①ホープツーリズム+東京都内研修 【３泊４日】 ※新幹線利用
日程

行
7:24
新大阪駅

のぞみ

関西

程

宿泊先

9:54/10:12 やまびこ 11:47/12:20
東京駅
郡山駅＝＝＝＝郡山東IC＝＝＝＝（磐越道・常磐道）＝＝＝＝常磐富岡IC＝＝＝＝国道６号＝＝＝＝
■車中弁当

貸切バス利用

※休憩：阿武隈高原SA

～一部、帰還困難区域通行～

14:40～17:10
18:00
＝＝＝双葉町/東日本大震災・原子力災害伝承館及び周辺＝＝＝＝＝＝＝===Jヴィレッジ（泊）

楢葉町

１日目

14:40～15:00 ガイダンス（バス車内）【20分】
15:00～17:00 ※2班に分かれてローテーション
①館内見学【60分】 ※移動時間10分
②フィールドワーク【60分】 ※移動時間10分

■希望に応じたオプション（以下から選択が可能）
①アウトプット（振り返り） 【60分～】
②【防災・減災】避難所運営シミュレーション教材「さすけなぶる」【90分】
③【原発・廃炉】東京電力社員との対話【60分】
④【その他の分野】HMとの対話【60分】

【１．クラス別選択学習→まとめのワークショップ】 ※１～２クラスに分かれて実施

8:30
9：20～13:20
14:00～16：20
Jヴィレッジ＝＝＝＝震災・原発事故の被災地域での選択学習（昼食を含む）＝＝＝＝浪江町／浪江町地域スポーツセンター＝＝
貸切バス利用

｢１｣と｢２｣は
ニーズに応じて
いずれかを選択

２日目

○｢分野(テーマ）｣又は｢自治体｣に分かれて実施[施設見学・対話・フィールドワーク]
※分野例：地域づくり､農林水産､医療･福祉､原発･廃炉､エネルギー､環境回復､新産業など
※自治体：避難指示解除の時期により復興の現状・課題が異なる地域を学ぶ

14:10～16:10
選択学習の共有
まとめのワークショップ
＝＝

【２． 全クラス共通学習→まとめのワークショップ】

8:30
9:20～15:50
Jヴィレッジ＝＝＝＝広野IC（常磐道）浪江IC＝＝＝＝浪江町／浪江町地域スポーツセンター＝＝＝＝
貸切バス利用

09:30～11:00 【防災・減災】避難所運営シミュレーション教材「さすけなぶる」
11:10～12:10 【地域づくり】まちづくり会社との対話 12:20～13:00 昼食(弁当) 13:10～15:40 まとめのワークショップ
17:00～ 17:30
＝＝＝浪江IC＝＝＝（常磐道）＝＝＝いわき湯本IC＝＝＝スパリゾートハワイアンズ（泊） ■フラダンスショーの見学
8:30
9：00～10：30
スパリゾートハワイアンズ＝＝＝＝＝環境水族館アクアマリンふくしま＝＝==＝いわき勿来IC＝＝==＝（常磐道・首都湾岸線）＝＝＝
貸切バス利用

３日目

※昼食（50分）：友部SA、休憩：守谷SA

14:30
＝＝＝＝＝浦安IC＝＝＝＝＝＝＝＝テーマパーク駐車場（舞浜）

４日目

東京研修後、学校へ

いわき
湯本

②ホープツーリズム+東京都内研修【３泊４日】 ※航空機利用（往路）
日程

行

関西

程

宿泊先

9:55頃
11:10頃/11:40頃
伊丹空港→→（航空機・ANA便利用予定）→→仙台空港＝＝＝＝仙台空港IC==＝＝（仙台東部道・常磐道）＝＝＝＝浪江IC＝＝＝＝国道６号＝＝＝
貸切バス利用

※車中弁当/休憩：鳥の海PA

～一部、帰還困難区域通行～

13:30～17:10
18:00
＝＝＝双葉町/東日本大震災・原子力災害伝承館及び周辺＝＝＝＝＝＝＝=Jヴィレッジ（泊）
１日目

13:30～13:50 ガイダンス（バス車内）【20分】
14:00～17:00 ※3班に分かれてローテーション
・館内見学【60分】
・対話（住民：語り部 又は 地域づくり：まちづくり会社）【40分】
・フィールドワーク【60分】

楢葉町

■希望に応じたオプション（以下から選択が可能）
①アウトプット（振り返り） 【60分～】
②【防災・減災】避難所運営シミュレーション教材「さすけなぶる」【90分】
③【原発・廃炉】東京電力社員との対話【60分】
④【その他の分野】HMとの対話【60分】

【１ クラス別選択学習→まとめのワークショップ】 ※１～２クラスに分かれて実施

8:30
9：20～13:20
14:00～16：20
Jヴィレッジ＝＝＝＝＝震災・原発事故の被災地域での選択学習（昼食を含む）＝＝＝浪江町／浪江町地域スポーツセンター＝＝
貸切バス利用

｢１｣と｢２｣は
ニーズに応じて
いずれかを選択

２日目

○｢分野(テーマ）｣又は｢自治体｣に分かれて実施[施設見学・対話・フィールドワーク]
※分野例：地域づくり､農林水産､医療･福祉､原発･廃炉､エネルギー､環境回復､新産業など
※自治体：避難指示解除の時期により復興の現状・課題が異なる地域を学ぶ

14:10～16:10
選択学習の共有
まとめのワークショップ
＝＝＝

【２ 全クラス共通学習→まとめのワークショップ】

8:30
9:20～15:50
Jヴィレッジ＝＝＝＝広野IC（常磐道）浪江IC＝＝＝＝浪江町／浪江町地域スポーツセンター＝＝＝＝
貸切バス利用

09:30～11:00 【防災・減災】避難所運営シミュレーション教材「さすけなぶる」
11:10～12:10 【地域づくり】まちづくり会社との対話 12:20～13:00 昼食(弁当) 13:10～15:40 まとめのワークショップ
17:00～ 17:30
■フラダンスショーの見学
＝＝＝浪江IC＝＝＝（常磐道）＝＝＝いわき湯本IC＝＝＝スパリゾートハワイアンズ（泊）
8:30
9：00～10：30
スパリゾートハワイアンズ＝＝＝＝＝環境水族館アクアマリンふくしま＝＝==＝いわき勿来IC＝＝＝＝（常磐道・首都湾岸線）＝＝＝
貸切バス利用

３日目

※昼食（50分）：友部SA、休憩：守谷SA

14:30
＝＝＝＝＝浦安IC＝＝＝＝＝＝＝テーマパーク駐車場（舞浜）

４日目

東京研修後、学校へ

いわき
湯本

③裏磐梯・会津エリア＋ホープツーリズム【３泊４日】 ※新幹線利用
行

日程
7:24
新大阪駅

のぞみ

関西

程

宿泊先

9:54/10:12 やまびこ 11:47/12:20
13:10頃
東京駅
郡山駅＝＝＝＝＝郡山IC＝＝＝＝＝（東北道・磐越道）＝＝＝＝＝猪苗代磐梯高原IC＝＝＝
■車中弁当

貸切バス利用

17:00
１日目

＝＝＝===＝＝＝=======ＳＤＧｓ探究・自然環境学習（裏磐梯エリア）====================裏磐梯エリア（泊）
①13:45～16:45
②13:35～16:55
③13:35～14:55
15:10～16:55

富良野自然塾裏磐梯校：五感を使い地球の歴史を学ぶ
五色沼自然探勝路散策：豊かな自然に触れ、自然との共生を考える
磐梯山噴火記念館：磐梯山の噴火や火山活動から防災・減災を考える
カヤック体験：磐梯山噴火がもたらした湖沼群で仲間との絆と達成感を味わう

8:20

9:00～10:30

10:50

裏磐梯

18:00～18:30
ロハス食育環境プログラム
※宿泊施設限定

11:00～

裏磐梯エリア＝＝＝＝＝＝会津若松市/會津藩校日新館＝＝==＝＝鶴ヶ城会館・・・・・鶴ヶ城・・・・・会津若松市内班別研修・・・・・
貸切バス利用

戊辰戦争と会津藩の精神から
現代や未来に繋がる視点を探究する

２日目

15:50
18:00
・・・・鶴ヶ城会館（集合）＝＝＝＝会津若松IC ＝＝＝＝（磐越道・常磐道）＝＝＝＝いわき湯本IC＝＝＝＝スパリゾートハワイアンズ（泊）
※休憩：阿武隈高原SA

いわき
湯本

■フラダンスショーの見学

8:00
9:10～12:50
スパリゾートハワイアンズ＝＝＝いわき湯本IC＝＝（常磐道）＝＝常磐富岡IC＝＝＝国道６号＝＝双葉町/東日本大震災・原子力災害伝承館及び周辺
貸切バス利用

３日目

～一部、帰還困難区域通行～

13:20～17:20
18:10
＝＝＝＝震災・原発事故の被災地域での選択学習（昼食を含む）===Jヴィレッジ（泊）
○｢分野(テーマ）｣又は｢自治体｣に分かれて実施[施設見学・対話・フィールドワーク]
※分野例：地域づくり､農林水産､医療･福祉､原発･廃炉､エネルギー､環境回復､新産業など
※自治体：避難指示解除の時期により復興の現状・課題が異なる地域を学ぶ
※各所までの移動時間が短い場合は、アウトプット(振り返り)も実施可

9:10～9:30 ガイダンス（バス車内）【20分】
9:40～12:40 ※3班に分かれてローテーション
①館内見学【60分】
②対話（住民：語り部 又は 地域づくり：まちづくり会社）【40分】
③フィールドワーク【60分】

8:30～12:50
14:40/15:30
Jヴィレッジ＝＝＝＝広野IC＝＝＝（常磐道・磐越道）＝＝＝＝郡山東IC＝＝＝＝＝郡山駅
貸切バス利用
４日目

※休憩：阿武隈高原SA

8:30～10:00 【防災・減災】避難所運営シミュレーション教材「さすけなぶる」
10:10～11:30 選択学習の共有・まとめのワークショップ
11:40～12:30 昼食（弁当）

又は

13:40/14:18
いわき駅

やまびこ

16:48/17:09
東京駅

特急ひたち 16:53/17:07

東京駅

のぞみ

のぞみ

19:36
新大阪駅
19:30
新大阪駅

楢葉町

➃裏磐梯・会津エリア＋ホープツーリズム 【３泊４日】 ※航空機利用
行

日程

程

関西
宿泊先

9:55頃
11:10頃/11:40頃
14:05頃
伊丹空港→→（航空機・ANA便利用予定）→→仙台空港＝＝＝＝仙台空港IC＝＝＝＝（仙台東部道・東北道・磐越道）＝＝＝＝猪苗代磐梯高原IC＝＝
■車中弁当

１日目

貸切バス利用

※休憩：国見SA

17:00
＝＝＝=＝＝＝＝＝==ＳＤＧｓ探究・自然環境学習（裏磐梯エリア）＝＝＝=＝＝＝＝＝==裏磐梯エリア（泊）
①14:40～16:45 富良野自然塾裏磐梯校：五感を使い地球の歴史を学ぶ
②14:30～16:55 五色沼自然探勝路散策：豊かな自然に触れ、自然との共生を考える
③14:30～16:55 磐梯山噴火記念館：磐梯山の噴火や火山活動から防災・減災を考える
8:20

9:00～10:30

10:50

裏磐梯
18:00～18:30
ロハス食育環境プログラム
※宿泊施設限定

11:00～

裏磐梯エリア＝＝＝＝＝＝会津若松市/會津藩校日新館＝＝==＝＝鶴ヶ城会館・・・・・鶴ヶ城・・・・・会津若松市内班別研修・・・・・
貸切バス利用
２日目

戊辰戦争と会津藩の精神から
現代や未来に繋がる視点を探究する

15:50
18:00
・・・・鶴ヶ城会館（集合）＝＝＝＝会津若松IC ＝＝＝＝（磐越道・常磐道）＝＝＝＝いわき湯本IC＝＝＝＝スパリゾートハワイアンズ（泊）
※休憩：阿武隈高原SA

いわき
湯本

■フラダンスショーの見学

8:00
9:10～12:50
スパリゾートハワイアンズ＝＝いわき湯本IC＝＝（常磐道）＝＝常磐富岡IC＝＝国道６号＝＝双葉町/東日本大震災・原子力災害伝承館及び周辺＝＝＝
貸切バス利用

３日目

～一部、帰還困難区域通行～

13:20～17:20
18:10
＝＝＝震災・原発事故の被災地域での選択学習（昼食を含む）===Jヴィレッジ（泊）

9:10～9:30 ガイダンス（バス車内）【20分】
9:40～12:40 ※3班に分かれてローテーション
①館内見学【60分】
②対話（住民：語り部 又は 地域づくり：まちづくり会社）【40分】
③フィールドワーク【60分】

○｢分野(テーマ）｣又は｢自治体｣に分かれて実施[施設見学・対話・フィールドワーク]
※分野例：地域づくり､農林水産､医療･福祉､原発･廃炉､エネルギー､環境回復､新産業など
※自治体：避難指示解除の時期により復興の現状・課題が異なる地域を学ぶ
※各所までの移動時間が短い場合は、アウトプット(振り返り)も実施可
8:30～14:00
16:30/17:35
18:55
Jヴィレッジ＝＝＝＝広野IC＝＝＝＝（常磐道）＝＝＝＝＝仙台空港IC＝＝＝= 仙台空港→→（航空機・ANA便利用予定）→→伊丹空港
貸切バス利用 ※休憩：セデッテかしま(常磐道・南相馬鹿島SA内)で休憩
４日目

8:30～10:00 【防災・減災】避難所運営シミュレーション教材「さすけなぶる」
10:10～12：40 選択学習の共有・まとめのワークショップ
12:50～13:40 昼食（弁当）

楢葉町

⑤裏磐梯・会津エリア＋ホープツーリズム【３泊４日】 ※新幹線利用
行

日程
7:24
新大阪駅

のぞみ

程

宿泊先

9:54/10:12 やまびこ 11:47/12:20
13:10頃
東京駅
郡山駅＝＝＝＝郡山中央スマートIC＝＝＝＝（東北道）＝＝＝＝白河中央スマートIC＝＝＝＝＝

■車中弁当
各エリア毎に到着（14:35～15:20）
１日目

関西

貸切バス利用

※休憩：道の駅しもごう

＝＝＝南会津エリア／農泊体験（オリエンテーション） ＝＝＝＝＝＝＝===各農家で農業体験（泊）
①14:35～
②15:00～
③15:10～
➃15:20～

田島・下郷エリア
伊南・南郷エリア
舘岩エリア
只見エリア：

南会津

■受入コーディネーター 南会津農村生活推進協議会
※到着後、最寄りの場所で南会津農村生活推進協議会職員とオリエンテーション（希望による）後、
各農家へバスで移動。各農家１軒あたり３～５名が基本で、農家にホームステイをしながら、各家庭の
普段の農作業を体験。

12:15～13:20

14:00～ 15:20

各農家＝＝＝＝＝＝南会津エリア/農泊体験＝＝==＝＝下郷町/大内宿＝＝==＝＝会津若松IC＝＝==＝＝（磐越道・常磐道）＝＝==＝＝
貸切バス利用

※休憩：磐梯山SA

２日目

18:00
＝＝==＝＝いわき湯本IC＝＝==＝＝スパリゾートハワイアンズ（泊）

いわき
湯本

■フラダンスショーの見学
8:00
9:10～12:50
スパリゾートハワイアンズ＝＝いわき湯本IC＝＝（常磐道）＝＝常磐富岡IC＝＝＝国道６号＝＝＝双葉町/東日本大震災・原子力災害伝承館及び周辺＝
貸切バス利用

３日目

～一部、帰還困難区域通行～

13:20～17:20
18:10
＝＝＝震災・原発事故の被災地域での選択学習（昼食を含む）===Jヴィレッジ（泊）
○｢分野(テーマ）｣又は｢自治体｣に分かれて実施[施設見学・対話・フィールドワーク]
※分野例：地域づくり､農林水産､医療･福祉､原発･廃炉､エネルギー､環境回復､新産業など
※自治体：避難指示解除の時期により復興の現状・課題が異なる地域を学ぶ
※各所までの移動時間が短い場合は、アウトプット(振り返り)も実施可

9:10～9:30 ガイダンス（バス車内）【20分】
9:40～12:40 ※3班に分かれてローテーション
①館内見学【60分】
②対話（住民：語り部 又は 地域づくり：まちづくり会社）【40分】
③フィールドワーク【60分】

8:30～12:50
14:40/15:30
Jヴィレッジ＝＝＝＝＝広野IC＝＝＝＝＝（常磐道）＝＝＝＝＝郡山東IC＝＝＝＝＝郡山駅
貸切バス利用

※休憩：阿武隈高原SA

４日目

8:30～10:00 【防災・減災】避難所運営シミュレーション教材「さすけなぶる」
10:10～11:30 アウトプット（振り返り）
11:40～12:30 昼食（弁当）

又は
13:40/14:18
いわき駅

やまびこ

16:48/17:09
東京駅

特急ひたち 16:53/17:07

東京駅

のぞみ

のぞみ

19:36
新大阪駅
19:30
新大阪駅

楢葉町

