日本初！英語で学ぶ体験型英語学習施設

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 東田エリア

そこは、英語だけの世界。

みんなと一緒に冒険しながら英語が分かる、伝わるたのしさを！

チームメートと一緒に英語の世界を巡るプログラム。

ミッションカードを使って多様な場面に挑戦。



住所 北九州市八幡東区東田4丁目1-1 THE OUTLETS KITAKYUSHU 内

連絡先 093-883-7168

定員 約200名　※人数を超える場合要相談

利用時間 平日　【１部】9:30～12:00、【２部】13:00～15:30、【３部】16:00～17:30

利用料 【１部‧２部】北九州市内4000円(税込）　北九州市外4400円（税込）　【３部】1650円(税込)

HP https://www.kitakyushu-global-gateway.com/

※2022年6月時点。詳細はHPでご確認ください。

施設紹介動画



大迫力の恐竜たち

アースモール
100mに及ぶ「進化の大通り」には、時間軸に沿って大小多彩

な恐竜たちが大集合。大人気のティラノサウルスや世界最大級

の恐竜‧翼竜の骨格標本は必見です。

恐竜が吠える！動く！

エンバイラマ館
約１億3000万年前、白亜紀の北九州地域を360度のジオラマ

で再現しています。恐竜たちのリアルな動きや鳴き声の中、タイ

ムトリップ！

たくさんの生物を展示

生命の多様性館
地球上に生息する様々な種類の生物を間近でじっくりと観察

することができます。

昔の人の生活を実感！

探究館
市内で発掘した弥生時代の竪穴住居などを再現しています。

当時の人々の暮らしを実感することができます。

ぽけっとミュージアム
博物館の貴重なコレクション等を絞り込んだテーマで展示す

る興味深いミニコーナーです。

ハンズオンコーナー
本物のアンモナイト化石に触ったり、土器片を組み立てる土器

パズルに挑戦したりすることができます。

ミュージアムショップ
恐竜フィギュアや化石、実物昆虫標本のキーホルダーなど、博

物館ならではのお土産がたくさんあります。 スタンプラリー
スタンプを押しながら見て回ることにより、目的や意欲をもち

ながら館内を隅々まで見学することができます。

いのちのたび博物館
地球誕生から現代まで～　自然や生命の進化と歴史を、壮大なスケールで展開！

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 東田エリア

新型コロナウイルス拡大防止のため、（音声ガイド等）使用停止をしているものがあります。

北九州市には西日本最大級の自然史‧歴史博物館があります。地球の成り立ちや生命の歩みを学ぶ自然史ゾーンと、太古から

現代までの暮らしの変遷をたどる歴史ゾーンで構成され、子どもたちの知的好奇心をくすぐる映像展開や参加型展示も充実し

ています。



自然史に触れ、歴史を旅する

体験学習プログラム

学校の授業とは一味違った体験学習をすることができます。作製したものはお持ち帰りいただけます。

※事前申込みが必要です。詳細についてはお問い合わせください。

古代の鏡ミニモデルづくり：60分、1人250円
古代中国に起源を持ち、日本では弥生時代の遺跡な

どから出土する青銅製の鏡です。プログラムでは石膏

を使いミニモデルを作ります。美しく仕上がった鏡に、

古代の人たちの思いを感じることができるかもしれ

ません。

 

化石レプリカづくり：60分、1人250円
石膏を使ってアンモナイト等の化石レプリカを作りま

す。固まったレプリカを型から取りだす作業には、誰も

がワクワクすることでしょう。

実際に本物の化石を見ながら作業を行うことで、観

察力を養うことができます。

 

勾玉づくり：60分、1人250円
弥生時代から古墳時代にかけて身分の高い人たちが

身に着けていた勾玉づくりに挑戦するプログラムで

す。滑石（かっせき）を紙やすりで削り、形を整えたら、

皮ひもを通して完成です。

世界にひとつしかない自分だけの勾玉が出来た時、

古代のロマンにひたれる気がします。

ペットボトル顕微鏡づくり：60分、1人250円
ペットボトルとビーズ玉を使って顕微鏡を作ります。

身近なものを利用して、手軽に顕微鏡を作ることが

できるという新鮮な驚きと喜びを感じることができ、

探究心や自然愛護の気持ちを育むことができるプロ

グラムです。

ペットボトルホルダーがつきます。

 

化石発掘体験：60分、1人400円
栃木県那須塩原市にある化石園の岩石を素材とし、

化石の発掘体験を行います。塩原は、保存の良い化

石が豊富に産する日本の代表的な化石の産地です。

小学校の児童でもハンマーを使って化石を取り出す

ことができます。植物の化石が多く産出しますが、魚

や昆虫類の化石も発見されています。自分で発掘し

た化石は標本にして持って帰ってもらいます。

 

古銭づくり体験：60分、1人250円
古代のお金で最も知られる「和同開珎」（飛鳥時代）

をその時代の作り方で再現する楽しいプログラムで

す。作成キットを使い、溶かした合金を鋳型に入れ、短

時間で枝銭を作ります。銭貨の歴史を学ぶことで、日

本の貨幣経済がどのように進んでいったのかを考え

るきっかけとなる体験学習です。

修学旅行団体限定！

自然環境学習プログラム

自然や生命の進化と歴史が学べる『いのちのたび博物館』と生きものの命と環境のつながりを体感できる『到津の森公

園』を巡って自然環境を学ぶ学習プログラムです。（教材費無料）

（小‧中学校修学旅行団体が対象）

※事前申し込みが必要です。詳細についてはお問い合わせください。



150分滞在の場合

ガイダンス

館内利用についての説明など。

 

体験学習

ミュージアムティーチャー（MT）と楽

しい体験学習。

 

館内見学

スタンプラリーやワークシートで展示

学習。

まとめ

お土産タイムも楽しみ。

ミュージアムティーチャー（MT）

いのちのたび博物館にはミュージアムティーチャー（MT）として

教員が配属しています。体験学習プログラムの実施や、博物館を

利用した学習のお手伝いなどをしています。

いのちのたび博物館

住所 北九州市八幡東区東田2-4-1

TEL 093-681-1011

休館日 年末年始、6月下旬頃の1週間程度

開館 9：00～17：00（入館は16：30まで）

入館料 （学校団体）小中学生190円、高校生280円、大人480円

駐車場 大型バス30台

料金 30分毎250円

HP https://www.kmnh.jp

※2019年4月時点。詳細はHPでご確認ください。

昼食場所

館内（事前予約必要）館外に昼食スペースがあります



旧門司三井倶楽部
※国指定重要文化財（建造物）

1階玄関ロビーやステンドグラス、床のモザイクスタイルは当初のまま残っています。

竣工直後の大正11（1922）年にアインシュタイン博士夫妻が宿泊した部屋も当時の

姿に復原されました。気品あふれる居間や寝室など豪華な部屋はとてもロマンチッ

クです。忠実に再現されたシャンデリアや、痕跡調査に基づいて修復された建具など

も見どころです。

旧下関英国領事館
※国指定重要文化財（建造物）

領事館として使用する目的で建設された建物の中では国内で最も古く、明治期の外

交関連施設の一典型として平成11（1999）年に重要文化財に指定されています。

関門橋
昭和48年に開通した関門海峡をまたぐ吊り橋。

関門トンネル人道
国内では珍しい海底トンネル（約780ｍ）。九州～本州間を約15分で歩いて渡ること

ができます。

通行料：無料（自転車‧原付は20円）

日本遺産 関門�ノスタルジック�海峡
近代化の記憶を伝える歴史的な建造物を巡る

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 関門エリア

関門海峡で近代化の歴史を学ぼう

「日本遺産」とは、地域に残された歴史や文化的特色などを、その地域に残された有形‧無形の「文化財」で構成する物語（＝ス

トーリー）として結びつけ、その地域の魅力を語るストーリーを国（文化庁）が全国から募集し、審査を経て選ばれたものを「日本

遺産」として認定、その情報発信や地域の活性化を支援する新しい取り組みです。関門海峡沿岸を舞台に、近代化の歴史を語る

ストーリー「関門�ノスタルジック�海峡～時の停車場、近代化の記憶～」が平成29年４月28日に日本遺産に認定されました。駅

舎としては日本最初の重要文化財である門司港駅をはじめ、関門海峡両岸の都市を巡れば、日本の近代化を目撃しつづけてき

た歴史的な建造物たちが、まるで時が停止したかのように、現在も残されています。実際に見て、触れて、歴史を感じる学習が可

能です。個性豊かな42件の構成文化財が関門海峡で待っています。

関門�ノスタルジック�海峡の詳細は公式HPをご覧ください。

https://www.japanheritage-kannmon.jp/



門司港レトロ観光列車「潮風号」→サンデンバス（みもすそ川～唐戸）→関門汽

船（下関唐戸～門司港）を乗り継いで、 海峡をぐるっと一周できるきっぷです。

関門ＴＯＰＰＡ！記念証
歩いて渡って関門ＴＯＰＰＡ！記念証をもらおう！

関門トンネル人道を歩いて渡ると「関門ＴＯＰＰＡ！記念証」をプレゼント！

※修学旅行の団体様には事前にお送りします。下記までご連絡ください。

チケット販売所① 九州鉄道記念館駅、関門海峡めかり駅　北九州銀行レトロライン

門司港レトロ観光列車「潮風号」

連絡先① 093-331-1065（平成筑豊鉄道(株)）

チケット販売所② 門司港桟橋発券所マリンゲートもじ（関門汽船）

連絡先② 093-331-0222

チケット料金 中学生以上800円、小学生400円

問合先 北九州市門司港レトロ課

連絡先 093-322-1188



門司港レトロ地区
バラエティーに富んだフィールドワークに最適！

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 関門エリア

門司港レトロ修学旅行スクールフリーパスポート

3時間

フリーパスを使った門司港体験＆散策プログラム例 

●小中学生：640円→520円　●高校生：1,400円→1,120円　●引率：無料

門司港レトロ地区の5つの施設（関門海峡ミュージアム、旧門司三井倶楽部、旧大阪商船、九州鉄道記念館、門司港レトロ

展望室）に何度でも入場できます。要予約。 

※旧門司三井倶楽部は耐震工事のため、2022年4月1日より約1年間休館します。 

休館中のフリーパスポート料金は、小中学生460円、高校生1,000円となります。 

◎お問い合わせ：TEL(093-321-4151)(門司港レトロ総合インフォメーション)

門司港レトロビンゴ散策　要予約

対象施設（8施設）でシートにある写真の場所を探し出し、クイズを解いてビンゴを目指します。楽しみながら門司港の歴

史･文化を学べ、班別行動に最適です。「フリーパスポート」ご利用があれば無料です。



関門海峡ミュージアム

関門海峡の歴史と文化、自然を学ぼ

う

 

JR門司港駅、九州鉄道記念館

鉄道交通の歴史と役割を学ぼう

 

「レトロクーポン」を使って、お店を選

んでお食事 

旧大連航路上屋（P29）でもお弁当を

食べる事が出来ます！

旧三井倶楽部、旧大阪商船、旧

門司税関

近代日本の歴史と文化を学ぼう

 

門司港レトロ展望室

海峡の地形と交通を学ぼう 

103mの高さから海峡を見学

「マイスター１１８」

海上保安官OB(海のマイスター)がSDGsの取り組みなどについてお話しします。 

詳しくはこちらをご覧ください。



昼食込みの班別自由研修

お得で便利なクーポンで、現金不要‧安全安心

門司港レトロ地区では、昼食‧お買い物も含めた班別研修が体験できます。生徒様の自主性‧計画性‧協調性を伸ばすの

に絶好の場所です。 

●「レトロクーポン」はレトロ地区内のお店で使え、1000円で1100円分使えるお得で便利なクーポン券です。 

●事前に利用施設ガイドマップを送付いたしますので、研修計画の際にご活用ください。 

●クーポンは、食事の他におみやげや観光にも使えます。

連絡先 093-321-4151

※要予約

九州鉄道記念館

明治24年（1891）に建築された旧九州鉄道本社屋を利用。歴代の実物車両や鉄道文化遺産の展示などがあり、産業技術の発達とともに進化した鉄道の仕組みを

学べます。また電車の疑似運転体験施設やミニ列車を自分で運転できるミニ鉄道公園があります。

門司港レトロ総合インフォメーション（B&A門司港）

住所 北九州市門司区東港町6-72　港ハウス１階

連絡先 093-321-4151

FAX 093-332-8273

HP http://www.kanmon-kaikyo-museum.jp



バス駐車場

◎港ハウス横駐車場12台　1000円／日 

◎関門海峡ミュージアム横駐車場20台　1000円／日 

予約が必要です。

連絡先 093-321-4151



普段読んでいる作品だけでなく、歴史的名作や意外なテーマのものなど、約7万冊の

漫画を読むことができます。司書の推薦作品紹介コーナーも。

キャラクターになりきる。
体をうごかして漫画と北九州市について学ぶ。ゆかりの漫画家や漫画に登場する名

所などを大画面で紹介。体の動きを感知する楽しい仕掛けでは、キャラのポーズをま

ねる「なりきりカメラ」が大人気。（1人4分）

ハーロックと記念撮影もできます。 漫画タイムトンネルのコーナーでは、漫画と社会の歴史が学べます。

北九州市漫画ミュージアム
身近な漫画の意外な裏側を学ぼう！

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 小倉エリア

漫画が出来るまでの仕組みや歴史、北九州との関わりを楽しく学べます。エントランスではハーロック像がお出迎え。

JR小倉駅から徒歩2分！
本施設が入るビル「あるあるＣｉｔｙ」にはアニメ‧漫画関連のテナントが集まっており、楽しいお土産物が見つかるかも。



体験学習プログラム 70分滞在の場合

企画展の内容等についてはお問い合せください。

※企画展開催時

館内見学（企画展）

漫画‧アニメなど、様々な企画展を開

催しています。企画展のない時期は常

設展ガイドを詳しく行うなど調整しま

す。

館内見学

松本零士など北九州ゆかりの漫画家

や、漫画の仕組み‧歴史などについて

学芸員が分りやすく解説します。

閲覧ゾーン見学

歴史的名作から、話題作まで、約7万

冊の単行本が閲覧できます。

住所 北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity 5階 6階

連絡先 093-512-5077

休館日 火曜（祝日の場合はその翌日）及び年末年始

開館時間 11:00～19:00

常設展観覧料 (30名以上)：小学生90円、中高生190円、一般380円

（通常）：小学生120円、中高生240円、一般480円

※企画展観覧料は別途必要（内容により異なります）

館内見学 ガイド付き　団体の場合はグループ（20、30人）で行う場合有り

HP https://www.ktqmm.jp



小倉城
1602年に細川忠興が築城。のちに小倉藩主となった小笠原氏の居城とな

りました。現在の天守閣は1959年に再建したものです。天守閣内では、迫

力ある映像で小倉城の歴史を学んだり、流鏑馬体験やクイズなどの展示

アイテムで楽しく遊びながら江戸時代の小倉城下の暮らしぶりを体験した

りすることができます。武士や忍者のおもてなしもお楽しみいただけます。

小倉城庭園
小笠原家の下屋敷跡地に復元された書院造りの大名屋敷で、池泉回遊式

の見事な庭園もあります。館員が屋敷の特徴を説明してくれるほか、抹茶

をいただいたり、小笠原流礼法を学ぶ展示ゾーンでは食事のマナーや礼

儀作法など、日本の伝統文化にふれることができます。夜間のレーザーラ

イトアップショーも人気です。これまでも茶道体験や小倉織体験など多く

の修学旅行生のみなさまにご好評いただいています。

小倉城下町散策
城下町の歴史や文化を学ぼう！

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 小倉エリア

城下町として発展した小倉は、今や商業や文化情報の中心地となり、新旧混合の魅力が溢れています。小倉の中心

部を流れる紫川周辺には江戸文化に触れる施設のほか、北九州市出身の文学者を紹介する施設などもあり、自由

散策に最適なエリアです。

住所 北九州市小倉北区城内２-１

連絡先 093-561-1210

定員 最大300名まで（要相談）

開城 9:00～20:00（4～10月）、～19:00（11～3月） 年中無休

※入城は閉城30分前まで

入城料 小学生100円、中高生200円、一般350円（30名以上2割引）

HP http://www.kokura-castle.jp/

住所 北九州市小倉北区城内1-2

連絡先 093-582-2747

開館 9:00～20:00（4～10月）、～19:00（11～3月） 年中無休

※入館は閉館30分前まで

定員 最大60名まで（要相談）

入館料 小学生100円、中高生200円、一般350円（30名以上2割引）※見学のみ

HP http://www.kokura-castle.jp/



松本清張記念館
今なお多くの読者を魅了し続ける芥川賞作家、松本清張は推理小説のほ

か現代史、古代史など広範囲にわたる数多くの作品を残しました。小倉出

身である彼の旺盛な創作活動の足跡を時代背景と共に知ることができ、

蔵書で埋まる書庫、書斎や応接室等も再現し展示しています。

小倉城庭園で学ぶ～日本伝統文化体験～
北九州市立小倉城庭園は、日本の伝統と文化に触れ、学ぶことのできる体

験型の文化施設です。 施設内の和室や立礼席では、 予約制で本格的な茶

の湯体験ができます。また、施設内には、江戸時代の大名屋敷を再現した

書院棟や展示室もあります。

住所 北九州市小倉北区城内2-3

連絡先 093-582-2761

休館日 毎週月曜日（休日の場合は翌日）、年末年始（12月29日〜1月3日）、館内整理日

開館 9:30～18:00（入館～17:30）

入館料 小学生240円、中高生360円、一般600円（30名以上2割引）

HP https://www.seicho-mm.jp/

CheckPoint

3施設共通入場券が便利＆お得

小倉城、小倉城庭園、松本清張記念館の3館全部に入場できる共通チケットあり。

●小学生:250円　●中高生:400円　●一般:700円

問い合わせ先：小倉城093-561-1210

小倉城周辺散策には、勝山公園駐車場をご利用ください。

営業時間 24時間　年中無休

料金 普通車　最初の１時間200円、以降20分毎に100円

バ　ス　普通車　最初の１時間1,000円　以降30分毎に500円

（バス駐車は要予約）　小倉城　093-561-1210



茶道体験（和室または書院）

料金 800円/人(抹茶‧和菓子代)

別途講師料 15,000円～　

その他費用 入場料、貸間代

人数 和室10名‧書院30名（要相談）

問い合わせ 北九州市立小倉城庭園 　TEL：093-582-2747

座敷で行う本格的な茶道体験です。茶道の基礎を学ぶことができます。

茶道体験（立礼席）

料金 800円/人(抹茶‧和菓子代)

人数 10名まで　※入場料が必要

問い合わせ 北九州市立小倉城庭園 　TEL：093-582-2747

椅子とテーブルで気軽に茶道体験が可能です。

※料金は2023年3月時点。詳細は各施設にお問い合わせください。



北九州市観光案内ボランティア

自然史‧歴史‧文化学習プログラム 小倉エリア

北九州市観光案内ボランティアと一緒にまち歩き!

北九州市には専門的な知識と経験をもって、観光地‧観光施設などの自慢のみどころを心をこめて案内する「北九州市観光案

内ボランティア」の制度があります。ガイドの解説を交えながら、門司港レトロ地区や小倉城下町などの歴史ある町並みのほか、

市内観光名所のまち歩きをお楽しみください。

北九州市観光案内ボランティア（問い合わせ先：北九州市総合観光案内所）

住所 北九州市小倉北区浅野1-1-1　JR小倉駅3階

休日 不定休

料金 ガイド1人につき2時間まで1,000円　※2時間を超える場合は1時間につき500円追加

定員 ガイド1人につき10名程度　※人数が多い場合はガイド複数人の派遣可

HP https://hello-kitakyushu.or.jp/company/sightseeing-volunteer/

※申込みについては、上記ホームページより、専用の申請書をダウンロードの上、必要箇所にご記入いただき、ご利用日の1週間

前までにFAXにてご申請ください。また、派遣人数が多い場合などお早目のご申請をお願いいたします。



豊かな自然を通じ自然との共生を学ぶ

自然学習プログラム
N A T U R E

到津の森公園

響灘緑地（グリーンパーク）

水環境館

皿倉山



到津の森公園
動物園で環境を考える

生きものの�命と環境�のつながり！

自然学習プログラム 小倉エリア

到津の森公園は、動物園だからこそできる生命の輝きを体感し、自然環境を考える場として様々なプログラムを用意していま

す。動物たちの生の姿を通して、自然と動物、そして人間との関わりについて、飼育員の解説を交えて興味深く学ぶことができま

す。

生息地に合わせた飼育空間を園内全域に再現し、観察園路の工夫によって約90種、480頭羽の動物達の自然な生態を間近に

見学できます。



いのちのたび博物館とコラボメニュー

過去から現在までの生物と環境の関わりについて考えよう

ワークシートを利用し、楽しく自然環境について学べる学習プログラムです。

※事前申し込みが必要です。詳細についてはお問い合わせください。

体験学習プログラム（要予約）

園内自由見学

園内には飼育員手作りの子どもたちにもわかりやすい解説板を多数設置。自由に見学しなが

らも、動物の生態‧生息環境について学ぶことができます。

〈オプション〉※先着順

他の予約状況や動物の体調などによってお受けできないことがあります。

新型コロナウイルス拡大防止のため、プログラムによって、団体受付の中止や人数制限を行っています。

エサやり体験

ゾウ‧ヤギ

目の前の動物に直接エサをやりその

表情と親近感を体験

料金：1人100円

講話

獣医又は飼育員が動物の生態などに

ついてわかりやすく解説

料金：30分1,000円

動物ガイドツアー

飼育員が生態など解説しながら、動

物たちをめぐるツアー

料金：30人1,000円

※この他にもプログラム（有料）はございます。詳細は園にお問い合わせください。

到津の森公園（団体予約係）

住所 北九州市小倉北区上到津4-1-8

TEL 093-651-1895

休園日 火曜日（シーズンで異なりますので、要問合せ）

年末年始(火曜日が祝日の時は開園。翌日は休園)

開園時間 9：00～17：00　夜間開園日は営業時間を延長

入園料 （25名以上）小学生50円、中‧高生300円、大人（教員）600円（通常）小学生100円

中‧高生400円、大人(教員)800円

HP https://www.itozu-zoo.jp/

※都合により内容を変更することがありますので、ご了承下さい。

★晴天時には芝生広場や森の音楽堂（要予約）を休憩場所としてご利用（ご昼食可）いただけます。

★雨天時の昼食場所としては、子どもホール（１F約300名‧２F約50名 計350名収容可能）があります。



花と緑の探偵団
【概要】

園内に植栽されている見ごろの花や緑を散策するイベントです。

対象の植物を探し出し写真を撮ると、土‧日‧祝日に使用できる無料券（あみ～

ご、ディノパーク、カフェドリンク）をプレゼントします

【目的】

園内を散策し花や緑等の自然にふれあうことで、自然に対する興味関心のきっか

けづくりを提供します。

化石の谷
【概要】

実物大の古生物化石２２体を造形した約８３ｍの壁に囲まれた円形の空間です。

化石を眺めながら、ボルダリングを体験することができます。

【目的】

実物大の古生物化石を見ることで、恐竜時代への興味関心をもつきっかけを提

供します。

響灘緑地（グリーンパーク）

自然学習プログラム 若松エリア

北九州市若松区の頓田貯水池を中心 とした北九州市内最大の広域公園です。

花‧緑‧動物とのふれあいを楽しむことができ、山林‧原野‧海浜等四季を通じて変化にとんだ広大な自然景観が広がっています。

園内には、西日本初の新感覚の大型ネット‧アスレチック遊具「あみーご」や、恐竜の時代を体感するエデュテイメント施設「響灘ディノパーク」があります（別途料金が必

要）。

実施日 春～秋にかけて平日不定期開催　詳細はグリーンパーク公式HPで

対象 ３歳以上　（カメラ付き携帯電話、またはカメラをお持ちの方）

時間 9:00～16:30

参加人数 特になし

場所 園内全域

参加費 無料

雨天時の対応 荒天中止

所要時間 30分～60分

実施日 休園日以外、利用可能

時間 9:00～16:30頃（最終退園時間17:00）

参加人数 特になし

場所 化石の谷

雨天時の対応 荒天時は利用規制の場合あり

所要時間 特になし



所在地 北九州市若松区大字竹並1006番地

時間 9:00〜17:00

定休日 火曜（休日の場合は翌日）、年末年始

入園料等 小‧中学生７０円、一般１５０円

お問合せ 093-741-5545

HP https://hibikinadagp.org/



紫川（むらさきがわ）って、どんな川？
紫川は、北九州市の都心部‧小倉を潤す水辺の空間として、市民に親しまれていま

す。かつては、市街化に伴い、生活排水や工場排水などが流れ込み、水質汚濁や悪

臭に悩まされました。しかし、官民一体による浄化運動が起こり、下水道整備を進

めた結果、水質は向上し、美しい姿を取り戻しました。現在は、アユやシロウオの遡

上や、上流部ではホタルの飛翔が観察できるなど、自然豊かな環境を体感すること

ができます。

水環境館

自然学習プログラム 小倉エリア

川‧自然‧環境について、楽しく学べる水環境館。北九州市の都心部を流れる紫川（むらさきがわ）沿いにあり、周辺は公共交通

機関が充実しているのでアクセスの良さは抜群です。紫川の水中を観察できる巨大な河川観察窓からは、時折、海水‧淡水の層

が分かれる「塩水楔（えんすいくさび）現象」の美しい境界面を屋内から間近に見ることができます。また、カヌー体験や企画展等

も実施しています。

まちなかで川の環境を学び、川の体験ができる！

住所 北九州市小倉北区船場町1-2

連絡先 093-551-3011

営業時間 10:00 ～ 19:00

（休館日：原則火曜日（祝日‧春夏冬休みは開館）‧年末年始）

入館料 無料

見学 スタッフによる説明＋館内案内（所要時間：45分）

（書き込みシートなどを使ったプログラムも実施可能

※案内などプログラムは申し込みが必要です）

体験 団体向けのカヌープログラムが可能。（要申し込み）

HP http://www.mizukankyokan.jp



皿倉山（帆柱自然公園）
北九州国定公園に含まれる皿倉山や帆柱山などの一帯は、貴重な野鳥も飛来す

る自然公園。皿倉山の麓にある山麓駅から山上駅まではケーブルカーが約２０分

間隔で運行しており、標高差約440ｍ、全長1100ｍ「西日本最長」を片道約6分で結

びます。山上駅から展望台駅までは360度ビューのスロープカーで約3分。山頂から

眺める大パノラマは昼夜とも絶景です。樹齢250年と言われる皇后杉はパワースポ

ットとしても人気です。

ケーブルカー 皿倉山の展望台（皇后杉の根株） 自然の中で景色を楽しむ子供たち

皿倉山
大自然と100億ドルの夜景を体験しよう！

自然学習プログラム 東田エリア

北九州を代表する皿倉山。ケーブルカー‧スロープカーを乗り継ぎ山頂に登れば、たくさんの緑に囲まれた自然の宝庫が体験で

きます。北九州市街地や工場群を一望できる皿倉山からのパノラマ夜景は、100億ドルと称され「新日本三大夜景」にも認定され

ました。夜のお楽しみにはもってこいのスポットです。

市街地と洞海湾が一望できるレクリエーションエリア。

スイス製西日本最長ケーブルカーと360°ビューのスロープカーで、自然を身近に感じよう！

スロープカー



夜景とスロープカー スロープカー（車内）

新日本三大夜景‧日本夜景遺産

皿倉山ケーブルカー（皿倉登山鉄道株式会社会社）

住所 北九州市八幡東区大字尾倉1481-1

TEL 093-671-4761

営業時間 4～10月 10:00～22:00（上り最終21:20）

11～3月 10:00～20:00（上り最終19:20）

運休日 毎週火曜日(祝日、2024年1月2～3日、2月13日除く)及び６月第一月曜日～金曜日の５日間

※他、メンテナンスによる運休がありますので、事前にお問合せください。

定員 ケーブルカー112名　スロープカー40名

所要時間 ケーブルカー6分

スロープカー3分（山頂まで乗り継いで約10分）

往復料金 ケーブルカー/中学生以上820円、小学生以下410円

スロープカー/中学生以上420円、小学生以下220円

※団体割引あり。（学生15名様以上１～３割引）

詳細は、お問合せ下さい。

HP http://www.sarakurayama-cablecar.co.jp/

バス駐車場 有料（1台1,000円、事前予約が必要）

皿倉山ビジターセンター

【自然観察体験‧クラフト工房体験（材料費有料）‧山頂見学ガイド】※要相談

住所 北九州市八幡東区大字大蔵2664-1

連絡先 093-681-5539

営業時間 10：30～16：30

休館日 月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

HP http://www.hobashira-aigo.jp/



北九州市で平和の大切さを学ぼう

平和学習プログラム
P E A C E

北九州市平和のまちミュージアム

平和学習

朝倉郡筑前町 大刀洗平和記念館



昭和の戦争において、北九州は八幡の大空襲をはじめ、計13回空襲を受けました。

またこのミュージアムの建つ地にあった�小倉陸軍造兵廠�は、長崎に投下された

原子爆弾の第一目標でした。

戦後70年以上が経過し、戦争に伴う悲惨な体験や生活を知らない世代がほとんど

となる中、わたしたちは今、今日の平和と繁栄が過去の戦争における多くの尊い犠

牲の上に成り立っていることを思い返すべきなのではないでしょうか。

当ミュージアムの展示を通して、戦争の悲惨さ、平和の大切さ、命の尊さについて、

改めて考えていただけると幸いです。

戦前の北九州
旧5市の特色や、活気のあった市民の暮らし、戦前の北九州の繁栄と小倉と軍の関

りを紹介。小倉陸軍造兵廠をリアルに再現するプロジェクションマッピングは必見

です。

戦争と市民の暮らし
当時の一般的な家庭の暮らしが分かる再現展示や、子どもたちの生活等がわかる

実物資料を展示。日々の暮らしが戦争と隣り合わせにあったことを実感できます。

北九州市平和のまちミュージアム
2022年4月19日オープン！

平和学習プログラム 小倉エリア



広がる戦争と空襲
広がりをみせる戦争被害や、市民を襲う空襲にまつわる資料などを展示。当時の写

真をはじめ、焼夷弾の実物大の複製など貴重な資料をご覧いただけます。

３６０度シアター
昭和20年8月8日の八幡大空襲、翌9日原爆を搭載した爆撃機が小倉上空に飛来し

た後、長崎に向かった出来事を、今までにない臨場感で追体験することができます。

終戦の混乱と戦後復興
旧５市が復興の歩みを進める姿を映像で紹介。

再び発展し、北九州市が誕生するまでの�まち�の移り変わりを知ることができます。



住所 北九州市小倉北区城内4-10

利用時間 9時30分～18時（入館は17時30分まで）

観覧料 （学校団体〔30名様以上〕料金）中学生‧高校生80円　小学生40円

休館日 月曜日（祝日の場合は火曜日）、年末年始

連絡先 平和のまちミュージアム事務局　093-592-9300

HP https://www.kitakyushu-peacemuseum.jp/

施設紹介動画



祈念碑‧長崎の鐘（小倉北区/勝山公園内）
長崎に投下された原子爆弾の第一目標が小倉であったことから、都心部にある勝

山公園には、原爆犠牲者の御霊をなぐさめ、平和を祈念するため、「原爆犠牲者慰

霊平和祈念碑」や長崎市から寄贈された「長崎の鐘」を設置しています。平成29年

春には、平和を祈念する場所として再整備されました。

嘉代子桜‧親子桜（小倉北区/勝山公園内）
長崎への原爆投下で亡くなった林嘉代子さんの母親が、娘や一緒に亡くなった女

学生の慰霊と平和への願いを込めて植えた「嘉代子桜」に由来する桜を、本市では

「嘉代子桜‧親子桜」と名付け、勝山公園をはじめ、広く市内小中学校や公園等に植

樹しています。

国策湯丹保（陶器製） 臨時召集令状 軍服

平和学習

平和学習プログラム 小倉エリア

戦時中、西日本最大級の兵器工場であった小倉造兵廠があり、昭和２０年８月９日の原爆投下の第一目標地であった北九州市‧

小倉。太平洋戦争で多くの尊い命が奪われた広島‧長崎‧沖縄などと同様、北九州市でも八幡大空襲など戦争による被害や悲

しみ、苦労がありました。市内には、戦時中の品々を展示する資料コーナーをはじめ、長崎の原爆投下を今の世代に引き継ぐた

めの展示品、そのほかにも戦時中のことを今に伝える学習スポットが数多くあり、平和について様々な視点で学ぶことができま

す。

戦時資料展示コーナー

（ご注意：展示期間は令和4年3月21日まで。以降は「北九州市平和のまちミュージアム」にて展示予定）

戦時下の市民が使用していた日用品や出征する兵士へ贈った品、戦地の兵士とその家族との間で交わされた手紙など当時の

人々の暮らしぶりや考え方‧心情を伝える資料を展示しわかりやすく紹介しています。また、長崎市から借り受けた原爆被災資

料も展示しています。



住所 北九州市小倉北区金田１丁目１-３（北九州市立埋蔵文化財センター内）

連絡先 093-592-3196

休館日 月曜日‧年末年始 （月曜日が祝日のときは開館。翌日が休館）

開館時間 9：00 ～ 17：00（入館16：30 まで）

入館料 無料



世界で唯一の「ゼロ戦32型」 昭和18年（1943）、大刀洗 陸軍飛行学校甘木生徒隊 には14～16歳の少年約 2000

名、翌年19年には約 3000名が入校しました。写真の荒木幸雄伍長は群馬 県から15

歳で入校し、17歳 と2ヶ月の若さで特攻出撃し 戦死しました。

世界で唯一の「九七式戦闘機」 愛する家族への想いを伝える手紙や遺書

朝倉郡筑前町 大刀洗平和記念館
「旧陸軍大刀洗飛行場」で平和を学ぶ

平和学習プログラム その他のエリア

かつて東洋一と言われていた旧日本陸軍の大刀洗飛行場。その歴史を通して、特攻隊で多くの若者や、空襲を受けて多くの子供

たちが亡くなった事実を知ることができます。教科書では学べない「戦争の悲惨さ」「平和の大切さ」「命の尊さ」を学びます。増設

した新館には、「特攻」についての展示室と200名収容の多目的ホールを備えています。

北九州市×朝倉郡筑前町 コラボメニュー



体験学習プログラム

解説と映画、さらに朗読をプラスすることで、充実した学習ができます！

スタッフによる解説 映画 + 朗読 館内見学

大刀洗平和記念館

住所 福岡県朝倉郡筑前町高田2561-1

TEL 0946-23-1227（要予約）

開館時間 9：00～17：00（ 入館は16：30まで）

入館料 大人（大学生以上）600円（500円）、高校生500円（400円）、小‧中学生400円（300円）

※（）内は15名以上の団体料金

駐車場 大型バス8台、乗用車84台収容（無料）



豊かな自然を活かした体験メニュー

農村学習プログラム（コラボ）
R U R A L

豊後高田市 農村民泊



田植え体験
水田で新緑の香りに包まれて、昔ながらの手植えを行っています。

素足で感触を味わってください。

稲刈り体験
黄金色に輝く稲穂を、鎌を使って刈ります。

豊後高田市 農村民泊

農村学習プログラム（コラボ） その他のエリア

【コラボメニュー】

九州の北東部‧大分県の国東半島の西部分に位置する「豊後高田市」では、農村民泊をはじめ、豊かな自然を生かした体験メニ

ューがたくさんあります。北九州市の体験メニューと組み合わせて、さらに思い出深い修学旅行にすることができます。

豊後高田市 おススメ体験メニュー

(一部別料金です。)

そば打ち体験

西日本有数のそば生産地で地元産のそば粉を使ったそば打ちに挑戦します。



地引網漁体験

砂地の浅い海に網を張り、ロープを引き寄せます。（別料金です）

落花生収穫体験

豊後高田市で古くから栽培されていた落花生掘り体験。秋の限られた季節だけ体験できます。

豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会(大分県グリーンツーリズム研究会東部地区)

住所 大分県豊後高田市新町989-1 豊後高田市観光まちづくり(株)内

連絡先 0978-25-5805

E-MAIL gt.yotsui@gmail.com

info@showanomachi.com

HP https://bt-farmstay.com



受入農家との対面 受入農家とのお別れ

２つのまちで学べること

農村民泊体験学習とは

旅館や民宿でなく、農山漁村地域の民家に泊まり田舎暮らしを体験するものです。豊後高田市と隣接する国東市の「国東

市観光協会グリーンツーリズム事業部」が協力して最大200名の受入れが可能です。また、受入農家ごとに体験内容や食

事が異なりますが、学年全体でも行える集団体験プログラムも用意しています。（詳しくは上記インフォメーションまで）

北九州市

豊後高田市



昼食場所‧食事提供場所
コース内容に合せて昼食プランも検討できます！事前予約となりますのでお問い合わせください。

昼食場所
（施設見学と合せて利用可）

八幡東区

いのちのたび博物館（ガイド館）

収容可能人数 250名

利用料金 入館料

問い合わせ先 093-681-1011

※休憩ルーム（70名収容可能）も有り

小倉北区

到津の森公園（子どもホール1F）

収容可能人数 350名

利用料金 入園料

問い合わせ先 093-651-1895

八幡東区

環境ミュージアム（ホール）

収容可能人数 80名程度

利用料金 1時間 1,810円

問い合わせ先 093-663-6751

若 松 区

グリーンパーク

収容可能人数 300名

利用料金 入園料

問い合わせ先 093-741-5545

八幡東区

スペースLABO ANNEX

収容可能人数 100名

利用料金 1時間1,650円～

問い合わせ先 093-663-0550

食事提供あり
※食事内容、料金等についてはお問い合わせください。（食事有料、立寄りで利用可）

小倉北区

JR九州ステーションホテル小倉

収容可能人数 80名

問い合わせ先 093-521-5031

小倉北区

ホテルテトラ北九州

収容可能人数 80名

問い合わせ先 093-531-3111

小倉北区

ホテルクラウンパレス小倉

収容可能人数 50名

問い合わせ先 093-511-4111

小倉北区

アートホテル小倉ニュータガワ

収容可能人数 80名

問い合わせ先 093-521-7007

八幡西区

ホテルクラウンパレス北九州

収容可能人数 40名

問い合わせ先 093-631-1111

若 松 区

ひびきのキャンパスカフェテリア

収容可能人数 100名

問い合わせ先 093-695-3311

※利用可能時間帯等あります。

　詳しくはお問い合わせください。

八幡東区

JICA九州国際センター

収容可能人数 10〜50名

（50名を超える場合はご相談ください。）

問い合わせ先 093-671-6311

若 松 区

亀の井ホテル玄界灘

収容可能人数 50〜80名

問い合わせ先 093-741-1335

門 司 区

門司港レトロ地区

海峡プラザミールクーポン

（1,200円～2,500円）

収容可能人数 200名

問い合わせ先 093-332-3121

門 司 区（ビュッフェ形式）

ビュッフェレストランサンシア

収容可能人数 130名

問い合わせ先 050-5571-1630

※臨時休業中。

門 司 区

レストラン三井倶楽部

収容可能人数 157名

問い合わせ先 093-332-1000

門 司 区

プレミアホテル門司港

収容可能人数 120名

問い合わせ先 093-321-1111



八幡東区

THE OUTLETS KITAKYUSHU

Food Forest

収容可能人数 1,000名

座席の事前予約、ミールクーポン発行可能。

詳しくはお問合せください。

問い合わせ先 093-663-7251

参考URL 団体‧ツアー利用のご

案内

【THE OUTLETS

KITAKYUSHU】

小倉北区

ベルクラシック小倉

収容可能人数 300名

問い合わせ先 093-922-1165

八幡東区

志音

収容可能人数 230名

問い合わせ先 093-661-0017

八幡西区

アートクレフクラブ

収容可能人数 250名

問い合わせ先 093-691-0101

若 松 区

ザ　マティルタスイート

収容可能人数 100名

問い合わせ先 093-741-0111



宿泊ホテル等一覧

北九州市内修学旅行のホテル一覧です。

プレミアホテル門司港

門司港レトロ主要観光施設は徒歩圏内

イタリア建築界の巨匠アルド‧ロッシが建設したデザイナーズホテルです。

お部屋から眺めることのできるレトロな街並みと関門海峡の美しさを真心を込め

たおもてなしと共にお楽しみください。

TEL 093-321-1111

住所 門司区港町9番11号

部屋数 162室

収容人数 200名

HP https://premierhotel-group.com/mojikohotel/

アートホテル小倉ニュータガワ

130年前に作庭された日本庭園と、ベルギー侯爵家の血を引く建築デザイナーのコ

ーディネートによる客室‧インテリア。

和の佇まいとヨーロッパの優雅さが融合した、北九州の迎賓館としてお客様をお迎

えいたします。

TEL 093-521-7000

住所 小倉北区古船場3-46

部屋数 93室

収容人数 213名

HP https://art-kokura.com/

JR九州ステーションホテル小倉

JR小倉駅上にあり便利

ショッピングセンターも併設。レジャーにも観光にも便利なホテル。

TEL 093-521-5031

住所 小倉北区浅野1-1-1

部屋数 和1　洋293

収容人数 444人

HP http://www.station-hotel.com/



ホテルクラウンパレス小倉

水辺のやすらぎ空間で心潤すひとときをお過ごしください。

『環境未来都市』北九州市の中心地に建つホテル。観光施設『小倉城』‧『松本清張

記念館』徒歩約5分『心からのお寛ぎ』をご堪能下さい。

TEL 093-511-4111

住所 小倉北区馬借1丁目2-1

部屋数 90室

収容人数 144人

HP http://www.crownpalais.jp/kokura/

ホテルテトラ北九州

心のこもったおもてなしで皆様の役に立ちます

小倉の中心部に位置し、便利な立地。終日営業のレストランもあり、安心‧安全なホ

テルステイをご提供致します。

TEL 093-531-3111

住所 小倉北区鍛冶町1-9-8

部屋数 303室

収容人数 350人

HP http://kitakyusyu.e-tetora.com/

リーガロイヤルホテル小倉

JR小倉駅から徒歩3分

30F建ての超高層ホテル。全室30㎡以上でゆっくりとくつろげます。

TEL 093-531-1121

住所 小倉北区浅野2-14-2

部屋数 洋295

収容人数 300人

HP http://www.rihga-kokura.co.jp/

FOREST CAMP KOKURA

国定公園内にある、雄大な大自然中のグランピング宿泊施設。見た事の無い風景、

感じた事の無い風、美味しいBBQ料理でおもてなし致します。アウトドアなので害虫

などが気になりますが、高原とカルスト台地である為虫もほぼいません。

思い出に残る修学旅行のお手伝いをさせて頂きます。

TEL 080-6446-0111

住所 福岡県北九州市小倉南区平尾台1-1

部屋数 12棟(1棟5〜6名収容)

収容人数 50人

HP https://forestcampkokura-fck.jp/



ホテルクラウンパレス北九州

八幡東田エリアから車で10分

旧長崎街道「曲里の松並木」に隣接した緑あふれる落ち着いた雰囲気。快適な空間

でお客様の心地よい時を演出いたします。

TEL 093-631-1111

住所 八幡西区東曲里町3-1

部屋数 洋220

収容人数 338人

HP http://www.crownpalais.jp/kitakyushu/

亀の井ホテル玄界灘

オーシャンビューと天然温泉でおくつろぎください

海水浴場近くの岬の突端に建つ宿です。お部屋や天然温泉の露天風呂からは雄大

な玄界灘を一望できます。

TEL 093-741-1335

住所 若松区有毛2829

部屋数 和28　洋10　和B10　特和2

収容人数 187名

HP https://kamenoi-hotels.com/genkainada/



バス駐車場
北九州市内修学旅行のバス駐車場一覧です。

門 司 区

関門海峡ミュージアム　バス駐車場

（門司区西海岸1丁目3番）

門司港レトロ バス駐車場

（門司区東港町6番6）

＜2施設共通＞

料金 1,000円／日

時間 9:00～18:00

受付 093-321-4151（門司港レトロインフォメーション）

※要予約

小倉北区

小倉城バス専用駐車場

（小倉北区城内2番1号）

料金 最初の1時間1,000円、以降30分毎に500円

時間 9:00～20:00

受付 093-561-1210（小倉城）

※要予約

小倉北区

小倉駅北口バス整理場

（小倉北区浅野2丁目14番1号）

料金 60分600円、12時間毎最大3,000円

時間 24時間（無人ゲート）

受付 093-522-6165（JR九州レンタカー＆パーキング）

※予約不可

八幡東区

THE OUTLETS KITAKYUSHU バス駐車場

（八幡東区東田）

料金 1,100円/区画（税込）

時間 8:00～24:00

受付 093-663-7251（THE OUTLETS KITAKYUSHU）

※7日前までの申請が必要

※スペースLABO前で乗降

※スペースLABO、KGG利用の場合は駐車料金無料

八幡東区

東田博物館ゾーン共同駐車場

（八幡東区東田2-4-1いのちのたび博物館横）

料金 250円/30分、4時間以上一律2,000円（24時まで）

時間 8:00～

受付 30台収容

093-681-1011（いのちのたび博物館）

※事前予約は必須ではないが、事前連絡推奨



お問い合わせ

北九州市修学旅行相談窓口
北九州観光コンベンション協会内 

北九州市小倉北区浅野３丁目8番1号（AIM 4階）

お問い合わせはこちらから

Tel.093-541-4151 
Fax.093-541-4139


	sustainability.pdf
	sustainability
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