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高知県は、広大な太平洋に面した東西713kmの海岸線や、面積の84％に森林や山々が広がります。

この地に生きる“こうちじん“に触れ学ぶことは、豊かな感性と未来に踏み出す力を養います。

高知で学んだ経験は、教科の枠を越えた「生きる力」と「学ぶ力」を育みます。
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高知だから学べる！地域が育んだ教育素材

「資源」

「環境」

「食」 人の心身を育てる食育・豊かな自然環境が育んだ食・体験を通して学ぶチームワーク

歴史の成り立ち・様々な偉人の軌跡・時代に学ぶ意義

命の価値と救命・災害に対する備えと意義

「文化 」 伝統工芸と地域・生活との関わり・文化・技術の継承と意義・今後の可能性

「歴史 」

重要な資源の活用とそれをいかす役割と意義

「ＳＤＧｓ」を素材とし
たアクティブラーニング
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高知県の教育素材を基に「ＳＤ
Ｇｓ」を学ぶ体験プログラムを
提案し、
・主体性を持った学習
・グループワークでの社会的能
力の向上

・課題を発見し、解決する力を
身につけ、「持続可能な社会
の創り手」を育成します。

「人」 地域に生きる・おもてなし・風土と生活



高知県「ＳＤＧｓ」体験プログラムの取組み
「主体的・対話的で深い学び」のために

【事前学習】

高知特有の「自然」、「歴史」、「食」、「文化」、「防
災」、そして「人」を通じて学ぶことに興味や関心を持ち、
自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持
って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につ
なげる学びが実現できます。

【体験学習】

地域事情に合致したテーマで、生徒同士の協働、教職員や地
域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えることなどを
通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できま
す。

【事後学習】

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質
に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連
付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、
問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造し
たりすることに向かう「深い学び」へと繋がります。

高知県教育旅行×ＳＤＧｓ
高知県での教育旅行についてＳＤＧｓ目
標の一つ「質の高い教育をみんなに」を
掲げます。

・「食」×ＳＤＧｓ
「鰹」をはじめ、海、山の食材に恵まれた高知県。
自然からの産物を無駄なく循環させることができる
ように、「つくる責任 つかう責任」の意識を高め
ます。

・「文化」×ＳＤＧｓ
高知県の文化の一つでもある伝統産業を体験すること
で、「産業と技術革新の基礎をつくろう」の達成を
目指します。

・「環境」×ＳＤＧｓ
起こりうる災害を学習し、「気候変動に具体的な
対策を／住み続けられるまちづくりを」の具現化に
努めます。

・「自然」×ＳＤＧｓ
繋がっている「山」・「川」・「海」での体験プ
ログラムを通じて、生態系や自然の育みを学習し、
「海の豊かさを守ろう／陸の豊かさも守ろう」
に取り組みます。
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主体的
な
学び

対話的
な
学び

深い
学び



事前学習
（調査・予備知識・課題）

現地学習
（体験・検証・発見）

事後学習
（感想・発表・考察・問題定義）

テーマの設定
（イメージ・トッピクス・興味・特色）

広域
組織

学ぶ

学びのサイクル

受入システム

学習手順

高知県では、各地域に観光のワンストッ
プ窓口となる広域組織を立ち上げ、教育旅
行における要望にお応えできるように着地型
旅行商品の企画、造成、販売から地元観光施
設や体験事業者へ一括した手配・調整・精算
までを行っています。

（一社）高知県東部観光協議会

（一社）土佐れいほく観光協議会

（公社）高知市観光協会

（一社）須崎市観光協会

広域組織

（一社）幡多広域観光協議会
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嶺北エリア

【四万十・足摺エリア／幡多広域観光協議会】

●民泊軒数：86軒
●受入対応数：約３００人
●プログラム対象市町村
★四万十市／★黒潮町／★三原村
宿毛市／土佐清水市／大月町

●主な宿泊施設
新ロイヤルホテル四万十
ホテルサンリバー四万十
四万十の宿
ホテル星羅四万十
ネスト・ウエストガーデン土佐
足摺国際ホテル
足摺パシフィックホテル花椿
ベルリーフ大月

【奥四万十エリア／須崎市観光協会】

●民泊軒数：約130軒
●受入対応数：約150人（1日1校）
●プログラム対象市町村
★須崎市／津野町／梼原町
中土佐町／四万十町

●主な宿泊施設
須崎市内民宿
星ふるヴィレッジTENGU
※令和3年6月頃リニューアルオープ
ン。

高知市エリア

【安芸・室戸エリア／高知県東部観光協議会】

●民泊軒数：257軒
●受入対応数：約240人
●プログラム対象市町村
★安芸市／★室戸市／★東洋町
★奈半利町／★田野町／★安田町
★芸西村／★北川村／★馬路村

●主な宿泊施設
リゾートホテル海辺の果樹園（物部川エリア）
Ｒｏｙａｌ Ｈｏｔｅｌ土佐
ホテルＴＡＭＡＩ
ホテルなはり
ニューサンパレスむろと
ホテル明星
東洋白浜リゾートホテル

【嶺北エリア／土佐れいほく観光協議会】

●民泊軒数：64軒
●受入対応数：約100人（3クラス）
●プログラム対象市町村
★大豊町／★土佐町／★本山町
★大川村

●主な宿泊施設
ゆとりすとパークおおとよ（コテージ）
さめうら荘レイクサイドホテル

物部川エリア

安芸・室戸エリア

奥四万十エリア

仁淀川エリア

四万十・足摺エリア

※高知市エリアの主
な宿泊施設につきま
しては、
P 19 をご参照くだ
さい。
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田舎寿司づくり体験鰹の本格藁焼きタタキ作り体験

こんにゃく・豆腐づくり体験ちくわ・天ぷら作り体験

SDGs体験プログラム

12 つくる責任つかう責任

四国山地から太平洋まで広く変化に富んだ景観が特徴の高知県

では、豊かな自然環境を背景とした漁業・農業が栄えてきました。

この地での「食」を通した体験プログラムにより、自然環境と人々

の暮らしとの関わりのなかで豊かな人間性を育みます。

高知県の自然と人々が、長い年月をかけて築き上げてきた土佐

の「食」。体験プログラムを通して、日々の「食」との関わりを見つ

めなおすとともに、地元の方々や仲間とふれあい、豊かな感性を

養います。
テーマの設定

事前学習

現地学習

事後学習

●なぜ、「鰹のタタキ」は、高知県を代表する料理のひと
つになったのか？

●高知県の「田舎寿司」は、どのような背景から誕生し
たのか？

●黒潮が高知県の漁業にもたらしている恩恵を調べる。
●高知県における郷土食材を調べる。

●人との交流を通じ、歴史や生活の成り立ちを学ぶ。
●「見る」「触れる」「食べる」「感じる」ことで本物を学ぶ。

●自分たちの地域で行われている農林水産業が、どの
ような自然環境や歴史的背景により成立しているかを調
べる。
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木工体験内原野陶芸体験

天日塩作り体験土佐和紙紙漉き体験

ＳＤＧｓ体験プログラム
9 産業と技術革新の基盤をつくろう

地域に伝わる伝統産業は、その地で人々が生きるための知恵で

あるとともに、周辺環境の変化を受け、新しい知識や技術の導入

による試行錯誤を積み重ねる中で日々変容しています。これらを

知り、実際に体験することを通して、地域で継承される伝統や文

化に対する関心を高め、豊かな人間性の醸成を図ります。

高知県では、自然を生かした様々な伝統産業が、形を変えつつ

今日まで受け継がれてきました。これらを体験することを通して、

地域の自然環境と人間との共生のなかで伝統産業が形成されて

いくことを知るとともに、文化の継承と意義を見出します。

事前学習

●体験する地域の歴史や気候の特徴を調べる。

●市場を調査し、体験する伝統産業 （製品）の位置づけを把握
する。

現地学習

●実際の作業を通して、受け継がれてきた技術を学ぶ。
●人に学び、作る難しさと楽しさを知る。

事後学習

●自分たちの地域の伝統産業が、どのような背景で成立してい
るか調べる。

●伝統産業を後世に残していくためには、どうすればよいのか
話し合う。

テーマの設定

●伝統産業が生まれた背景を知ろう。
●伝統産業を後世に残していくためには、どうすればよいのか。

よさこい踊り体験
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ＳＤＧｓ体験プログラム
4 質の高い教育をみんなに

近代日本の基礎を築いた偉人たちを輩出した地を訪れることで、歴

史的背景や彼らの精神に触れ、歴史への理解と関心を深めます。

高知県は幕末から明治・大正・昭和初

期にかけ、坂本龍馬や板垣退助、中

江兆民など、多くの偉人を輩出しまし

た。激動の時代にあって信念を貫き、

近代日本の歴史に大きな影響を与え

た彼らを知ることを通して、近代日本

史を理解するとともに、歴史への関心

を深めます。

高知県立坂本龍馬記念館
激動の時代を駆け抜けた坂本龍馬の生涯を紹介、顕
彰する施設。龍馬にまつわる品々などを常設展示す
るほか、様々な企画展を実施。
●所要時間：約60分
●受入時間：9:00～17:00（最終入館16:30まで）

高知県立牧野植物園
高知出身の世界的植物学者 牧野富太郎博士の足跡を紹介、顕彰
する展示のほか、四季折々にゆかりの植物など約3,000種を楽
しむことができる。
●所要時間：約2時間
●受入時間：9:00～17:00

高知城懐徳館
江戸時代からの天守や追手門などが残る高知城。「南海道
随一の名城」とも謳われ、優美な姿を今に残している。
●所要時間：約90分（公園内の散策も含む）
●受入時間：9:00～17:00（最終入館16:30まで）

高知県立文学館
紀貫之の古典から有川浩など現代まで、多彩な高知に
まつわる文学者・作家などの文学資料等を数多く展示。
●所要時間：約60分
●受入時間：9:00～17:00（最終入館16:30まで）

高知市立自由民権記念館
近代史に大きな影響を与えた土佐の自由民権運動を
学び、その意義を現代及び未来にいかす歴史博物館。
板垣退助、植木枝盛、中江兆民ら、高知県出身の指
導者にまつわる展示などがある。
●所要時間：約60分
●受入時間：9:30～17:00（開館9:00）

高知よさこい情報交流館
高知は「よさこい鳴子踊り」誕生の地。よさこい祭
りの歴史紹介や、祭りにまつわる品々などを展示し
ている。鳴子を手に衣装も身につけて踊りを体験で
きる「よさこい体感コーナー」も設置。
●所要時間：見学は約20分、体験は約15分
●受入時間：10:00～18:30（最終入館18:00まで）

高知市立龍馬の生まれたまち記念館
坂本龍馬を顕彰し、龍馬の人間形成の基盤となった
家族や当時のまちを紹介する施設。周辺には龍馬ゆ
かりの史跡もある。
●所要時間：約30分
●受入時間：8:00～19:00（最終入館18:30まで）

高知県立高知城歴史博物館
土佐藩主山内家伝来の資料を中心に高知県の歴史・
文化を紹介する博物館として、高知城前にオープン。
体験型の展示や映像などを通して楽しみながら歴史
を学ぶことができる。
●所要時間：約60分
●受入時間：9:00～18:00（月～土曜日）

8:00～18:00（日曜日）



日本初の津波シェルター（室戸市佐喜浜町）を見学！

1.解説
室戸世界ジオパークセンター内で、
ジオパークについて解説します。

2.観察
室戸岬サイト（または行当黒耳海
岸）での野外観察を実施します。

3.ジオパーク見学
室戸ジオパークセンターで展示資料
の見学や、ジオシアターを体験しま
す。

4.津波シェルター見学

日本初の津波避難シェルターを見学
します。

10～160名
約3時間30分（バス移動含む）

通年
帽子、日焼け止め、筆記用具

40名まで

受入人数

設定期間

班分け

所要時間

近い将来必ず起こるといわれ
る「南海トラフ巨大地震」。
室戸市では、地震発生から津
波到達時間が最も早い３分と
いわれており、防災対策の推
進に向けた、きめ細やかな防
災計画が策定されています。

備蓄非常食の
実食体験

入口は柱で瓦礫から
守られています。

約70人が収容できる、
横穴シェルター

トンネルなので、冬は
暖かく、夏はひんやり。

竪穴のらせん階段を
上ると、山の中腹へ。
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津波実験

準備物

13 気候変動に具体的対策を

ＳＤＧｓ体験プログラム
11 住み続けられるまちづくりを
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1.ツアーの目的
未来に被災する土地。将来必ず起こる南海トラフ地震に備え
高知市の防災課題を通じて、発災時に命を守る避難行動を学
ぶ。
このツアーでの学びを地域に持ち帰り、地域防災力の向上を
目指す。
2.内容：防災視線での街歩き（※1グループ6～8人で街歩き）

・災害想定を知る ・危険個所のチェック
・避難経路の確認

3つの視点で街歩き 地域+学生+支援者
1.地域力：消防団員や地域住民が生活者の視点で地域課題を説明
2.学生力：高知県立大学生が大学の学びを通じて防災対策を提案
3.支援力：過去18災害での被災地支援経験者が未災地ツアーを企
画・監修

防災・学習（高知市防災体験プログラム）

平成25年度ぼうさい甲子園にて
未被災ツアーがぼうさい大賞を受賞

イラストを使った避難所配置ゲームで
平成26年度防災まちづくり大賞を受賞

②避難所配置ゲーム
1.目的
自分の学校が避難所になったことを想定し、受付、救援物資
置場等の配置、高齢者・障害者等、特別に配慮を要する人の
配置、求められる対応事例を協議するなど、考え判断するた
めのゲーム。
2.内容：避難所の配置と対応を学ぶ

・通路確保、受付、掲示板等の配置
・要配慮者の配置を考える
・対応事例表での対応を協議

①未災地ツアー

【自分の学校が被災地になった】
体育館の通路は？トイレ使える？／受付、掲示板、物資はどこ？／要配慮者は教室？ペットは？
◎あなたの学校の見取図をお送りください（全体・校舎・体育館）

ＳＤＧｓ体験プログラム
11 住み続けられるまちづくりを
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都会に無い山・川・海の美しい豊かな自然との触れ合いや、そこに

根差した人々と心の交流を通して、心と身体の調和した「生き方」を

育むとともに、地域の農林水産業の現場を体験することで、自然と

人々の関わりを考え、職業観など今後のキャリア形成に必要な視点

を養います。

田植え体験 川エビ漁体験

高知県では、そこにある自然と地域資源を生かした民泊型教育旅

行（家業体験）に取り組んでおり、山間や海辺の自然・文化を取り

入れた様々な体験学習を通して豊かな人間性の醸成に寄与しま

す。また、各地域の自然環境を生かした農林水産業の発展を、現

地の体験を通じ環境、産業、食文化といった教科・科目の垣根を越

えた学習により、労働への感謝や幅広い職業観に繋げます。

船釣り体験 柑橘類収穫体験

事前学習

現地学習

事後学習

テーマの設定

●地域の暮らしぶりや文化の違いに
ついて考えてみよう。
●家業・農林水産業と日常生活への
関係について。

●地域の主な仕事を調査。

●歴史的な歩みや特色、環境等を踏
まえて変化の道を調べる。

●民泊等を通じ受入家庭の家業や
地域産業を体験し生活実態を学ぶ。
●日常では、味わえない体験と人との
関わりあいから感性を磨く。

●地域の課題や産業の成り立ちとこれ
からを考え、人同士の繋がりが社会
にどう繋がるかを話し合う。

ＳＤＧｓ体験プログラム

14 海の豊かさを守ろう
ＳＤＧｓ体験プログラム
15 陸の豊かさも守ろう
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田舎暮らし体験（民泊・家業）

家業体験（林業）

家業体験（養鶏業）

民泊・家業体験

（概要一例）

家業体験（農業）

家業体験（漁業）

高知県は、太平洋に囲まれた地であ
る為、漁業の恩恵が大きく、新鮮な
海産物が日々の生活を彩っています。
日常では、味わえない経験と仕事の
難しさを学べます。

高知県は、森林面積が84％と山々に
囲まれた地である。林業や加工業も
多く自然と共生していくことを学び
環境を考える力を身に着けることが
できます。

畜産では、土佐あかうしに、はちき
ん地鶏、土佐ジローや四万十ポーク
まで、その地で育った自慢の家畜が
ブランドとなり毎日の暮らしに生き
ています。

恵まれた気候と地場の野菜から果物、
穀物まで、様々な食材を日々育てる苦
労と、生産者への感謝の心と豊かな恵
みについて学び考える機会となります。

民泊先の家庭で実際に兼業され
ている家業を体験したり、日々
の暮らしを支えている仕事の意
味を学びます。新たな体験と人
との触れ合いが人生の大きな経
験となります。



豊かな自然のなかでの体験を通して、自然・環境への関心を高める

とともに、望ましい人間関係を形成し、集団への所属意識や連帯感

を深めます。

「日本最後の清流」と呼ばれる四万十川や、日本一の水質を誇る

と同時に日本一の水辺利用率を誇る仁淀川に象徴されるように、

高知県での自然体験を通して、自然との共生について考える視

点を養い、環境に対する関心を高めます。

事前学習

現地学習

事後学習

テーマの設定

●体験活動中に見つけた、自分たちの地
域では見られない生物や風景についてま
とめてみよう。
●仲間と協力して、〇〇をやってみよう。

●体験を実施する場所について、自然の
特徴やその地域の歴史について調べる。
●仲間を大切にし、安全に気をつけ体験
活動を実施するために、決められたルー
ルやマナーを調べる。

●「山・川・海」と環境を活かした体験プロ
グラムにより、集団意識と様々な場面で
の判断力を身につける。

●事前学習で得た知識と体験で学んだ
ことを統合させ、まとめる。
●体験中の行動を振り返り、お互いに
評価する。

ホエールウオッチング

ドラゴンカヌー体験 イルカ教室+トレーナー体験

大豊町ラフティング体験

14

ＳＤＧｓ体験プログラム

14 海の豊かさを守ろう
ＳＤＧｓ体験プログラム
15 陸の豊かさも守ろう
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高知県内アクティビティー
（概要一例）

カヌー

SUP

シーカヤック

※アクティビティー各種につきましては、各広域組織にご確認をお願いいたします。



ＳＤＧｓ体験プログラム

13 気候変動に具体的な対策を

DAM-DATA

所在地：高知県土佐郡土佐町・長岡郡本山町

河川名：吉野川水系吉野川

形 式 重力式コンクリートダム

ゲート クレスト越流形ローラーゲート×６門

堤 高 106ｍ(27階建てのビルに相当)

堤頂長 400ｍ(新幹線16両と同じ)

貯水量 3.16億㎥(学校の25ｍプール75万杯分)

16

↑ダムカードってご存じ
でした？
基本的な情報からちょっとマ
ニアな情報まで、全国のいろ
いろなダムがカードになりま
した。ダムを訪問された方に
無料で配布しています。

↑不思議な空間！早明浦ダ
ムの内部見学

生活に欠かすことのできない「水」の供給源「ダム」。施
設やダムの働き・役割等の概要説明を、プロジェクター映
像などを見ながら知ることができます。また、貯水量は学
校のプールの何倍分？、貯水池面積は甲子園球場の面積の
何倍？などクイズ形式の説明で、より楽しく学習していた
だけます。さらに、非日常的空間なダム内部見学で探検要
素も含んだ教育プログラムとして活用いただけます。（ダ
ム内部については20名前後が定員となる為、堰堤や室内学
習などと合わせた交互の学習となります。）

※ご訪問時は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク
の着用、手指の消毒にご協力ください。

「四国の水がめ」
早明浦ダムに学ぶ

ＳＤＧｓ体験プログラム

11 住み続けられるまちづくりを

※大雨などにより防災体制に入った場合、見学内容の変更、
もしくは見学をお断りする場合があります。又、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、「ダム堤内見学」を休止
している場合がありますので、事前にご確認ください。
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②中東部 ３日間 コースⒷ

1
日
目

【昼食】
各発地＝＝＝三好市内＝＝大豊町エリアラフティング＝＝＝大豊エリア（嶺北地域）民泊

11:30/12:20 13:00 16:15 17:30

2
日
目

【昼食】
大豊町エリア（嶺北地域）民泊家庭／各家庭での家業体験＝＝＝大豊Ｉ.Ｃ＝＝＝南国Ｉ.Ｃ＝＝＝安芸市内＝＝＝

11:45 12:30/13:15

東部エリア選択体験 室戸市内・芸西村
＝＝＝マリンアクティビティセット体験・陶芸体験等＝＝＝旅館・ホテル

13:45 16:30 17:00

3
日
目

室戸市内・芸西村 鰹のタタキづくり体験【昼食】
旅館・ホテル＝＝＝又は、室戸ユネスコ世界ジオパーク(環境・防災学習)＝＝＝南国Ｉ.Ｃ＝＝＝各着地

8:30 9:30 13:30

■教育旅行モデルコース

➀中東部 ３日間 コースⒶ

1
日
目

東部エリア選択体験
各発地＝＝＝イルカ教室＋トレーナー体験・パドルボート体験・天日塩作り体験＝＝＝東部エリア民泊

13:30 16：30 17:00

2
日
目

東部エリア選択体験 高知市内
東部エリア民泊家庭／各家庭での家業体験＝＝＝鰹のタタキづくり体験・シーカヤック体験・よさこい踊り体験等＝＝旅館・ホテル

11:45 12:30 15:30 17:30

3
日
目

高知市内 高知市内 班別自主活動【昼食】
旅館・ホテル＝＝＝高知城・高知市立自由民権記念館・等＝＝＝高知Ｉ.Ｃ＝＝＝各着地

8:30 8:45 14:00



③中西部 ３日間 コースⒶ

1
日
目

【昼食】 南国エリア立ち寄り施設 高知市内
各発地＝＝南国市内＝＝龍河洞・創造広場アクトランド・高知県立歴史民俗資料館＝＝桂浜＝＝ 高知城歴史博物館＝旅館・ホテル

11:30 12:00/12:45 13:15 14:45 15:15/16:00 16:30/17:30 17:45

2
日
目

高知市内 【昼食】 各種選択体験
旅館・ホテル＝伊野Ｉ.Ｃ＝須崎東Ｉ.Ｃ＝＝ドラゴンカヌー・鰹のタタキづくり体験＝漁業体験・ちくわ作り体験・竹細工体験等＝

8:30 9:15 13:30 14:00 16：00

＝＝＝須崎エリア民泊

16:15

3
日
目

【途中昼食】
須崎エリア民泊＝＝＝四国カルスト／天狗高原＝＝＝梼原町歴史学習＝＝＝各着地

9:30 11:00 13:00 14:00 15:30

■教育旅行モデルコース

④中西部 ３日間 コースⒷ

1
日
目

【昼食】
各発地＝＝＝大豊Ｉ.Ｃ＝＝＝ゆとりすとパークおおとよ＝＝大豊ラフティング＝＝大豊Ｉ.Ｃ＝＝＝高知Ｉ.Ｃ＝＝＝旅館・ホテル

11:30 12:30 14:00 14:15 16:15 17:15

2
日
目

高知市内 【昼食】 天日塩作り体験
旅館・ホテル＝＝高知城＝＝＝五台山・竹林寺・牧野植物園＝＝＝伊野Ｉ.Ｃ＝＝＝四万十町中央Ｉ.Ｃ＝＝＝黒潮町ソルトビー＝＝

8:30 8:45/9:45 10:15 12:15 13:45 15:15

＝＝＝黒潮町 防災学習＝＝＝幡多エリア民泊

15:30 16:30 17:15

3
日
目

各種選択体験【各自・昼食】
幡多エリア民泊家庭／各家庭にて家業体験＝＝＝カヌー体験・川エビ漁体験等＝＝＝四万十町中央Ｉ.Ｃ＝伊野Ｉ.Ｃ＝各着地

又は鰹のタタキづくり体験

12:30 13:00 15:30
18
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高知市エリア教育旅行受入宿泊施設一覧

エリア 地域 宿泊施設名 総客室数 受入人数 連絡先 館内利用施設 ※（ ）は参考定員数

高知市
エリア

高知市内

城西館 61 250 088-875-0111 食事場所：宴会場（250）／大浴場あり（男60：女60）

龍馬の宿 南水 44 240 088-873-2181 食事場所：大・小広間（240）／大浴場あり（男40：女25）

土佐御苑 65 200 088-822-4491 食事場所：宴会場（270）／大浴場あり（男100：女100）

三翠園 127 160 088-822-0519 食事場所：宴会場（400）／大浴場あり（男100：女100）

ザ クラウンパレス新阪急高知 242 160 088-873-1111 食事場所：宴会場（160）／大浴場なし

高知サンライズホテル 88 130 088-822-1281 食事場所：宴会場・レストラン（150）／大浴場あり（男5：女5）

オリエントホテル高知 140 150 088-822-6565 食事場所：宴会場・レストラン（150）／大浴場なし

ホテル高砂 39 150 088-822-1288 食事場所：宴会場・レストラン（150）／大浴場あり（男10：女15）

高知プリンスホテル 37 200 088-883-2323 食事場所：大ホール（200）／大浴場あり（1階60：9階40）

リバーサイドホテル松栄 65 328 088-832-3211 食事場所：宴会場・レストラン（328）／大浴場あり（男20：女20）

松栄第二別館 56 225 088-822-3231 食事場所：宴会場（5か所）・レストラン（225）／大浴場あり（男20：女10）

ホテル日航高知旭ロイヤル 191 100 088-885-5111 食事場所：宴会場・レストラン（500）／大浴場なし

JRクレメントイン高知 187 100 088-855-3111 食事場所：レストラン（100※朝食のみ対応／1回64名）／大浴場なし

オリエントホテル高知 和風別館吉萬 25 110 088-885-3311 食事場所：宴会場（110）／大浴場あり（男20：女10）

ホテルSP -haruno- 36 150 088-842-0011 食事場所：レストラン（150）／大浴場あり（男15：女15）

天然温泉はるのの湯 49 140 088-894-5400 食事場所：宴会場・レストラン（140）／大浴場あり（男80：女80）

高知市国民宿舎 桂浜荘 30 122 088-841-2201 食事場所：宴会場・レストラン（122）／大浴場あり（男12：女6）

※各部屋数、受入定員については、事前にご確認ください。
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東部、物部川、嶺北、奥四万十、四万十・足摺エリア教育旅行受入宿泊施設一覧

エリア 地域 宿泊施設名 総客室数 受入人数 連絡先 館内利用施設 ※（ ）は参考定員数

安芸
室戸
エリア

東洋町 東洋白浜リゾートホテル 28 65 0887-29-3344 食事場所：宴会場・レストラン（65）／大浴場なし

室戸市
ニューサンパレスむろと 19 40 0887-22-0012 食事場所：大ホール（50）／大浴場なし

ホテル明星 29 108 0887-22-3232 食事場所：宴会場（108）／大浴場あり（男10：女10）

奈半利町 ホテルなはり 50 84 0887-38-5111 食事場所：宴会場（84）／大浴場あり（男7：女7）

安芸市 ホテルTAMAI 51 83 0887-35-2111 食事場所：宴会場（100）／大浴場あり（男10：女10）

芸西村 Ｒｏｙａｌ Ｈｏｔｅｌ土佐 195 548 0887-33-4510 食事場所：宴会場・レストラン（548）／大浴あり（男96：女96）

物部川
エリア

香南市 リゾートホテル海辺の果樹園 86 444 0887-55-4111 食事場所：ホール・レストラン（444）／大浴場あり（男20：女10）

嶺北
エリア

大豊町
ゆとりすとパークおおとよ

（コテージ）
7棟 42 0887-72-0700 食事場所：レストラン（42）／大浴場なし

土佐町 さめうら荘レイクサイドホテル 16 50 0887-82-1020 食事場所：レストラン（50）／大浴場なし

奥四万十
エリア

津野町 星ふるヴィレッジＴＥＮＧＵ 30 85 0889-62-3188 食事場所：宴会場・レストラン（85）／大浴場あり（男12：女12）

四万十
足摺
エリア

黒潮町 ネスト・ウエストガーデン土佐 15 62 0880-43-0101 食事場所：レストラン※朝食のみ対応（1回32名）／大浴場なし

四万十市

新ロイヤルホテル四万十 117 264 0880-35-1000 食事場所：宴会場・レストラン（450）／大浴場（※利用不可）

ホテルサンリバー四万十 115 203 0880-34-8875 食事場所：1階カフェ※朝食のみ対応（1回約40名）／大浴場なし

四万十の宿 30 80 0880-33-1600 食事場所：レストラン（80）／大浴場あり（男40：女40）

ホテル星羅四万十 14 51 0880-52-2225 食事場所：レストラン（51）／大浴場あり（男12：女12）

土佐清水
市

足摺国際ホテル 61 285 0880-88-0201 食事場所：宴会場・レストラン（285）／大浴場あり（男30：女30）

足摺パシフィックホテル花椿 48 200 0880-88-1111 食事場所：宴会場・レストラン（200）／大浴場あり（男10：女10）

大月町 ホテルベルリーフ大月 20 70 0880-74-0222 食事場所：宴会場・レストラン（70）／大浴場あり（男10：女10）

※各部屋数、受入定員については事前にご確認ください。


