
●住 住所 ●休 定休日 ●見学・体験時間 ●￥ 料金 ●数 受付人数 ●☎ 問合せ先島根県教育旅行素材集19 島根県教育旅行素材集 20

カヌーやヨット、ボートの自然体験。海洋センタースタッフ
が丁寧に指導します。時間等ご要望は直接お尋ねくださ
い。申込みは1週間前までにお願いします。

●住 松江市西浜佐陀町1012 ●休 月曜日、年末年始（１２/２９～１/３）
●    60～180分 ●数 20～40人
●￥ 一般・高校生200円/人・時間　※20名以上の場合
●☎ 0852-36-6984

松江市

カヌー・ヨット・ボート等マリンスポーツ体験
道の駅 秋鹿なぎさ公園
宍道湖で、カヌーやヨットを体験できます。濡れてもよい服
装でお越し下さい。

●住 松江市岡本町1048-1 ●休 火曜日（4月～10月）
●    60分～ ●数 20～40人
●￥ 一般・高校生300（200）円/人 中学生以下120（80）円/人
　  ※（　）は20名以上の団体料金　※1時間あたりの料金となります。
●☎ 0852-88-3700

松江市

飯南町

マリンスポーツ体験
松江B&G海洋センター

スポーツ

船通山は、奥出雲町と鳥取県日南町の県境に位置し、一帯
は比婆道後帝釈国定公園に指定されています。標高は
1142.5ｍ、山頂まで2.2km。一時間ちょっとです。八岐大蛇
伝説の須佐之男命に由縁の深い山で、毎年７月には勇壮な
舞が奉納されます。

【鳥上滝コース】渓流沿いの石畳の道で、鳥上滝があり斐伊川の源流のあるコース。
【亀石コース】渓流の緩やかな登りと、ブナ林の横手道をゆっくりと散策できるコース。

船通山登山

奥出雲観光文化協会

●    往復180分 ●￥ 横田山の会　ガイド料は要相談

島根県と広島県との県境にある山で、標高は1239ｍ。広島側
の「池の原」と島根側の「大膳原」と大きな草原を持つ山で、
ブナやミズナラなどが楽しめ、秋にはススキの大草原で紅葉
も素晴らしく気軽に登山できる山としても親しまれています。

吾妻山登山

●    往復180分 ●￥ 横田山の会　ガイド料は要相談

奥出雲町
せん つうざん

あづ まやま

●休 お問合せ下さい
●☎ 0854-54-2260

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

※7月下旬～8月無休

ライフセービング ジュニアプログラム
特定非営利法人 浜田ライフセービングクラブ

ボードを使ったレスキューなど、ライフセーバーの活動や、砂
浜でのビーチフラッグを体験。バナナボート1回体験付き！
マッチョなライフセーバーのお兄さんたちがやさしく指導！

●住 浜田市瀬戸ヶ島町138-6 ●休 お問合せ下さい ●    60分 
●数 5～50人 ●￥ 1,000円/人 ●☎ 0855-28-7212

浜田市

島根のほぼ真ん中にそびえ立つ三瓶山は、計6つの峰が環
状に連なっている山です。三瓶山一帯には【北の原】、【東
の原】、【西の原】、そして【三瓶温泉】の4つの主エリアが。
それぞれの山を巡る多彩な登山ルートがあり、各エリアの特
長を生かした四季折々の自然を堪能できます。 

三瓶山登山

●休 お問合せ下さい ●    往復150分 ●☎ 0854-88-9950

●住 邑智郡美郷町亀村54-1●休 火曜日
●    150分（9：30～12：00と13：00～15：30） ●数 1～50人
●￥ カヌー体験
　　小中生・子ども　2,500円　高校生・大人　3,000円
　　入場料の団体割引有（大人200円→100円、小中100円→50円）
●☎ 0855-75-1860

大田市

美郷町

邑南町

広島市内から70分・浜田道・瑞穂ICから5分とアクセス抜
群!! 西日本最大級のスキー場。最新の人工降雪機で12月初
旬から3月下旬まで安定した積雪量を確保。初心者の生徒様
に安全に乗車して頂けるリフト施設に、昼食は手造りバイキ
ングをご用意。MIZUHOスノースクールはSAJ・JSBA公認
のスキー場直営のスクールで安心！
修学旅行を、確実に安心して安全に実習頂けます。

スキー修学旅行
瑞穂ハイランド

●住 邑智郡邑南町市木6242-19 ●休 ４月～１１月 
●☎ 0855-85-1111

さ ん べ さ ん

（一社）大田市観光協会

初心者向けカヌー カヤック体験をスタッフの指導のもと行
います。大自然の中、カヌーに乗って水上の世界を楽しく体
験できます。

カヌー カヤック体験
カヌーの里おおち

石見
エリア

石見
エリア

石見
エリア

石見
エリア

ゲレンデに隣接する大型バス専用駐車場を完備。人工雪で
シーズン中は確実に実施できることやバラエティに富んだ7
つのコースが修学旅行に最適です。全日本スキー連盟公認
の琴引スキー学校は100校以上の指導実績があります。

スキー修学旅行
琴引フォレストパーク

●住 飯石郡飯南町佐見1151 ●休 12月～3月上旬の間オープンで無休
●☎ 0854-72-1021



●住 住所 ●休 定休日 ●見学・体験時間 ●￥ 料金 ●数 受付人数 ●☎ 問合せ先島根県教育旅行素材集19 島根県教育旅行素材集 20

カヌーやヨット、ボートの自然体験。海洋センタースタッフ
が丁寧に指導します。時間等ご要望は直接お尋ねくださ
い。申込みは1週間前までにお願いします。

●住 松江市西浜佐陀町1012 ●休 月曜日、年末年始（１２/２９～１/３）
●    60～180分 ●数 20～40人
●￥ 一般・高校生200円/人・時間　※20名以上の場合
●☎ 0852-36-6984

松江市

カヌー・ヨット・ボート等マリンスポーツ体験
道の駅 秋鹿なぎさ公園
宍道湖で、カヌーやヨットを体験できます。濡れてもよい服
装でお越し下さい。

●住 松江市岡本町1048-1 ●休 火曜日（4月～10月）
●    60分～ ●数 20～40人
●￥ 一般・高校生300（200）円/人 中学生以下120（80）円/人
　  ※（　）は20名以上の団体料金　※1時間あたりの料金となります。
●☎ 0852-88-3700

松江市

飯南町

マリンスポーツ体験
松江B&G海洋センター

スポーツ

船通山は、奥出雲町と鳥取県日南町の県境に位置し、一帯
は比婆道後帝釈国定公園に指定されています。標高は
1142.5ｍ、山頂まで2.2km。一時間ちょっとです。八岐大蛇
伝説の須佐之男命に由縁の深い山で、毎年７月には勇壮な
舞が奉納されます。

【鳥上滝コース】渓流沿いの石畳の道で、鳥上滝があり斐伊川の源流のあるコース。
【亀石コース】渓流の緩やかな登りと、ブナ林の横手道をゆっくりと散策できるコース。

船通山登山

奥出雲観光文化協会

●    往復180分 ●￥ 横田山の会　ガイド料は要相談

島根県と広島県との県境にある山で、標高は1239ｍ。広島側
の「池の原」と島根側の「大膳原」と大きな草原を持つ山で、
ブナやミズナラなどが楽しめ、秋にはススキの大草原で紅葉
も素晴らしく気軽に登山できる山としても親しまれています。

吾妻山登山

●    往復180分 ●￥ 横田山の会　ガイド料は要相談

奥出雲町
せん つうざん

あづ まやま

●休 お問合せ下さい
●☎ 0854-54-2260

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

出雲
エリア

※7月下旬～8月無休

ライフセービング ジュニアプログラム
特定非営利法人 浜田ライフセービングクラブ

ボードを使ったレスキューなど、ライフセーバーの活動や、砂
浜でのビーチフラッグを体験。バナナボート1回体験付き！
マッチョなライフセーバーのお兄さんたちがやさしく指導！

●住 浜田市瀬戸ヶ島町138-6 ●休 お問合せ下さい ●    60分 
●数 5～50人 ●￥ 1,000円/人 ●☎ 0855-28-7212

浜田市

島根のほぼ真ん中にそびえ立つ三瓶山は、計6つの峰が環
状に連なっている山です。三瓶山一帯には【北の原】、【東
の原】、【西の原】、そして【三瓶温泉】の4つの主エリアが。
それぞれの山を巡る多彩な登山ルートがあり、各エリアの特
長を生かした四季折々の自然を堪能できます。 

三瓶山登山

●休 お問合せ下さい ●    往復150分 ●☎ 0854-88-9950

●住 邑智郡美郷町亀村54-1●休 火曜日
●    150分（9：30～12：00と13：00～15：30） ●数 1～50人
●￥ カヌー体験
　　小中生・子ども　2,500円　高校生・大人　3,000円
　　入場料の団体割引有（大人200円→100円、小中100円→50円）
●☎ 0855-75-1860

大田市

美郷町

邑南町

広島市内から70分・浜田道・瑞穂ICから5分とアクセス抜
群!! 西日本最大級のスキー場。最新の人工降雪機で12月初
旬から3月下旬まで安定した積雪量を確保。初心者の生徒様
に安全に乗車して頂けるリフト施設に、昼食は手造りバイキ
ングをご用意。MIZUHOスノースクールはSAJ・JSBA公認
のスキー場直営のスクールで安心！
修学旅行を、確実に安心して安全に実習頂けます。

スキー修学旅行
瑞穂ハイランド

●住 邑智郡邑南町市木6242-19 ●休 ４月～１１月 
●☎ 0855-85-1111

さ ん べ さ ん

（一社）大田市観光協会

初心者向けカヌー カヤック体験をスタッフの指導のもと行
います。大自然の中、カヌーに乗って水上の世界を楽しく体
験できます。

カヌー カヤック体験
カヌーの里おおち

石見
エリア

石見
エリア

石見
エリア

石見
エリア

ゲレンデに隣接する大型バス専用駐車場を完備。人工雪で
シーズン中は確実に実施できることやバラエティに富んだ7
つのコースが修学旅行に最適です。全日本スキー連盟公認
の琴引スキー学校は100校以上の指導実績があります。

スキー修学旅行
琴引フォレストパーク

●住 飯石郡飯南町佐見1151 ●休 12月～3月上旬の間オープンで無休
●☎ 0854-72-1021



●住 住所 ●休 定休日 ●見学・体験時間 ●￥ 料金 ●数 受付人数 ●☎ 問合せ先島根県教育旅行素材集21 島根県教育旅行素材集 18

スポーツ

馬とのふれあいや乗馬を通じて、思いやりの心、強くたくまし
く生きる力を身につける体験です。宿泊での乗馬学校やバー
ベキュー、キャンプファイヤーなど、ご要望に応じて可能です。

●住 浜田市金城町久佐イ1390-8 ●休 月曜日、第２第３火曜日
●    60分（引馬乗馬体験やブラシがけなど）  ●数 10～40人
●￥ 1,000円/人 ●☎ 0855-42-2222

西ノ島町

マリンスポーツ体験
西ノ島町B&G海洋センター
（クラブノア隠岐）
波の穏やかな内海で、学生に人気のアクティビティを。カ
ヌーやローボート、OPヨットをご準備。チームワークを養
い、船の基本的構造や原理を体験を通して学習できます。
ライフジャケット着用はもとより、インストラクターが小型艇
で生徒を監視、指導します。

●住 隠岐郡西ノ島町美田 ●休 11月～3月 ●    60分/種目 
●数 40～80人（2クラス） ●￥ 864円/人
●☎ 08514-7-8888（事務局：西ノ島町観光協会）

隠岐の島町

マリンスポーツ体験
海洋スポーツセンター

隠岐諸島で最も大きな砂浜で、浜から見える美しい夕日と白
い岩肌がおりなす隠岐ユネスコ世界ジオパークを代表する
景観のなかでシーカヤック、キャンプが楽しめる施設です。

隠岐の島町

シーカヤック体験
（一社）隠岐ジオパークツアーデスク

シーカヤックでいざ出発！水上から隠岐ユネスコ世界ジオ
パークの魅力を体感できます。
※要予約

●住 隠岐郡隠岐の島町津戸1537-1 ●休 年末年始 ●    20分～ 
●数 1～40人
●￥ ①シーカヤック（湾内レンタル：1時間）　2,000円/1名

②シーカヤック（ガイド付きツアー：2時間）　5,000円/1名
③スタンドアップパドルボード（1時間）　2,000円/1セット
④テントサイト利用料　1人1泊500円
⑤キャンプ用テント（4人用）1,000円/1セット　
⑥寝袋500円/1セット
⑦バーベキュー道具（グリル、トングなど）1,000円/1セット
⑧日よけタープ1,500円/1セット　
⑨シャワー　1回200円　など

●☎ 08512-6-2050

●住 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四61
●休 お問合せ下さい ●    4時間～1日 ●数 1～50人
●￥ 1回4時間15,000円、1日20,000円 
●☎ 08512-3-1005

馬とのふれあいと乗馬体験
かなぎウェスタンライディングパーク

浜田市石見
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア

隠岐
エリア


