地元の高校生による案内
手づくりの教材で説明

集合・挨拶
両校で整列、簡単な挨拶をします。（対面式）

兼六園・金沢城散策
班ごとに兼六園などを散策
金沢商業高校の生徒さんたちが班毎に分かれて、兼六園や金
沢城の一部を案内します。

ワークシートも用意されています。
説明を受けながら書き込みます。

金沢商業高校の生徒による案内（兼六園・金沢城の一部）
金沢商業高校で観光を学ぶ生徒さんたちが、班別でご案内します。
生徒さん同士、年齢も近く、金沢の高校生とのふれあいは心に残ること
でしょう。

解 散
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石川県観光推進課

両校で整列・挨拶

お別れ時にプレゼント
(金沢商業高校オリジナル開発商品です)

石川県金沢市鞍月１丁目１
TEL/076-225-1538
■受入れ人数/８人程度の班で１０班まで。
入れ替えでの対応も可
■所要時間/５０分程（最初のあいさつの時間含め）
■料金/無料
■その他/金沢商業高校側の予定と調整が必要なため、
お受けできない場合もございます。

地元の大学生による案内
案内プログラム例
集

合

散

策

コース例
1.

兼六園のご案内（約１時間）

2.

東茶屋街界隈のご案内（約１時間半～２時間）

3.

東茶屋街⇒近江町⇒金沢城⇒兼六園
⇒金沢21世紀美術館の街歩き（約４時間）

4.

白山市白峰重要伝統的建造物群保存地区の
ご案内（約１時間）

金城大学短期大学部の学生による案内（金沢市内及び白峰地区）
ビジネス実務学科で観光を学ぶ学生さんたちが、班別でご案内します。
ジネス実務学科で観光を学ぶ学生さんたちが、班別で 案内します。
日頃の研究を活かして、兼六園や東茶屋街の他、重要伝統的建造物群保存
地区となった白山の白峰地区もご案内します。

解

散
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私達がご案内いたします！

ホスピタリティ（思いやり）の心を持っ
た人材として、人と関わる様々な職業
を目指し、金城大学短期大学部のホ
テル＆観光ビジネスコースで学んでい
ます。
日頃の研究を活かしてご案内いたし
ます。

石川県観光推進課
石川県金沢市鞍月１丁目１
TEL/076-225-1538
■受入れ人数/６～８人程度の班で１０班まで。
入れ替えでの対応も可
■所要時間/６０分～（案内コースによる）
■料金/無料
■その他/金城大学短期大学部側の予定と調整が必要なため、
お受けできない場合もございます。

専門家による講話
例えば、こういう利用方法があります
宿泊ホテルで講話
場所：金沢市内の宿泊ホテル
時間：夕食後５０分間（20：00～20：50など）
内容：歴史・文化、食、伝統芸能など、複数の講話を用意し
生徒が興味に応じて講話を選んで、翌日の班別自由
研修に活かします。

歴史・文化
講話

「石川県観光スペシャルガイド」とは、歴史・文化、食、伝統芸能、工芸、文化、自然、温泉の
「石川県観光スペシャルガイド」とは
歴史・文化 食 伝統芸能 工芸 文化 自然 温泉の
石川県らしい７つの分野で、大学教授をはじめとする合計３０人以上の専門家が「石川県観
光スペシャルガイド」として、石川県の本物の魅力を伝えるために講話しております。
●観光スペシャルガイド講話の一例
史
・・・・・藩政末期と現代の地図を対比し、金沢の都市構造を解説
藩政 期 現代
を
、 沢 都市構 を解説
歴史・文化
食
・・・・・石川県の豊かな発酵食文化について紹介
伝統芸能
・・・・・能楽や舞踊、邦楽のルーツを藩政政治の文化政策等にみる

伝統芸能
講話

選択式

石川県観光スペシャルガイドによる講話
歴史 文化、食、伝統芸能など、それぞれの分野に精通した専門家 石
歴史・文化、食、伝統芸能など、それぞれの分野に精通した専門家「石
川県観光スペシャルガイド」が講話をします。
宿泊先への主張講話も可能で、班別自由研修の前夜に講話を受ければ、
研修の理解がより深まることでしょう！

食講話

翌日の班別自由研修
ＤＡＴＡ
ＤＡＴＡ

石川県観光推進課
石川県金沢市鞍月１丁目１
TEL/076-225-1542
観光スペシャルガイドの分野については別紙のとおりです。
講話の内容や方法、場所、料金は観光スペシャルガイドによっ
て異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

石川県観光スペシャルガイド＜教育旅行向けの内容を抜粋＞
肩書
県立美術館 館長
県立美術館 学芸員
九谷焼美術館 副館長
市文化財保護審議会 会長
県立歴史博物館 学芸員
北陸大学 教授
元金沢城・兼六園管理事務所長
金沢城調査研究所 学芸員
金沢市文化政策調査員
金沢学院大学文学部歴史文化学科 教授
（社）石川県技能士会 会長
白山自然保護調査研究会 会長
白山市ふるさと研究協議会 会長
能登半島広域観光協会 相談役
北陸大学 名誉教授
（財）石川近代文学館 理事
文芸評論家
金沢能楽会 常務理事
金沢能楽美術館 館長
元白山恐竜パーク白峰 館長
北國新聞社 論説委員
（株）大友楼代表取締役
（株）四十萬谷本舗 代表取締役社長
（株）あら与 代表取締役社長
（株）小畑商店 代表取締役専務
中村酒造（株） 代表取締役社長
（財）北陸体力科学研究所 理事長

ガイド内容
石 川 の 工 芸
石川県の伝統文化（美術工芸を中心にして全般）
石川県立美術館の展示品（所蔵品）、石川の美術と石川県立美術館
九谷焼の歴史
歴 史 ・ 文 化
幕末の加賀藩の動向やその時期に活躍した特異な人物
石川県の近世絵画、二ノ丸御殿を描いた絵師たち、九谷焼など
石川の歴史と文化
金沢城公園、兼六園［庭の成り立ち、変遷と造園から見た庭の見方・楽しみ方］
城下町金沢の歴史と文化 金沢城の魅力と歴史 銭屋五兵衛と北前船の歴史
城下町金沢の歴史と文化、金沢城の魅力と歴史、銭屋五兵衛と北前船の歴史
加賀藩、一向一揆
石川県の歴史と文化
金沢城復元について、職人から見た案内等
白山麓（特に白峰）の庶民生活（雑穀食、在来農作物）、信仰生活全般
白山信仰と古代文化 加賀
加賀・能登（越の国）の古代史
能登（越の国）の古代史
知られざる奥能登路案内、能登の里山里海をめぐる旅、能登平家の郷
文
学
能登・万葉の旅、加賀・「奥の細道」の旅、石川の文学、文学のまち「金沢」（「三文豪」を中心に）など
金沢の文学、歴史
加賀・能登の文学、千代女の旅、「奥の細道」の旅、 文学のまち「白山」、「金沢」を歩く など
伝 統 芸 能
金沢と能楽、能面と人生、能の舞・能の謡、能舞台の秘密など
金沢の能楽、能・狂言の世界、古典文学と能、加賀藩の文芸など
自
然
化石から見た「石川の恐竜時代」、金沢・街中の化石、化石に見る“大桑海”の動物たちなど
石川の自然史
食
加賀の食文化
かぶら寿し、大根寿し等の金沢伝統の漬物と加賀・能登の野菜
伝統食品である糠漬、粕漬の製造工程・歴史の説明
加賀野菜の歴史文化
金沢の食文化・食事・日本酒紹介
温
泉
温泉地療法（温泉地を利用して生活習慣の行動変容を実現）

料金
要相談
要相談
要相談
要相談
要相談
要相談
無料
要相談
無料
要相談
要相談
要相談
要相談
1日１万円程度
要相談
要相談
要相談
要相談
要相談
要相談（原則不要）
要相談
１時間１万円程度
要相談
要相談
要相談
1日１万円程度
１時間３万円程度

平成24年4月現在

地元のボランティアガイドによる案内
案内プログラム例
集合・挨拶
ボランティアガイド「まいどさん」と整列して簡単な挨拶を
ボ
ガ ド「ま どさん と整
簡単な挨拶を
します。（対面式）

金沢市内散策
班ごとに兼六園などを散策
兼六園や金沢城、長町武家屋敷休憩所、東茶屋街などを各班
ごとのプランに応じて案内します。
生徒さんの反応を見ながら案内するので、レベルにあわせて学
習ができます。
集合時間にしっかりと集合場所に各班を連れてくるので安心で
す。

ボランティアガイド「まいどさん」による案内（金沢市内）
班別自由研修の強 味方
班別自由研修の強い味方！
�各班に１名のガイドが付くので、金沢市内での街歩きは安全安心
�班別自由研修の最後には、決められた集合時間にしっかりと班を集合場所
に引率します。
●ボランティアガイド「まいどさん」について
「まいどさん」とは、金沢の方言で「こんにち
は」のニュアンスを持つ言葉。金沢の歴史、
文化、慣習に通じ、ガイド本に載っていない
う
を話
す。
ようなトピックスを話してくれます。
登録人数は324人（2012年4月現在）

解 散
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金沢市観光協会「観光ボランティアガイド係」
金沢駅百番街内
TEL/076-232-5555
■受入れ人数/６～８人程度の班で３０班まで。
入れ替えでの対応も可
■所要時間/３０分～半日（案内コースによる）
■料金/ボランティアガイドごとに実費
（交通費一律1,000円の他、必要に応じて入館料・昼食代など）

