
※体験料は税込みです。

連絡先

名称 株式会社　丸山車体製作所　本社工場、山木戸工場、車体工場

所在地 新潟市東区山木戸8-11-5、8-10-56、7-2-11

ＴＥＬ 025-272-3160 担当者 美濃

駐車場 有　普通車5台　　　大型バス　1台

所用時間

料金

曜日 平日

1時間～1時間30分

入場料 0円

体験料

その他

時間 9:00～17:20

受入可能
期間・時間

月

内容
 大型トラックを製作する工場、修理する工場。普通自動車の車体整備から車検整備の工
場。
大型車から小型車まで塗装する工場3棟あります。各工場の見学が可能です。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 車両の製造、修理、塗装、整備工場の見学

受入可能
人数

最小 3人 最大 30人まで



※体験料は税込みです。

内容

　身近にある紙がどのようにしてできるかを学び、紙を使ってものづくり体験を行う。
①工場見学
②印刷がいかに社会の文化振興に寄与しているか、どのようにして本が
  できるのかを知る。
③手製本体験(メモ帳or豆本)

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 森林資源から紙ができるまで、印刷製本技術の体験

受入可能
人数

最小 2人 最大 10人まで

時間 10:00～16:00

所用時間 2～3時間

料金

入場料 なし

体験料 500～1,000円

その他

受入可能
期間・時間

月 5月～10月

曜日 月～金曜日

駐車場 あり

画像

連絡先

名称 株式会社博進堂

所在地 新潟市東区木工新町378-2

ＴＥＬ 025-274-7755 担当者 経営部/清水隆太郎



※体験料は税込みです。

内容

　　企業における「働きやすい職場づくり」の取り組みを知る。
①社員の子育て・介護支援制度、障害者雇用、社員食堂、自社研修制度、
  福利厚生などの取り組み紹介
②工場見学

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 働きやすい職場づくり、健康経営、環境活動、人材育成

受入可能
人数

最小 2人 最大 40人まで

時間 10:00～16:00

所用時間 2時間

料金

入場料 なし

体験料 なし

その他

受入可能
期間・時間

月 5月～10月

曜日 月～金曜日

駐車場 あり

画像

連絡先

名称 株式会社博進堂

所在地 新潟市東区木工新町378-2

ＴＥＬ 025-274-7755 担当者 経営部/清水隆太郎



※体験料は税込みです。

画像

連絡先

名称 エンカレッジファーミング株式会社

所在地 新潟県新潟市西蒲区越前浜7634

ＴＥＬ 0256-78-8920 担当者 近藤史章

駐車場 有　5台　　　大型バス　2台

時間 10:00～15:00

所用時間 2時間

料金

入場料 500円/人

体験料

その他

受入可能
期間・時間

月 4月～11月

曜日 平日

受入可能
人数

最小 5人 最大 30人まで

内容

ICTを活用したミニトマト栽培の施設見学、ミニトマト詰め放題
施設について
・約6,000坪にも及ぶオランダ式の栽培方法を採用した日本海側最大級の温室ハウスでミニ
トマトを栽培。
・ミニトマトの栽培に最適な「光・温度・湿度・養液」をコンピューター管理で作り出
す、環境制御システムを採用。AIを搭載した収穫機の運用も試験的に実施している。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 農業技術もＩＴ化　スマート農業体験



※体験料は税込みです。

内容

　海や川の環境について、新潟の海（日本海）や川・潟などを題材にレクチャーします。
テーマは、「日本海の特徴」「海洋ゴミ問題」「川と海のつながり」「生物多様性の保
全」「気候変動と生物多様性」「水族館の役割」など。学校団体様との事前協議により
オーダーメイドでテーマを決めたいと思います。当館内の団体休憩室でのレクチャーとな
ります。
このレクチャーとは別に館内展示を自由観覧することで、より学びが深まるため、レク
チャーを含む館内での滞在時間は最低でも1.5時間取ることを推奨します。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 海や川の環境を考える

受入可能
人数

1人 最大 約100人まで

時間 9:00〜16:00（レクチャー場所予約状況によるため、応相談）

所用時間 30分〜45分程度（レクチャー）

料金

入場料 入館料必要（団体や人数により適用される入館料）

体験料 無料

その他

受入可能
期間・時間

月 1月　　～　　12月

曜日 開館日（レクチャー場所予約状況によるため、応相談）

駐車場 有（大型バス複数台駐車可能）

連絡先

名称 新潟市水族館マリンピア日本海

所在地 新潟市中央区西船見町5932-445

ＴＥＬ 025-222-7500 担当者 大和（a_yamato@marinepia.or.jp）

団体休憩室（レクチャー場 スライド例 スライド例

日本海大水槽 イルカショー ペンギン海岸

mailto:a_yamato@marinepia.or.jp


※体験料は税込みです。

内容

　新潟市水族館マリンピア日本海が制作した学校用ワークシートを利用しながら館内を自
由見学していただいた後、団体休憩室でワークシートについてのレクチャーをします。
ワークシートの種類（2021年8月時点）
①イルカの体を調べよう、②ホシエイの観察（初級編／中級編）、③フンボルトペンギン
を見よう（初級編／中級編）、④かんさつ名人になろう（魚類全般）、⑤かんさつ名人に
なろう（マツカサウオ）、⑥かんさつ名人になろう（大水槽）

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 水族館見学ワークシート

受入可能
人数

1人 最大 約100人まで

時間 9:00〜16:00（レクチャー場所予約状況によるため、応相談）

所用時間 30分〜45分程度（レクチャー）

料金

入場料 入館料必要（団体や人数により適用される入館料）

体験料 無料

その他

受入可能
期間・時間

月 1月　　～　　12月

曜日 開館日（レクチャー場所予約状況によるため、応相談）

駐車場 有（大型バス複数台駐車可能）

ワークシートは事前にPDFでの提供となりますので、必要部数の印刷は学校でお
願いします。

連絡先

名称 新潟市水族館マリンピア日本海

所在地 新潟市中央区西船見町5932-445

ＴＥＬ 025-222-7500 担当者 大和（a_yamato@marinepia.or.jp）

団体休憩室（レクチャー場 ワークシート見本 ワークシート見本

日本海大水槽 イルカショー ペンギン海岸

mailto:a_yamato@marinepia.or.jp


※体験料は税込みです。

内容

　水族館の社会的役割と水族館職員の仕事を知ることで、好きなことを仕事にすることや
働くことの社会的な意味を考えるきっかけをつくる。あわせて、環境保全や生物多様性の
問題へ目を向けるきっかけとなることを意図したレクチャーを行います。
当館内の団体休憩室でのレクチャーとなります。
このレクチャーとは別に館内展示を自由観覧することで、より学びが深まるため、レク
チャーを含む館内での滞在時間は最低でも1.5時間取ることを推奨します。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 水族館の仕事を知る（キャリア教育レクチャー）

受入可能
人数

最小 1人 最大 約100人まで

時間 9:00〜16:00（レクチャー場所予約状況によるため、応相談）

所用時間 30分〜45分程度（レクチャー）

料金

入場料 入館料必要（団体や人数により適用される入館料）

体験料 無料

その他

受入可能
期間・時間

月 1月　　～　　12月

曜日 開館日（レクチャー場所予約状況によるため、応相談）

駐車場 有（大型バス複数台駐車可能）

連絡先

名称 新潟市水族館マリンピア日本海

所在地 新潟市中央区西船見町5932-445

ＴＥＬ 025-222-7500 担当者 大和（a_yamato@marinepia.or.jp）

団体休憩室（レクチャー場 水族館正面 スライド例

日本海大水槽 イルカショー ペンギン海岸

mailto:a_yamato@marinepia.or.jp


※体験料は税込みです。

内容

普段の食卓やコンビニオニギリなど、当たり前のように食べている「お米」について、約1
反の田んぼの稲を稲刈り鎌で刈り取り⇒束ねる⇒はざ木に掛ける作業を体験してもらいま
す。
この体験を通じてお米造りのルーツを学び、食育への関心を持ってもらいます。
服装は体操着と軍手、運動靴か長靴をお願いします。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 稲刈り体験

受入可能
人数

最小 20人 最大 50人まで

時間 9時～12時

所用時間 3時間

料金

入場料

体験料 1,000円/人

その他

受入可能
期間・時間

月 9～10月(体験時期は別途相談)

曜日 -

駐車場 あり

画像

汚れても良い服装。タオルと着替えの用　

連絡先

名称 岩室温泉観光協会

所在地 新潟市西蒲区岩室温泉96-1

ＴＥＬ 0256-82-5715 担当者 竹内　芳昭



※体験料は税込みです。

内容

岩室温泉観光協会ではSDG'sの目標として掲げられている『海の豊かさを守ろう』を海岸清
掃体験を通じて理解を深めるプログラムを提供しています。
具体的な体験作業として、地元ボランティアと一緒に田ノ浦･間瀬下山海岸のゴミ拾いを体
験して、ゴミの発生原因やゴミ削減の可能性について皆で話合うなど体験(インプット)と
体験後の話合い(アウトプット）を行います。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 海岸清掃体験を通じてSDG'sを学ぶ

受入可能
人数

最小 10人 最大 100人まで

時間 9時～15時

所用時間 午前：海岸ゴミ収集体験(2時間)昼食1時間、WS1.5時間(オプション)／合計4.5時間

料金

入場料 ――

体験料 500円/人

その他

受入可能
期間・時間

月 4月～10月

曜日 日祝･平日可

駐車場 あり

軍手・運動靴は各自で用意

連絡先

名称 岩室温泉観光協会

所在地 新潟市西蒲区岩室温泉96-1

ＴＥＬ 0256-82-5715 担当者 竹内　芳昭



※体験料は税込みです。

内容

都市部に位置しながらも貴重な自然環境を残す鳥屋野潟。そこに暮らす生物とそれを軸と
した自然環境について伝えます。
鳥屋野潟公園の自然や生き物の解説を受けながら散策するガイドウォークと、生物の多様
性やつながりについて考えるレクリエーションを実施します。雨天時も屋内で対応可能で
す。（人数や時期に応じてレクリエーションの内容は変動します）
・オプションで事前ワークショップ（オンライン、当日現地など）が可能です。
・オプションで板合わせ舟体験が可能です。（雨天や風が強い場合は不可）

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 鳥屋野潟公園ガイドウォーク＆レクリエーション

受入可能
人数

最小 2～3人 最大 60～80人

時間 9：00～14：00

所用時間
・ワークショップ：60分程度

・ガイドウォーク＆レクリエーション：60～90分程度

料金

入場料 -

体験料
１団体当たり10，000円

※事前ワークショップ含む

その他

受入可能
期間・時間

月
4月～12月

※板合わせ舟体験は5月中旬～8月、10月

曜日 平日・土日祝日

駐車場 有　約250台　　大型バス駐車スペースあり

板合わせ舟体験：１隻30,000円、２隻50,000円

連絡先

名称
（ガイド）新潟県立鳥屋野潟公園

（板合わせ）鳥屋野潟漁業協同組合

所在地
（ガイド）新潟市中央区鐘木451番地（鐘木地区）

（板合わせ）新潟市中央区清五郎78-1

ＴＥＬ
（ガイド）025-284-4720

（板合わせ）025-286-4951
担当者

（ガイド）統括所長　山際
（板合わせ）事務局　大野



※体験料は税込みです。

内容

　小中学校の修学旅行で「日本庭園」「中国庭園」を散策しながら、鳥屋野潟地域の自
然・環境・文化を総合的に学べます。園内は無料で散策可能で庭園ガイドも可能です。
園内の見学箇所・コースについては、時間の目途が立てやすいため1日スケジュールの時間
調整場所としても有効です。（見学は予約不要、庭園ガイドは要予約）
　また100畳の大広間があり昼食場所として利用可能なほか、200人収容可能なホールがあ
るなど、団体旅行には最適な施設です。（要予約・使用料必要）
（※2022年3月現在、コロナ感染対策で制限有。飲食不可・人数制限等。要確認）

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 天寿園散策　ほか

受入可能
人数

最小 人 最大 150人～200人まで

時間 9:00～17:00

所用時間 30分～2時間程度

料金

入場料 無料

体験料 大広間：3時間3,000円　ホール：3時間5,000円　から

その他

受入可能
期間・時間

月 1月　　～　　12月

曜日 平日・土日祝日

駐車場 有　区画内70台・区画外30台　　大型バス4台停車可能

机・椅子などの備品類の貸し出し無料

連絡先

名称 新潟市天寿園

所在地 新潟市中央区清五郎633-8

ＴＥＬ 025-286-1717 担当者 館長　小川　美加



※体験料は税込みです。

内容

講堂で展覧会のみどころや美術館でのマナーについてレクチャーを受けたあと、対話型鑑
賞（※）や自由鑑賞を行います。
【レクチャー例】①展覧会の見どころや解説　②美術館の建物（新潟市出身の建築家・前
川國男の設計）案内③学芸員の仕事紹介（キャリア学習にお役立てください）④展示室で
のマナーの説明※学芸員がファシリテーターとなり、作品を見て「気づいたこと」「感じ
たこと」などを話し合いながら鑑賞します。コレクション展にて10～20名程度のグループ
単位で実施します。要相談。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 美術館で作品を鑑賞する

受入可能
人数

1人～ 最大 要相談、備考＊欄に記載

時間
9:30～16:00

※開館時間9:30～18:00（4～9月）/9:30～17:00（10月～3月）

所用時間 30分～1時間半程度（鑑賞時間含む、レクチャーは10分～）

料金

入場料
【企画展】中学生以下 無料／高校生以上 要観覧料

【コレクション展】小・中学生 100円／高・大生 150円／一般 200円

体験料 無料

その他

受入可能
期間・時間

月 1月　　～　12月　　

曜日 開館日（展覧会により要相談、平日推奨）

駐車場 有（※大型バス乗り入れ不可。ご利用の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。）

　　

団体料金あり（20名以上）

連絡先

名称 新潟市美術館

所在地 新潟市中央区西大畑町5191－9

ＴＥＬ 025-223-1622 担当者
児矢野、岡村、菅沼

（museum@city.niigata.lg.jp)

備考
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来館人数が50名を超える場合
は2グループ以上に分かれての時間差入場・分散入場をお願いします。
（R4.3現在）
＊周辺施設（旧斎藤家別邸・要観覧料、安吾風の館・観覧無料、砂丘館・
観覧無料）等をコースに入れたグループ別学習などもご検討ください。

講堂 対話型鑑賞の様子（令和3年度） 展示室内（令和2年度）

美術館の外観

mailto:museum@city.niigata.lg.jp


※体験料は税込みです。

駐車場 有（大型バス複数台駐車可能）

引率観覧料免除制度あり。事前に申請書を提出（来館1週間前まで）。

連絡先

名称 新潟市新津美術館

所在地 新潟市秋葉区蒲ヶ沢109番地1（花と遺跡のふるさと公園内、県立植物園となり）

ＴＥＬ 0250-25-1300 担当者 斎藤（museum.ni@niigata.city.lg.jp）

時間 10:00〜16:30　（開館時間：10：00～17：00）

所用時間 30分～1時間半程度（鑑賞時間含む、レクチャーの時間は10分～)

料金

入場料 中学生以下　無料。高校生以上　要観覧料。団体料金あり（20名以上）。

体験料 無料

その他

受入可能
期間・時間

月 1月　　～　12月　

曜日 開館日（展覧会により要相談　※平日推奨）

受入可能
人数

1人～ 最大 要相談、備考＊に記載

内容

レクチャールームで美術館での鑑賞マナーや展覧会の見どころを学んだあと、展示室で自
由観覧をします。
（レクチャー例）①新津美術館ってどんなところ？…美術館の役割や所蔵品について紹
介。②展覧会の見どころ…開催中の企画展の見どころや楽しみ方をレクチャー。③美術館
でのマナー…鑑賞のためのマナーとお願い。
※感染症対策のため展示室内での解説は行わず、スライド資料などを使用した別室でのレ
クチャーを行っています（令和3年10月時点）。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 美術館で作品鑑賞

備考
＊展覧会や団体の人数により、混雑緩和のため時間差入場や
グループ分けをお願いする場合があります※展示室内50人以上

（R3.10.1現在、新型コロナウイルス感染症対策）。
周辺施設（弥生の丘展示館・観覧無料、県立植物園・温室有料）等も
コース設定するなどご検討ください。

＊来館日、時間は余裕をもって事前にご相談ください。
美術館外観

レクチャールーム レクチャーの様子（平成31年度） 展示室内（令和元年度）

mailto:museum.ni@niigata.city.lg.jp


駐車場 予約会場によるため、応相談

衣装・小足駄（下駄）のレンタルをご希望の場合お一人追加2,200円
／当日の映像制作（シネマライクな印象的な映像）　撮影・編集／88,000円～

連絡先

名称 株式会社サイト

所在地 新潟市中央区万代1丁目6番1号バスセンタービル3階

ＴＥＬ 025-383-6688 担当者 坪川（nagisa@soh-odori.net）

時間 9:00〜17:00（場所予約状況によるため、応相談）

所用時間 120分程度

料金

基本料金 88,000円～110,000（会場使用料込・税込）

追加料金 大人数の場合等・スタッフ増の際応相談

その他

受入可能
期間・時間

月 1月　　～　　12月

曜日 要調整（場所予約状況によるため、応相談）

適正
人数

20人 最大 約100人以上まで

内容

新潟市で2002年から毎年9月中旬に開催されている「にいがた総おどり」は県内外から約
300団体が参加し、総勢14,000人が踊るオールジャンルのダンスフェスティバル。
観客動員数も3日間でのべ20万人を超え、今や新潟市の貴重な観光資源となっています。
本プログラムでは、300年前の新潟に実在した“踊りの祭典”を現代に蘇らせた若者たちの
活動や、その背景にある新潟の伝統的な芸能の文化を通して、地方創生につながる地域資
源の発掘の方法や考え方を学びます。①新潟の踊りと祭の歴史やにいがた総おどりの波及
効果について主催者の声を聴く、②下駄総踊りの体験（踊り編／樽砧（たるきぬた）
編）、③デモンストレーション、④体験発表（生演奏で演舞交流）、⑤祭り衣装で記念撮
影（※オプション）

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ 新潟と踊りの関係性　～地域の過去と現在を未来につなぐ「にいがた総おどり」と地方創生ストーリーを体感する～

体験レクチャー ワークシート ①資料見本

記念撮影 オプションでレンタルや映像制作
もプロがリーズナブルな価格で提

②資料見本

mailto:nagisa@soh-odori.net


駐車場 あり　(大型バス駐車可能)

指先まで覆われた手袋の着用が必須(各自用意)

連絡先

名称 ＭＧＣ三菱ガス化学アイスアリーナ(新潟市アイスアリーナ)

所在地 新潟市中央区鐘木257番地17

ＴＥＬ 025-288-1234 担当者 神戸(info-nia@n-icearena.com) 

時間 10：00～16：00(予約状況によるため、要相談)

所用時間 30分(レクチャー)　1時間(自由滑走)　体験時間は柔軟に対応します。

料金

入場料 小中高生：500円/人　引率先生：無料

体験料 無料

その他

受入可能
期間・時間

月 1月　　～　　12月

曜日 平日

受入可能
人数

最小 1人 最大 約120人まで

内容

県内唯一の通年型屋内スケートリンクで季節や天候を問わずフィギュアスケートの体験が
可能です。スケート靴の履き方から、滑り方、止まり方、転び方を専門スタッフが丁寧に
レクチャーする為、未経験の方でも楽しく安全に氷上スポーツをお楽しみいただけます。
レクチャーの後は自由滑走の時間を設けておりますので、1.5時間程の所要時間が推奨とな
ります。昼食会場のご相談も可能です。

新潟市教育旅行メニューシート

区分

テーマ フィギュアスケート体験
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