
NO カテゴリ名 商品名 内容 スケジュール

1
キャンパス

ツアー

東京都内⼤学キャンパスツアー
※各⼤学により定員５名∼３０名
※担当学⽣のアサインにより、⼤学は変わっ
てきます。
対象⼤学
東京⼤学、⼀橋⼤学、東京⼯業⼤学、上智⼤
学、早稲⽥⼤学、慶応義塾⼤学、明治⼤学、
⽴教⼤学、⻘⼭学院⼤学、中央⼤学、法政⼤
学、横浜国⽴⼤学、⽇本⼤学、東洋⼤学、駒
澤⼤学、専修⼤学、明治学院⼤学、國學院⼤
學、東京芸術⼤学

キャンパスを現役の学⽣と巡ります。⽣徒数最⼤８名に対して⼤学⽣１名の割合。昼⾷は学⾷のおススメを。キャ
ンパス内のスポット、⽣協、キャンパスに隣接する商店街を歩きます。
また、キャンパス内にいる⼤学⽣に⽣徒さんから直接インタビューをしていただけるように、事前に作成されたア
ンケート⽤紙（受験対策、⾼校時代、中学時代の過ごし⽅など）を⽤意し、エスコートがその場で即興で学⽣を集
めるなどのアレンジし、より充実したツアーとなるよう⼯夫されています。
例）東京駅9:00∼9:30→都内⼤学着10:00∼13:00・⼤学ツアー、学⽣とのディスカッション（90分）→時間に
より１か所（任意）→解散場所15:00
⼤学により、時間・⾒学内容が異なります。

集合場所 希望により
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・（１カ所）・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

2
キャンパス

ツアー
⽴教⼤学キャンパスと周辺池袋学⽣街、ス
イーツ付き

⽴教⼤⽣の案内によるキャンパスツアーと池袋⻄⼝の学⽣街街歩き。スイーツを⾷べながら学⽣とのディスカッ
ション。

集合場所 （昼⾷＆スイーツ）
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・池
袋・・・⽴教⼤学・・・周辺商店街・・・再集合場所集合、解
散
9:00 15:00∼15:30

3
キャンパス

ツアー
芸⼤⽣が教える上野公園スナップ教室or絵画教
室

東京芸⼤の美術部
写真部がアート写真の撮り⽅を教えます。キャンパス内と隣接する上野公園から本郷にかけて様々な⾵景を中⼼に
写真を撮ります。⼀眼レフでなくスマホのカメラで⼗分。
絵画コースはキャンパス内、キャンパスに隣接する上野公園にある様々な⾵景、彫刻をモチーフに絵の構図から絵
画を描く上での基礎的なテクニックを指導し、修学旅⾏の思い出を描きます。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・上野
公園・・・東京芸術⼤学・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

4
キャンパス

ツアー
東京⼥⼦医⼤、最先端の模擬授業体験と新宿
御苑ランチピクニック

東京⼥⼦医⼤の学⽣と⼀緒に、同⼤学の杉下教授から「医療を軸としてアフリカ、⼈類史、⽣きるとは、命とは、
哲学とは」⼩学⽣でも考えられる簡単なテーマを中⼼にワークショップ形式での授業を⾏います。事前に簡単な哲
学領域の質問を投げかけ、それについて考えてきていただき、当⽇ディスカッションを⾏います。授業の前に学⽣
エスコートとディスカッションを深め、最後に教授からまとめていただきます。昼⾷はお弁当を⽤意して新宿御苑
で召し上がっていただきます。

集合場所・・・原町三丁⽬・・・東京⼥⼦医科⼤学・・・新宿
御苑・・・新宿御苑前・・・再集合地

5
キャンパス

ツアー
都⼼３⼤学、学⾷⾷べ⽐べ、キャンパス印象
度⽐べ

３つの⼤学のキャンパス巡りです。
各⼤学へ⾏ってキャンパスを歩きますが、⾏ってベンチや芝⽣などの座って⾏き交う学⽣を眺めます（学⽣ウォッ
チング）。その際、調査票をもって、⼤学の特徴、雰囲気など感じたことを記⼊しながら観察します。同じ⾸都圏
の⼤学ですが、⼤学によって雰囲気が異なります。⾷事も各学⾷で⾷べ⽐べ。みんなでシェアしながら回ればいろ
んなものが⾷べられて楽しさいっぱいです。

例） 出発地・・・明治⼤学・・・法政⼤学・・・早稲⽥⼤
学・・・再集合地

6
街歩き＆

キャンパス
ツアー

迎賓館⾚坂離宮、前庭＋本館内部⾒学＋和⾵
間⾒学と上智⼤学から千⿃ヶ淵散歩

迎賓館⾚坂離宮本館内部⾒学 明治以降の建造物として初めて国宝に指定された貴重な建物である、迎賓館⾚坂離
宮。 ⽇本外交の⼀旦を担う迎賓施設の内部を公開しており、通年の公開がされています。本館、和⾵館は事前に
予約し ⽇本外交の⼀旦を担う迎賓施設の内部を⾒学します。
迎賓館⾒学の後は、上智⼤学のキャンパス⾒学と昼⾷。ゆっくりすごしたのち、千⿃ヶ淵を散歩します。
また近くには東京オリンピックに向けて建設中の国⽴競技場が⾒られます。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・信濃
町・・・⾚坂迎賓館・・・（国⽴競技場）・・・上智⼤
学・・・千⿃ヶ淵・・・再集合場所、解散

7 街歩き
こちら⻲有公園前派出所、両さんゆかりの下
町散歩

⽇本で知らない⼈はほぼいないというほどの⼈気漫画『こちら葛飾区⻲有公園前派出所』、通称"こち⻲"。その舞
台となっている⻲有(東京都葛飾区)は、まさにこち⻲とともにある街。漫画の舞台の⾵景を追いながら、下町のB
級グルメに⾆⿎をうつ。途中、学⽣によるゲームをしながらオリエンテーリング形式で楽しみます。

東京駅…⻲有公園前・・・両さんさんぽ・・・⻲有公園
前・・・東京駅

8 街歩き
東京、ベタな観光。「東京と⾔えば」を回る
⼀⽇

東京と⾔えば浅草寺、皇居、スカイツリー、東京タワー、国会議事堂・・・
いわゆるはとバスコースにあるベタな東京を象徴する観光スポットを案内⼈と⼀緒に歩きます。
もちろん、⾏きたいところのリクエストを⼊れ込んでより充実した東京を楽しみましょう。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

9 街歩き ⾕根線、⾷べ歩きと街歩きガイド
⽂京区から台東区⼀帯の⾕中・根津・千駄⽊周辺地区です。東京の下町⾵情が残るこのエリアを散策しましょう。
⾕中銀座で昔ながらの商店街を楽しんだあとは、⾕根千のシンボル、観⾳寺の築地塀へ。⽡と⼟を交互に積み重ね
て作った⼟塀に屋根・・・ ⼤学⽣ガイドがとっておきの楽しみ⽅を持って、⾷べ歩きながら巡ります。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

10 街歩き
歴史を語る路地裏
銀座⼀丁⽬∼⼋丁⽬路地裏あるき

★☆魅⼒溢れる路地裏・歴史を語る路地裏の世界をご案内☆★

∼華やかな街に残る歴史の薫り・銀座編∼

様々な変遷を遂げてきた⽇本随⼀の華やかな街、銀座。通りの間には今なお残る歴史を垣間⾒ることができる路地
がたくさんあります。今回は銀座⼀丁⽬から⼋丁⽬まで1⼈では歩きづらい路地裏をガイド同⾏で歩きます。当時
の歴史や街に思い巡らせながらいつもとは違う銀座を感じてみましょう♪

★「現地集合ツアー」の紹介ページはこちらをクリック★

東京メトロ銀座駅・A13番出⼝（10：00集合）--銀座⼀∼⼆丁
⽬（⽔⽟路地や歴史的建物・銀座発祥の地碑）--銀座三∼四丁
⽬（ガス灯やキャバレー・今も⼈々が⾏きかう⽣活路地）--銀
座四丁⽬（稲荷神社が鎮座する戦後⽣まれの路地・銀座唯⼀の
袋⼩路）--銀座五丁⽬（江⼾時代からひっそりと残る由緒ある
路地・バールパンなど）--オーバカナル銀座店（フランス⼤衆
⾷堂⾵のレストランでランチ）--銀座六∼七丁⽬（昭和モダン
の雰囲気とカフェの中の路地）--銀座⼋丁⽬（表通りとは異世
界の味ある路地・⾦春湯など）--新橋駅（14：30解散予定）

11 街歩き
和の情緒あふれる街並みと路地裏散策
神楽坂ぶらさんぽ

普段何気なく通り過ぎる街並も少し⽴ち⽌まってみると様々な歴史が交差し、積み重ねられた⽂化に触れることが
できます。「街」の魅⼒を再発⾒しませんか？

【定番！⼈気の神楽坂ぶらさんぽ】
気軽にそとあるき⼈気NO.１コースです。⼊り組んだ路地裏を地元に⽂化や歴史に詳しい案内⼈と散策します。
赴きある⽯畳や三味線の⾳、芸者さんが歩いて⾵景が思い浮かぶような雰囲気をお楽しみください。

JR飯⽥橋駅・⻄⼝改札(10:30集合)--⼩栗横丁--本多横丁--芸者
新道--かくれんぼ横丁--花かぐら(趣きある料理店でランチ）--兵
庫横丁--寺内公園--毘沙⾨天--神楽坂通り(15:00解散予定) ※歩
⾏約3km

12 街歩き
ジブリ∼⽿をすませば聖地巡礼∼＠聖蹟桜ヶ
丘

1995年公開のジブリ映画「⽿をすませば」、公開から20年たった今でも⼦どもから⼤⼈まで幅広く愛される不朽
の名作。モデルとなった町で本物のジブリを体験してみませんか？

9:00 聖蹟桜ヶ丘駅集合
9:30 聖地巡礼
12:00 ランチ
13:00 東京都埋蔵⽂化センター
15:30 解散

13 街歩き ジブリ∼千と千尋聖地巡礼∼＠⼩⾦井&⽬⿊
⽇本歴代映画興⾏収⼊1位を誇る『千と千尋の神隠し』。あの不思議な世界観をもった油屋や居酒屋のモデルと
なった⼟地や建築物を巡る。

9:00 武蔵⼩⾦井駅
10:00 江⼾東京たてもの園到着 ⾒学
14:00 ⽬⿊雅叙園⾒学
15:00 解散

14 街歩き 芸術で溢れる1⽇！東京神奈川の芸術巡り
⽇本を代表する国⽴博物館、そして『芸術は爆発だ』で有名な神奈川県出⾝の岡本太郎美術館を巡り、芸術を鑑賞
する

9:00 上野駅集合
9:30 国⽴博物館⾒学
12:00 昼⾷
13:30 岡本太郎美術館
15:00 解散

※1　本ユニットコースは、日にち、申込み人数により受付できない場合もございますので予めご了承ください。

※2　予約が必要な見学地につきましては、お申込み後の手配となりますので予約ができない場合もございます。
東京学生エスコート　ユニット５０　Ver.4



15 街歩き 東京新⼤久保で感じる異国情緒の旅
新⼤久保といってコリアンタウンを創造する⽅も多いかと思います。しかし現在新⼤久保には、中国、タイ、ベト
ナム、ネパールなど多国籍化が進んでおり、異なる多くの⽂化に触れることがきます。また昭和時代から続く古き
良い⽇本の歴史も…？その中で⼤学⽣ガイドが⼀押しのお⾷事を紹介します！

9:00 新宿駅集合 徒歩で新⼤久保へ
10:00 新⼤久保タウンウォッチング
12:00昼⾷
15:00 新宿駅解散

16 街歩き
東京のサブカルチャーを⾝体で感じ取るタウ
ンウォッチングツアー

⽇本のファッションや流⾏をつくりだしてきた下北沢と⾼円寺。その街並みやおしゃれな雰囲気を歩きながら感じ
ていきます。途中、趣深い古着屋へも…？

9:00 ⾼円寺集合 タウンウォッチング開始
12:00 昼⾷
13:30 下北沢到着 タウンウォッチング開始
15:30 解散

17 街歩き
“⾕根千”東京下町の⼈情に触れるぶらぶら
街歩き

東京の⾕中、根津、千駄⽊この三つのエリアを頭⽂字を取り“⾕根千”と呼んでいます。今、⾕根千散歩が盛り上
がりを⾒せているのです！平⽇週末にかかわらず、⾕根千にはガイドブック⽚⼿に多くの⽅で賑わいます。魅⼒は
ズバリ！東京の古き良き下町の⾯影を残しつつ、新しいお店なども増えている事。このエリアを歩けば、「懐かし
くもあり新しい」そんな街の表情を味わう事が出来ます。⾏くべき店、体験すべきコト、⾷べてもらいたい場所、
ものを学⽣が事前に調査し、当⽇⽣徒さんと⾯⽩楽しく巡ります。

9:00 上野公園スタート→ 15:00上野公園⼜は⻄⽇暮⾥駅

18 街歩き
横浜の”ハマ”、その秘密とは？江⼾との結
びつきを解き明かす

江⼾時代は⼩さな漁村だった横浜が、幕末の開港をきっかけに、わずか160年⾜らずで加速度的に成⻑を遂げた背
景には“ハマ”の存在があったとは・・・・⼀体どういう事？タモリさんが、横浜発展の知られざる秘密を歩いて
解き明かします。中華街でタモリさんが⾒つけた地⾯のわずかな⾼まり。実は、江⼾時代の横浜村、つまり“ハ
マ”だった？官公庁が集まる横浜の中⼼地・関内（かんない）。その名前の由来を⺬す痕跡がある

9:30 横浜駅集合
10:00 横浜・中華街探索
15:00 解散

19 街歩き
銀座、渋⾕、新宿、３⼤繁華街物語
∼絶対におもしろい歩き⽅がある∼

東京を代表する３つの繁華街を学⽣がその歩き⽅をエスコートします。
ただの⼤きな繁華街がいろんな視点で解説します。
「噂で聞いたことのあるあの町はこんなのかあ」と感じてもらえるよう、最もその繁華街を感じられる歩き⽅、街
の⾒⽅の視点で巡ります。

芝公園集合…増上寺⾒学…東京タワー展望台へ…国会議事堂到
着・国会観察…解散

20 街歩き 五感で感じる上野・東⼤ツアー
アメヤ横丁の練り歩きから始まり、⻄郷隆盛で有名な上野公園、そして近くの東京⼤学を回る。アメヤ横丁では東
京らしい活気のある商売を、東京⼤学では⽇本⼀の雰囲気を⾝体で感じます。

御徒町集合…アメヤ横丁練り歩き…上野公園探索…東京⼤学視
察…解散

21 街歩き てっちゃんとゆく東京鉄道の歴史ツアー

鉄道好きならココしかない！明治時代1825年、⽇本の鉄道の先駆けとなった『横浜ー⽇本橋』区間を⾛った鉄
道。その出発地と到着地へ赴きます！昼⾷はもちろん、名物駅弁。いろんな種類の駅弁を買って、班員で「ケンカ
がないよう」みんなで分けて⾷べます。刻々と時間の経過とともに発着する電⾞。最も「効率のいい場所」「鉄
ちゃん」ならではの視点で⾒つけた絶好の⾒学スポット、撮影スポットを案内し、鉄道の奥深さを感じていただき
ます。

鍛冶橋…東京駅…新橋駅…旧新橋停留所⾒学…鉄道起点０哩標
識…横浜駅到着…原鉄道模型博物館

22 街歩き

テレビ局本社 ２∼４社⽐較ツアー

※テレビ局は⼀般開放されている箇所の⾒学
となります。

観光スポットとして⼈気のテレビ局本社へ⾏ってみよう。グッズ売店やカフェも併設されており楽しめます。
東京駅…⾚坂TBS⾒学…汐留⽇テレ⾒学…昼⾷…六本⽊テレビ
朝⽇⾒学…渋⾕NHKスタジオパーク⾒学

23 街歩き
臨海地域で学ぶ 東京のよく⾒えるところ、
よくみえないところツアー

テレビ業界や報道業界は東京という都市の⼀⾯ではありますが、⼤⼈⼝を⽀えるには、表⽴っては⾒えてこない
様々なインフラがあります。その⼀つである下⽔道施設を⾒学し、その後「⽔の科学館」では⽔について理解を深
めます。最後は台場の⼈気スポット「フジテレビ本社」を⾒学。

有明駅…有明⽔再⽣センタ…⾒学…虹の下⽔道館⾒学…昼⾷…
⽔の科学館⾒学…フジテレビ本社⾒学

24 街歩き
⾒た⽬とは違う超硬派な⼥⼦⼤⽣ギャルと廻
る、原宿・⻘⼭・表参道、ファッションの中
⼼を⽣き⽅講座

⽇本、ファッションの中⼼、原宿・⻘⼭・表参道を⼥⼦⼤⽣の案内で廻ります。しかしこの⼥⼦⼤⽣は超が付くほ
どの努⼒家で外⾒とは全く違う、⽬標に向かってひたむきなストイックな⽣き⽅をしている体育会系⼥⼦。⼀緒に
ファッションの中⼼を廻りながら、⽣きるとは何か？⻘春の情熱をどこにぶつけるべきか、本⼈の哲学、⽣き⽅も
伝えます。
もちろん、街のショーウィンドウにあるブランド品は購⼊できないので外から眺めｒだけ、そして本当に⼤切なも
のと物欲の接点を話し合います。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・原
宿・・・⽵下通り・・・路地散策・・・国連⼤学・・・⻘⼭学
院⼤学・・・表参道・・・再集合場所、解散

25
街歩き・体

験
下町江⼾職⼈を訪ねて

墨⽥区、江東区、台東区監修、下町職⼈体験⼯房
江⼾指物、蒔絵、提灯、切⼦・・・ これらの中からお選びいただきます。
⼤学⽣も⼀緒に参加しながら、単に体験するだけでなく下町の路地を⾯⽩楽しく回ります。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

26 社会
政治って何するの？
国会議事堂・衆議院⾒学
※衆議院申込みが必要となります。

衆議院⾒学と⼈気のホテルバイキングをお楽しみいただけます。国会議事堂は70余年の歴史ある建造物としても
⼀⾒の価値ありです！ツアーの⾏程は、国会の衆議院を減額後、憲政記念会館を⾃由に⾒学。⾃⺠党本部や⼤使館
などを抜け、⾚坂へ徒歩で移動していただきます。

10:40 国会議事堂前駅 地上1番出⼝にて集合・受付
国会議事堂・衆議院本館内部⾒学
憲政記念館（⾃由⾒学）、徒歩にて、散策（約20分）
13:30 ⾚坂エクセルホテル東急にてランチバイキング（90分
間）
⾃由解散（∼15:00まで）

27 社会
市場移転問題の現場を訪ねる！
東京の台所 築地＆豊洲市場

話題となった築地と豊洲を回り、この問題について考えます。
なぜ、このような問題が起こったのか？
築地を残すべきか、否かについてディベートを⾏います。
⾷事は築地周辺の学⽣がお勧めの安めの⿂定⾷。築地の町を歩きながら、築地本願寺にも参拝します。

築地場外市場 豊洲市場 ⾒学
⽔産卸売場、せり⾒学台、ドックシェルター、補助315号下連
絡通路、⽔産仲卸売場、屋上緑化広場、ターレスロープ、⻘果
卸・仲卸売場、モニタリング井⼾、排⽔施設棟（地下⽔管理シ
ステム）など。
※⾒学の施設は申込み後に内容が確定します。

28 社会
⽥園調布、成城など都内の⾼級住宅街にある
⼤⾦持ちの暮らしと豪邸建物探訪。
幸せの定義を考える。

東京の豪邸ってどんなの？普通では決してみることのできない⾦持ちの⽣活。豪邸にお願いして特別に⼊れていた
だき、東京の⽣活を⾒学します。⾼級住宅街を歩き「そのような⽣活があるのだ」と感じていただくことで修学旅
⾏⽣は何を感じるのでしょうか？
この後ワークショップを⾏い、⼈⽣の⽬標、幸せとは何か？についてディスカッションします。

集合場所
東京、⽻⽥空港 集合、エスコートと合流・・・・成城・⽥園
調布など・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

29 社会

東京の3⼤社会科⾒学めぐり 「法務省」「貨
幣博物館」「東京証券取引所」散策 ∼農林⽔
産省・職員⾷堂でご昼⾷付∼

⽇本の政治、官庁の仕組み、地⽅と国の関係
も含めて、⼤学⽣が⾃作資料と併せて分かり
易く解説。公⺠の試験対策はこれでバッチ
リ。

◆法務省旧本館
明治28年（1895年）完成のドイツネオバロック様式の庁舎です。戦災で⼤きな被害を受けましたが、平成７年当
初の姿に復原されました。
※学芸員による案内が約20分あります。
◆貨幣博物館
1985年の開館以来、さまざまな貨幣や、貨幣に関連する資料を収集・保存し、調査・研究を進めるとともに、広
く⼀般に公開しています。
※⾃由⾒学になります。
◆東京証券取引所
リアルタイムの市場情報の提供を⾏う場として、上場企業に対しては的確な情報開⺬をサポートする東京証券取引
所スタッフがご案内＆⾒学します。
※ビデオの上映が約20分と2階⾒学ギャラリーより東京証券取引所の説明が約30分あります。

10:00 桜⽥⾨駅にて集合・受付
10:10 桜⽥⾨駅出発
10:30 法務省旧本館⾒学(案内⼈付)【約40分】
11:30 農林⽔産省職員⾷堂(昼⾷)
昼⾷後、タクシー移動
13:00 貨幣博物館⾒学(⾃由⾒学)【約40分】
⾒学後、徒歩移動
14:30 東京証券取引所⾒学（説明付）【約50分】
15:30 頃、⾒学後、各⾃解散



30 社会
⼀度は体験してみたかった新聞社⾒学！読売
新聞本社⾒学＆丸の内建築名所めぐり＆「オ
ザミトーキョー」の本格フレンチのご昼⾷

◆読売新聞東京本社⾒学
読売新聞についての説明と会社案内DVDの放映後、編集局⾒学（通路または⼊⼝付近からの⾒学）にご案内いた
します。
世界⼀の発⾏部数を誇る読売新聞の内部には予約なしでは⼊れません。

さらには、お⼀⼈様でも、グループでご参加でも楽しい体験タイム！
施設内の端末を使⽤して模擬取材体験をして頂きます。
模型で再現された架空の街にタブレット端末をかざすと現れる⼈物に取材をして記事を作ります。

10:10 読売新聞 東京本社前集合
10:30 読売新聞本社⾒学
丸の内建築めぐり
⽇⽐⾕公園散策
13:30 「オザミトーキョー」でお⾷事
14:30 頃、お⾷事終了後解散 12⽉11⽇は15時頃解散を予定

31 社会
霞が関、エリート官僚の職場と⽇本の政治の
中⼼めぐり

⽇本の政治の中⼼、霞が関。TVでよく⾒る政党の本部。各省庁の建物。多くの⼈が⾏き交う省庁内・・・
官僚を⽬指す学⽣エスコートに加え、エリート官僚OBに助っ⼈として参加していただき、霞ヶ関の機能、⽇本⾏
政システム、官僚の仕事を学びます。遠い世界と思っていたものが⽬の前で感じることができます。⾷事は官僚が
昼⾷時に往来する省庁内のレストランでランチを召し上がって頂きます。

集合場所・・・霞が関・・・国⼟交通省、外務省、農⽔省、⽂
部科学省、経済産業省、国会図書館など・・・集合場所

32 社会

社会科⾒学ツアー あなたの知らない⾦融の
世界！東京証券取引所 巨⼤物流ターミナル
「⽻⽥クロノゲート」と農林⽔産省⾷堂でラ
ンチ

⽇本国の政治の要「国会議事堂」・世界経済の中⼼地「東京証券取引所」・巨⼤物流ターミナル「⽻⽥クロノゲー
ト」を⾒学！ 各機関の社会科⾒学をお楽しみください！

上野(９:50発)--新宿(10:40発)--国会議事堂(⾒学／60分)
【11:30頃着】--農林⽔産省(省内「⼿しごとや咲くら」で昼⾷
／50分)【13:00頃着】--東京証券取引所(⾒学／60分)【14:30
頃着】--⽻⽥クロノゲート(「クロネコヤマト」の国内最⼤級の
物流拠点を⾒学／90分)【16:30頃着】--各地着(18:40∼19:30
予定)

33 社会 １⽇で回る 東京「公⺠分野」ツアー

公⺠の教科書で学んだことを１⽇で回って体感できる、学習効果の⾼いツアーです。まず警視庁本庁で警察の仕事
をツアーで巡ります（⽉∼⾦のみ）。その後築地で移動し昼⾷をとり、朝⽇新聞社のツアーに参加（⽉∼⾦）。新
聞づくりの現場や輪転機がフル回転する印刷⼯場を⾒学します。永⽥町の最⾼裁判所のツアーでは少⼈数では引率
の教員は必要ないので班別⾏動にもぴったり（⽉⽕⽊⾦のみ）。これらのツアーはすべて事前申し込み・予約が必
要です。

桜⽥⾨駅集合→警視庁９：００∼ツアー（７５分）→築地へ移
動し昼⾷→築地「朝⽇新聞」東京本社→１２：４５∼ツアー
（１０５分）→永⽥町 最⾼裁判所へ→１４：４５∼最⾼裁判
所ツアー（５０分）

34 社会 台場で学ぶ 「エネルギーとテクノロジー」

観光スポットとして⼈気のお台場ですが、実は最新テクノロジーやエネルギーについて学べる施設が多くありま
す。「中央防波堤埋⽴処分場」では２３区で出されるごみがどのように処分されているかを学びます。「ソニーエ
クスプローラサイエンス」でエンターテイメント業界で活⽤される技術を体験し、⽔素博物館「東京スイソミル」
では⽔素を⽤いた⽔素エネルギーについても学びます。

台場駅集合…中央防波堤埋⽴地処分施設⾒学…ソニーエクスプ
ローラサイエンス⾒学…昼⾷…⽔素博物館「東京スイソミル」
⾒学…台場観光

35 社会 東京「⾦融の名所」ツアー
⽇本の経済を動かす東京の⾦融の名所を巡ります。貨幣博物館では、教科書に掲載されている和同開珎や⼤判⼩判
などを⾒学。⽇本銀⾏本店、東京証券取引所を⾒学と、歴史だけでなく⾦融の最前線も学びます。

JR東京駅…貨幣博物館…⽇本銀⾏本店…昼⾷…東京証券取引所

36 社会 東京の「近代建築」を巡る

上野公園周辺は、東京の中でも素晴らしい近代建築が多く集まっているエリア。近代建築の巨匠ル・コルビュジエ
やジョサイア・コンドルなど、著名な建築家の作品を楽しめます。JR「上野」駅をスタート地点に、国⽴⻄洋美
術館 本館、国⽴国会図書館 国際⼦ども図書館などをまわり、不忍池のほとりを散策しながら旧岩崎邸庭園までを
巡るコースです。上野でしか⾒られない名建築を⼀⽇じっくり⾒て回りましょう。

JR「上野」駅… 国⽴⻄洋美術館 本館… 東京国⽴博物館 表
慶館 … 国⽴国会図書館 国際⼦ども図書館… 旧岩崎邸庭園

37 社会・科学 ⽇本の最先端科学をゆく！サイエンスツアー
東京だからこそ、そして⼤学⽣と⼀緒に⾏くからこそ学ぶことができる⽇本を代表する科学博物館を巡ります！将
来は科学者に！？科学に少しでも興味がある！って⽅にはもってこいのツアー！

川崎駅集合…東芝未来館…上野駅到着…国⽴博物館…解散

38 社会・歴史 千代⽥区史跡巡りと「遊就館」⾒学 神楽坂の街・東京の史跡を巡るとともに、平和学習として靖国神社の博物館である「遊就館」を⾒学する。
09:30神楽坂…まちあるき…靖国神社 遊就館⾒学 … 昼⾷…
⼩⽯川後楽園⾒学

39 歴史
安政の⼤獄、桜⽥⾨と江⼾城を古地図で巡る
歴史ロマン

安政の⼤獄はなぜ引き起こされたのか？江⼾城の桜⽥⾨外と彦根藩邸まではわずかに６００ｍ 安政7年3⽉3⽇
（1860年3⽉24⽇）の当⽇の動きを実際に体験し、その事件の背景と権⼒抗争のメカニズムまで学ぶ歴史ロマン
コース。また、江⼾城跡にも⾜を運び、ポイントを案内したのち、昼⾷を取りながら、江⼾時代から幕末にかけて
の歴史の流れを学びます。⾼校⼊試、⼤学⼊試対策として全国の⼊試問題から関連する良問を多数取り揃え実際に
解きながら回ります。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・⽔⼾
藩邸跡(⼩⽯川後楽園)・・・・彦根藩跡・・・
9:00
・・・加藤家跡・・・桜⽥⾨外の変跡・・・桜⽥⾨・・・江⼾
城・・・再集合場所集合、解散
15:00∼15:30

40 歴史 江⼾城⼤奥の秘話と江⼾城権⼒の奇跡

江⼾城をめぐるなかで、特に⼤奥について学ぶツアー。本丸は幕府政庁の「表」、将軍が政務を執る「中奥
（奥）」、将軍の私邸「⼤奥」に区分された⼤奥の暮らしぶり、⼤奥の果たしてきた役割を学ぶことで幕府の統治
システムから江⼾時代を学びます。ルートは江⼾城の⼤⼿⾨からスタートして百⼈番所、本丸へと回り、⼤奥跡ま
で向かうという江⼾城築城の歴史をだどります。その後、江⼾の歴史についてワークショップを⾏います。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・江⼾
城；（⼤⼿⾨、百⼈番所、中之⾨、松の廊下
9:00
⼤奥、本丸）・・・・・再集合場所集合、解散
15:00∼15:30

41 歴史 忠⾂蔵、⾜跡を訪ねて
※オプションで忠⾂蔵仮装（コスプレ）で巡るプランも可能

忠⾂蔵の舞台を浪⼠たちの⾜跡を追うコース。藩邸、松の廊下、本所吉良邸跡をめぐり、切腹までの⾚穂事件を楽
しみながら回ります。
吉良邸から泉岳寺まで、⼀部電⾞やバスを乗り継ぎながら上屋敷跡、終焉の地を回ります。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

42 歴史
THE EDO
江⼾、江⼾、江⼾探訪

⽇本橋は、江⼾幕府開闢（かいびゃく）とともに創架され、五街道の起点と定められました。
江⼾経済の中⼼的な役割を担い、商業と⽂化の発信地であったこの地を、ガイドの案内のもと探りましょう！
古地図を⽚⼿に、１００万都市江⼾の物流の主要的役割を担ってきた最多の⼈⼝を養ってきた⽔路の跡、商⼈の⽣
活圏、武家屋敷群跡をめぐることで、⽔の都江⼾から東京への移り変わりを感じます。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

43 歴史
東京駅
∼巨⼤地下空間は歴史の⽣き証⼈!?∼

東京の⽞関⼝・東京駅の周辺に広がる巨⼤な地下空間です。東京駅の地下には、ビジネス街「丸の内」から華やか
な「銀座」まで、総延⻑約18kmの地下空間が広がっています。この地下空間に隠されたさまざまな秘密を、タモ
リさんが徹底的に解き明かします。⼋重洲の地下に眠る、江⼾城の痕跡とは?最先端の地下の利⽤法とは?80年前
から今に⾄るまで、広がり続ける地下空間のうつり変わりも明らかに!73分のスペシャル版でお送りします!

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

44 歴史
江⼾城
∼広⼤な城跡に隠された権⼒の証明∼

明暦三年（1657）に起きた「明暦の⼤⽕」で消失するまで、江⼾城には天守がありました。それも、全⾼は60
メートルほどもある、⽇本最⼤級の⼤天守でした。しかしその後、現在に⾄るまで再建されていません。その理由
は何なのか？⽇本史を時代の流れで捉える、江⼾を徹底的に学びます。
コースは最初に簡単な座学を⾏い、その後江⼾城跡をめぐり、昼⾷を兼ねて振り返りを⾏います。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

45 歴史
東京・⽬⿊
∼⽬⿊は江⼾のリゾート!？∼

ブラタモリで紹介。⽬⿊と⾔えば、落語「⽬⿊のさんま」でもおなじみ。いまでは⾼層マンションやおしゃれな店
が⽴ち並ぶ、⼈気急上昇中のまちです。そんな⽬⿊が「江⼾のリゾート」・・・いったいどういうことでしょう？
「驚きの⽬⿊」の知られざる姿をブラブラ歩きながら明らかにしていきます。そもそも江⼾時代、⽬⿊は江⼾の市
中ではありませんでした。そんな場所に⼤勢の庶⺠が押し寄せたのは、「⽬⿊不動」というお寺があったから。江
⼾の町から⽇帰りで参拝できるという絶妙の距離感もあって、⾨前町は⼤にぎわいだったといいます。セレブにも
愛された⽬⿊には、⼤名の別荘が⽴ち並んでいました。⼤名屋敷を⽀えるためにつくられた⽤⽔の痕跡をたずね、
さらに⽇本初の総合結婚式場として有名な⽬⿊雅叙園へ。⽂化財になっている豪華な“百段階段”が物語る、⽬⿊
が愛され続けてきた理由とは？

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30

46 歴史 古地図でめぐる 下町物語
⼤学歴史研究会がプロデュース
古地図をもちながら、かつての江⼾の町を探ります。今ではマンションの⽴っている場所がかつての歴史の舞台で
繰り広げられた重要な場所であることも多々。現在と過去を古地図と⽐較し、歴史を別の⾓度で学びます。

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30



47 歴史 あの教科書の⾙塚へゆく 教科書でもでてくる有名な⼤森⾙塚。絵ではなく⾃分の⽬で実物を確かめ、東京で古くからの時の流れを感じる。
⼤森駅集合…⼤森⾙塚⾒学…平和島にて昼⾷…ベイブリッジ視
察…解散

48 歴史
⽇本の中⼼、完成したばかりの丸の内広場∼
皇居∼銀座の歴史変遷

アメリカのGHQ最⾼司令官マッカーサーが出席した対⽇理事会が開催された場所である明治⽣命館を始めに、三
井、三菱の財閥、過去から続く⼀流企業の現在までの変遷を学び、財閥解体とその意味、江⼾から昭和まで、⽇本
を経済で⽀えたその歩みを回ります。

東京駅集合…丸の内広場…明治⽣命館⾒学…皇居…銀座を探索
…勝鬨橋⾒学…勝どき駅解散

49 歴史 東京にある幕末期の史跡を巡る
幕末期「東禅寺」に、最初の英国公使館が置かれた。そこで、神聖なお寺に異邦⼈を居住させたことに対し、抗議
する攘夷派浪⼠たちによる“襲撃事件”が⼆度も起こった。庫裏⼊⼝の軒屋根を⽀える柱に、今なお残っている
“⼑痕や弾痕“が、その戦いのすさまじさを物語っている。

09:30有楽町「東京フォーラム」⼟佐藩上屋敷跡…⾼輪「東禅
寺」⾒学…昼⾷…⽥町「江⼾城無⾎開城」の碑…解散

50
歴史、街歩

き

コメディアンの卵、コメディアンを⽬指して
いる学⽣と⼀緒に歩く浅草、下町
※２班限定

⽂字どおり、浅草からスカイツリーまでの下町エリアをお笑い（の卵）学⽣によるエスコートで⼀緒にめぐりま
す。
スポットスポットでお笑い（の卵）芸⼈の卵と⼀緒に、⾷べて、歩いて、聞くツアー。お笑い（の卵）は、売れる
ための修⾏として渾⾝のネタを仕⼊れて披露します。暖かい⽬で⼀緒に楽しんでください。
昼⾷はお笑い（の卵）が選んだ場所でご案内

集合場所
東京駅、⽻⽥空港など、集合、エスコートと合流・・・・都内
各地・・・・・再集合場所集合、解散
9:00 15:00∼15:30


