
月刊誌「教育旅行」の『教育旅行研究』　アーカイブ

◎２００４年11月号からの情報を掲載しております。

発行年 発行月 タイトル 学校名

2021年 3月 「修学」に相応しい「修学旅行の実現」―新型コロナウイルス感染症による障害を乗り越えて― 宮城県・岩手県 東京都　杉並区立和田中学校

2021年 2月 北海道研修旅行　その軌跡から未来を探る 北海道 愛知県　学校法人愛知学院 愛知高等学校

2021年 1月 大自然に触れた信州　自分たちで計画した金沢班活動 長野県・富山県・石川県 大阪府　大阪市立三稜中学校

2020年 12月 体験活動や現地の人々との交流をとおして自然・歴史・生活を学ぶ 福井県・大阪府 神奈川県立田奈高等学校

2020年 11月 シビックプライドを胸に「マインからマインド」へ学びの絆を紡ぐ 愛媛県 愛媛県立新居浜南高等学校

2020年 10月 世界で活躍する人物の育成をめざして 海外 ベトナム社会主義共和国 大阪府立泉鳥取高等学校

2020年 9月 新入生宿泊オリエンテーション 滋賀県 大阪府 学校法人村上学園 東大阪大学敬愛高等学校

2020年 8月 「日本のルーツを探る」という共通のテーマを掲げ、近世から近現代にかけての日本を振り返る 長崎県 東京都　東京大学教育学部付属中等教育学校

2020年 7月 アジア・セミナー・ツアー～真のグローバリズムを育てる二つの海外研修～ 海外 ブルネイ・ダルサラーム国・マレーシア 東京都 目黒学院中学校・高等学校

2020年 6月 ILHA　Formosa!（イラ・フォルモサ！）麗しき島　台湾への旅 台湾 東京都立杉並高等学校

2020年 5月 自調自考の奈良研修～自発的な学習の取り組みと研修の連携～ 奈良県 東京都　渋谷教育学園渋谷中学高等学校

2020年 4月 ふるさと「田原」を見つめ直す修学旅行～首都圏で見聞したことを生かして～ 東京都・千葉県・神奈川県 愛知県　田原市立赤羽根中学校

2020年 3月 子供たちの自立心や探究心を育むための教育活動の推進 広島県 愛知県　愛知教育大学附属名古屋中学校

2020年 2月 内閣府北方対策本部「北方領土を目で見る運動」　修学旅行等誘致事業を活用した修学旅行 北海道道東・北方領土隣接地域 東京都立芝商業高等学校

2020年 1月 時空を超えて　～命の尊さ・親孝行・平和～の追及 鹿児島県・宮崎県 大阪府　大阪市立東生野中学校

2019年 12月 生徒達から成長させてもらった旅 福岡県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 東京都　文華女子高等学校

2019年 11月 国内初のベトナム修学旅行 海外 ベトナム社会主義共和国 大阪府　東大阪敬愛高等学校

2019年 10月 校訓『自主』の精神に基づき、自らが企画運営に関わり、「絆」をさらに深める研修 千葉県・東京都・神奈川県 愛知県　豊川市立小坂井中学校

2019年 9月 『成功の秘訣は、応用問題を解き続けること』　～大災害と難題を乗り越えた北海道（札幌・ニセコ・小樽）修学旅行～ 北海道 大阪府立佐野工科高等学校

2019年 8月 事前研修に路線図・地図を活用した東京自主研修 東京都・長野県 福岡県　豊国学園高等学校

2019年 7月 人と出会い、社会と出会う国内FW（フィールドワーク） 沖縄県・熊本県・高知県奈良県・京都府・岩手県・宮城県 神奈川県　神奈川学園高等学校

2019年 6月 農村民泊修学旅行は自信を生み出す自立の旅 大分県 広島県　広島市立温品中学校

2019年 5月 宮崎県の歴史と美しい景色に出会えた旅　～海のない奈良県の高校生が大海原を体感～ 熊本県・鹿児島県・宮崎県 奈良県　大和高田市高田商業高等学校

2019年 4月 三年間の学びの連続を大切にして　-学びの集大成としての京都・奈良修学旅行- 京都府・奈良県 東京都　港区立高松中学校

2019年 3月 『自己の在り方、生き方を考える修学旅行』〜企業訪問を通して〜 愛知県・東京都・千葉県 愛知県　弥富市立十四山中学校

2019年 2月 福島・会津の歴史・文化・自然に触れることを通して、見通しをもって行動できる児童を育てる修学旅行 福島県 埼玉県　蓮田市立黒浜西小学校

2019年 1月 鳥取の温かい人たちと大自然との触れあい　～タイムマネジメントと「あ・じ・み」の実践～ 鳥取県 大阪府　大阪市立白鷺中学校

2018年 12月 グローバルなキャリアを意識する語学研修 海外 アメリカ 千葉県　私立八千代松陰中学校・高等学校

2018年 11月 東北修学旅行～民泊と震災学習 岩手県・宮城県 大阪府立金岡高等学校

2018年 10月 広島・岡山瀬戸内での体験を通して、自らの生き方を考える 岡山県・広島県 岐阜県下呂市立下呂中学校

2018年 9月 海の自然・食・人と深く触れ合うことを通して、自ら働きかけ心を育てる宿泊研修 愛知県 岐阜県　大垣市立西部中学校

2018年 8月 グアム修学旅行ー英語の実践・異文化理解を中心にー 海外 アメリカ 大阪府立佐野高等学校

2018年 7月 人、自然、文化との出会いを通して集団の力を高める 岩手県・秋田県 神奈川県　三浦市立三崎中学校

2018年 6月 沖縄の文化や自然、人々と触れ合い、多面的な視点で楽しみ、考える修学旅行 沖縄県 東京都立世田谷総合高等学校

2018年 5月 異文化理解を深め、国際交流に積極的な態度の育成を目指す研修旅行 海外 ニュージーランド 埼玉県立所沢北高等学校

2018年 4月 生徒が未来志向になれる「平和を学ぶ新たな修学旅行」～「主体的・対話的で深い学び」につなげる新たな平和学習～ 福岡県・佐賀県・長崎県 東京都立石神井高等学校

2018年 3月 『文化や歴史から生き方を学ぶ修学旅行』～由良町・大阪での活動を通して 大阪府 愛知県　名古屋市立森孝中学校

2018年 2月 母校となる学校のルーツを知る出会いと学びの宿泊研修 大分県 佐賀県　私立東明館中学校・高等学校

2018年 1月 バスを降りると、そこは新たな自分に出会える大自然――四国南阿波方面での「ほんもの」体験―― 徳島県・香川県 大阪府　大阪市立勝山中学校

2017年 12月 異文化体験を中心とした修学旅行 海外 カナダ 東京都　私立江戸川女子高等学校

2017年 11月 自己発見と共生の旅　中学校2年生の研究旅行 福島県 東京都市大学等々力中学校・高等学校

2017年 10月 立山の大自然の中　深めたクラスの絆 富山県 大阪府　枚方市立招提中学校

2017年 9月 行くだけで支援になった修学旅行 大阪府・熊本県・長崎県 大阪府立西寝屋川高等学校

2017年 8月 「体験づくしの修学旅行を振り返って～静岡の自然・歴史・文化を体験して～」 北海道・静岡県・東京都 北海道　夕張郡由仁町立由仁中学校

2017年 7月 ＣＡＳプログラムを利用した「キャリア研修」型の修学旅行 大分県・東京・北海道 大分県立杵築高等学校

2017年 6月 心にしみる沖縄修学旅行 神奈川県・沖縄 神奈川県　私立栄光学園中学高等学校

2017年 5月 異文化理解を目指した修学旅行 海外 東京都・ベトナム 東京都立千早高等学校

2017年 4月 交流を重んじた北海道修学旅行 兵庫県・北海道 兵庫県立明石南高等学校

2017年 3月 人・自然にふれる修学旅行～伊豆、今井浜での活動を通して～ 愛知県・静岡県・東京都 愛知県　安城市立安祥中学校

2017年 2月 海と山と、そして命の大切さと～島国・日本を求めて～ 東京都・長崎県・熊本県・鹿児島県 東京都　私立巣鴨高等学校

2017年 1月 九州・安心院グリーンツーリズムへの旅ー10年の農泊を振り返ってー 大阪府・大分県 大阪府　大阪市立今津中学校

2016年 12月 自然豊かな宮古島とあたたかさに溢れた民泊体験 大阪府・沖縄県 大阪府立登美丘高等学校

2016年 11月 アジアをフィールドとした研究旅行―諸課題をグローバルに― 海外 大阪府・タイ 大阪府　大阪教育大学附属高等学校平野校舎

2016年 10月 主体的に行動する沖縄修学旅行 埼玉県・沖縄県 埼玉県立大宮高等学校

2016年 9月 台湾國立竹東高級中學を迎えての交流 大阪府・台湾 大阪府立北摂つばさ高等学校

2016年 8月 日本文化体験　～越前和紙の新たな可能性を探る～ 神奈川県・福井県 神奈川県　私立公文国際学園

2016年 7月 ホームステイ短期語学研修と受入交流活動 海外 東京都・オーストラリア・アメリカ 東京都立飛鳥高等学校

2016年 6月 持続可能な未来について考える旅　山口県・周防大島での民泊体験をメインにすえて 神奈川県・広島県・山口県 神奈川県　私立湘南学園中学校高等学校

2016年 5月 カナダ姉妹校交流　国際プログラム　グローバルリーダーの育成を目指して 海外 神奈川県・神奈川県・カナダ 神奈川県　横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

2016年 4月 南島原の自然とあたたかさに溢れた民泊体験 埼玉県・長崎県 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校

2016年 3月 キャリアにふれる修学旅行　～東京での活動を通して～ 愛知県・愛知県・山梨県・東京都 愛知県　稲沢市立大里東中学校

2016年 2月 本州最南端修学旅行　民泊による心のふれ合い、思い切り体験活動 大阪府・和歌山県 大阪府　大阪市立三稜中学校

2016年 1月 島根・広島を回る修学旅行　―世界遺産３か所に触れる経験― 東京都・広島県・島根県 東京都立調布南高等学校

2015年 12月 国際社会に貢献できる女性の育成を目指して 海外 韓国・香港・フィリピン 東京都　星美学園中学校高等学校

2015年 10月 絆を大切にして生きることを学ぶ　―南九州の豊かな自然や人とのふれあいをとおして― 鹿児島県・宮崎県 大阪府　大阪市立新北島中学校

2015年 9月 沖縄で身近な海外体験 沖縄県 大阪府　箕面自由学園高等学校

2015年 8月 日本文化発信できる海外修学旅行を目指して　―バディと踊るソーラン節― 海外 マレーシア 東京都立三鷹中等教育学校

2015年 7月 修学旅行の史料紹介　―明治四拾年 山形県立庄内農学校の修学旅行― 山形県 公益財団法人日本修学旅行協会

2015年 6月 北方領土学習を通した国際感覚の育成 北海道 静岡県　浜松市立北部中学校

2015年 5月 「いま」を考え、「未来」を生きる　キャリア教育の推進と沖縄修学旅行 沖縄県 東京都立橘高等学校

2015年 4月 CHALLENGE & CHANGE　オーストラリア研修旅行 海外 オーストラリア 千葉県　桜林高等学校

2015年 3月 自然と人々の暮らしの関わりを学ぶ修学旅行　～立山黒部、富山、氷見での活動を通して～ 富山県 愛知県　名古屋市立笹島中学校

2015年 2月 しまなみ海道修学旅行・大三島クラス分宿　―union powerで絆を深めよう― 愛媛県・香川県 大阪府　大阪市立市岡中学校

2015年 1月 東北被災地研修 宮城県 東京都　明治大学付属中野中学校・高等学校

2014年 12月 郷土を愛する心を育む　―板橋区と金沢市の友好交流を生かして― 石川県・京都府・奈良県 東京都　板橋区立加賀中学校

2014年 11月 自立　心豊かな生徒の育成～民泊体験を通して～ 滋賀県・京都府・奈良県・大阪府 埼玉県　白岡市立篠津中学校

2014年 10月 朋あり遠方より来る、また楽しからずや～台湾修学旅行～ 海外 台湾 大阪府立東住吉高等学校

2014年 9月 東北・関東コース、震災に学ぶ修学旅行～東北には人を変える場の力がある～ 宮城県・東京都 福岡県　学校法人筑紫女学園中学・高等学校

2014年 9月 つながる想い・つながる願い～福島修学旅行を終えて～ 福島県・千葉県 長崎県立佐世保南高等学校

2014年 8月 つながる想い・つながる願い～福島修学旅行を終えて～ 福島県・千葉県 長崎県立佐世保南高等学校

2014年 7月 東北・関東コース、震災に学ぶ修学旅行 宮城県・東京都 福岡県　学校法人筑紫女学園中学・高等学校

2014年 6月 東北への修学旅行　～震災学習とウィンタースポーツ～ 宮城県・福島県・山形県 兵庫県立吉川高等学校

2014年 5月 初の海外修学旅行への準備と実践 海外 シンガポール共和国・マレーシア 埼玉県　盈進学園東野高等学校

2014年 4月 世界で活躍できる人材（人財）の育成に向けて 海外 フランス・アメリカ 栃木県　宇都宮文星女子高等学校

2014年 3月 郷土に誇りをもてる生徒の育成～特産物販売体験を通して～ 東京都 愛知県　豊田市立松平中学校

2014年 2月 薩摩半島、農業体験と平和への思い～大阪・鹿児島を結ぶ直通集約列車に乗って～ 鹿児島県 大阪府　大阪市立文の里中学校

2014年 1月 ローカルからグローバルな視点まで育てる幅広い教育旅行の実践 奈良県・京都府 東京都立三鷹中等教育学校

2013年 12月 平成25年度HR合宿の実践　―人間力の成長を図る3日間― 長野県 埼玉県　さいたま市立大宮北高等学校

2013年 11月 選択制修学旅行について 海外 アメリカ・シンガポール・沖縄県 東京都　学校法人明星学苑　明星中学高等学校

2013年 10月 沖縄の「平和・海・文化」を肌で感じる研修旅行 沖縄県 東京都　学校法人豊昭学園　豊島学院高等学校

2013年 9月 マレーシア・シンガポール修学旅行の15年 海外 マレーシア・シンガポール 大阪府　城星学園中学・高等学校

2013年 8月 挑戦と進化を続けるオーストラリア研修旅行 海外 オーストラリア 静岡県　学校法人静岡県西遠女子学園

2013年 7月 生徒・教員から見た修学旅行今昔物語 東京都・三重県・京都府 公益財団法人日本修学旅行協会

2013年 6月 グローバルリーダー育成につなげる研修旅行 海外 シンガポール・東京都・オーストラリア・中国・イギリス 佐賀県　早稲田大学系属　早稲田佐賀中学校・高等学校

2013年 5月 国際交流活動　―訪日教育旅行の受け入れと海外修学旅行の連携― 海外 台湾・中国・オーストラリア・フランス・アメリカ 長野県上田染谷丘高等学校

2013年 4月 訪日教育旅行受け入れと海外研修旅行による国際理解教育の推進 海外 台湾・滋賀県・インド・中国・カナダ・ニュージーランド 滋賀県　立命館守山中学校・高等学校

2013年 3月 「感謝・思いやり・絆」中学校最高の思い出づくり 大分県・熊本県 大阪府　学校法人上宮学園　上宮中学校

主な方面・掲載地・関連地域



2013年 2月 あふれる笑顔　深まる絆～飛騨・高山のすてきな思い出をおみやげに～ 岐阜県 大阪府　大阪市立大和川中学校

2013年 1月 急きょ目的地を変更した修学旅行を終えて　～震災から学ぶ～ 神戸市・大阪府 愛知県　一宮市立千秋中学校

2012年 12月 日本の食文化、伝統文化を学ぶ修学旅行～3年間を通した体験活動～ 福井県 神奈川県　川崎市立向丘中学校

2012年 11月 国際性と実践的コミュニケーション能力を育むシアトル・バンクーバーへの海外見学旅行 海外 北海道・アメリカ・カナダ 北海道　登別明日中等教育学校

2012年 10月 「民泊」経験を心の栄養素に　～人間力を磨く奥能登・修学旅行の取組み～ 埼玉県・石川県 埼玉県立伊奈学園中学校

2012年 9月 『民泊・体験型』修学旅行を振り返って 広島県・長崎市 広島県　大竹市立大竹中学校

2012年 8月 生徒アンケートにみる海外研修オーストラリア方面／ハワイ方面　～旅行と研修の両立をめざして～ 海外 オーストラリア・ハワイ 大阪府立千里高等学校

2012年 7月 中高一貫3カ年の集大成としてのカナダ研修旅行　～意義のある海外研修旅行に～ 海外 カナダ 福島県　学校法人福島成蹊学園　福島成蹊中学校・高等学校

2012年 6月 まなざしを日本、そして世界へ　～未来を拓き、たくましく生きる力を育む～ 山形県・長崎県 宮城県　仙台市立仙台青陵中等教育学校

2012年 5月 地域に貢献する修学旅行を目指して 海外 台湾 山形県立東根工業高等高校

2012年 4月 「物より人の修学旅行」「能動的に行動する修学旅行」　シンガポール修学旅行のまとめ 海外 中国・シンガポール 埼玉県　さいたま市立浦和高等学校

2012年 3月 郷土文化・人々とのふれあい　～生徒の主体性を育む四国ファームステイ～ 徳島県 大阪府　大阪市立真住中学校

2012年 2月 新たな修学旅行への取り組みと実践内容について　―今日的社会状況からの位置づけを考える― 海外 中国・韓国・ベトナム・沖縄県・茨城県・千葉県 北海道　酪農学園大学付属とわの森三愛高等学校

2012年 1月 修学旅行においいける体験学習の課題　～東日本大震災に伴う行き先変更を含めて～ 大阪府・兵庫県 愛知県　名古屋市立千鳥丘中学校

2011年 12月 ファームステイで生徒たちの内面に変化が　―豪州（メルボルン・シドニー）修学旅行の記録― 海外 オーストラリア 埼玉県　武南高等学校

2011年 11月 英語教育に対する新たな試みイングリッシュ・サマーキャンプ 東京都 東京都　国学院大学久我山中学高等学校

2011年 10月 AIEの一環としての修学旅行　―世界を視野に入れた人間教育― 海外 ハワイ 福岡県　西南女学院中学校・高等学校

2011年 9月 受け継がれる北海道研修旅行　～「行学一体・報恩感謝」を体感する旅～ 北海道 愛知県　愛知高等学校

2011年 8月 ファームステイを取り入れた鹿児島方面の修学旅行　～南さつま「おじゃったもんせ」体験～ 鹿児島県・大阪府 大阪府立福泉高等学校

2011年 7月 シンガポールスタディツアー報告　～国際社会をリードする人材の育成を目指して～ 海外 シンガポール 茨城県立竹園高等学校

2011年 6月 体験を重視した国際理解教育　―農村体験からグローバル社会まで― 海外 オーストラリア・ニュージーランド・アメリカ 東京都　聖徳学園中学・高等学校

2011年 5月 30回目を迎えるシンガポール修学旅行　―海外修学旅行を不動にした姉妹校との相互交流― 海外 シンガポール 石川県　金沢工業高等専門学校

2011年 4月 【文教UNITY】　発信・連携型　九州修学旅行　（長崎・熊本・福岡）　～主体性を原動力に大きく広がる世界観～ 長崎県・熊本県・福岡県 東京都　文教大学付属高等学校

2011年 3月 「『友情』＋『感謝』＝しんかの修学旅行」　～ふれあい、自主・自律、班行動の集大成～ 千葉県・東京都・神奈川県 大阪府　大阪市立加美南中学校

2011年 2月 これからの海外語学研修への展望　～既存の2つのプログラムを比較して～ 海外 イギリス・フランス・オーストラリア 北海道　札幌光星中学・高等学校

2011年 1月 素敵な自分に　素敵な仲間に　～調べる　見る・聞く　楽しむ　ふれあう　体験する　まとめる～ 東京都・静岡県 愛知県　豊川市立御津中学校

2010年 12月 『グローバリズムに応えた国際教育、国際理解教育』 海外 中国・アメリカ・ベトナム 東京都　渋谷教育学園渋谷中学高等学校

2010年 11月 韓国修学旅行　～新型インフルエンザ流行の中での実施～ 海外 韓国 大阪府立佐野高等学校

2010年 10月 国際交流事業における実践 海外 オーストラリア・アメリカ 千葉県立松戸国際高等学校

2010年 9月 被害の地で学ぶ加害の歴史、加害の地で学ぶ共生の歴史　～複眼的視点を培う沖縄・長崎・韓国への修学旅行～ 海外 沖縄県・長崎県・韓国 山梨県　山梨英和中学高等学校

2010年 8月 短期交換留学プログラムを通して 海外 アメリカ 愛知県　南山国際高等学校・中学校

2010年 7月 オーストラリア語学研修　～事前学習とその効果について探る～ 海外 オーストラリア 大分県　大分東明高等学校

2010年 6月 世界に向かって発信できる『国際力』の育成を目指して 海外 イギリス・アメリカ 茨城県　土浦日本大学中等教育学校

2010年 5月 伝統の継承と創造　―新修学旅行の策定から実施まで― 奈良県・京都府 東京都　昭和女子大学附属昭和高等学校

2010年 4月 交換留学プログラムと国際教育について 海外 中国・フランス 京都府　同志社国際中学校・高等学校　国際教育センター

2010年 3月 テーマ別に探る京都・奈良　～総合的な学習とリンクした修学旅行～ 京都府・奈良県 山梨県　笛吹市立浅川中学校

2010年 3月 「長崎　漁師さん農家へのホームステイ体験プログラム修学旅行」　～平戸市生月島・平戸島（志々伎地区）、長崎「平和学習」～ 長崎県 埼玉県立川口高等学校

2010年 2月 中等教育学校が目指すドイツ海外研修の意味性 海外 ドイツ 神奈川県　横浜富士見丘学園中等教育学校

2010年 2月 「山形村」修学旅行　～自然と人にふれる旅～ 岩手県 神奈川県　横須賀市立久里浜中学校

2010年 1月 「手作りの修学旅行で最高の思い出を！」　～平和学習・農業体験・むつみ中との交流に取り組んで～ 山口県・広島県 大阪府　大阪市立桜宮中学校

2010年 1月 おもしろ体験を満喫　～満足度93.5％の手づくり修学旅行～ 広島県・愛媛県・香川県 愛知県立東海商業高等学校

2009年 12月 「表現する・交流する・創造する」修学旅行　～つながり・かかわる力の育成を通して～ 東京都・山梨県 愛知県　岩倉市立南部中学校

2009年 12月 伊江島、そして標津体験型修学旅行へ 沖縄県・北海道 広島県　広島城北中・高等学校

2009年 10月 旅行的行事と関連させたキャリア教育　～3年間を見通して心を耕し、生き抜く力をはぐくむ～ 青森県 北海道　小樽市立西陵中学校

2009年 10月 総合学習とリンクさせた修学旅行　～長崎の地で「平和」を学ぶ尊さをかみしめて～ 長崎県 愛知県　名古屋経済大学高蔵高等学校

2009年 9月 一生の宝物を見つける東北への修学旅行　～一年生から積み上げての体験学習～ 秋田県・岩手県 東京都　杉並区立荻窪中学校

2009年 9月 中学2年都内めぐり社会科見学　～社会科的行事のあり方～ 東京都 東京都　中村中学校・高等学校

2009年 8月 一番近い国へ修学旅行　～釜山でホームステイ・慶州で農村体験～ 海外 韓国 大阪府立柴島高等学校

2009年 8月 戦後初の樺太・サハリン研修旅行を終えて 海外 韓国・ロシア 東京都　中央大学杉並高等学校

2009年 7月 キーワードは「自主」「協同」　笑顔と拍手がつくった「思いやり」修学旅行　～互いに認め合う人間関係づくりを通して～ 京都府 新潟県　新潟市立寄居中学校

2009年 7月 校外学習と連携させた環境教育プログラム 沖縄県・鳥取県 兵庫県　雲雀丘学園中学高等学校

2009年 5月 伝統文化体験の旅　～異文化体験を通して生活力のある「力強い子ども」の育成を目指す～ 山形県・秋田県・青森県・福島県 宮城県　聖ウルスラ学院英智小・中学校

2009年 5月 カナダ修学旅行における異文化理解教育　～カナダスモールタウンプログラム～ 海外 カナダ 大分県　大分中学・大分高等学校

2009年 4月 環境をテーマにした修学旅行「エコ修学旅行IN洞爺湖」　～楽しみながらエコを学ぶ旅～ 北海道 茨城県立麻生高等学校

2009年 4月 学年プロジェクト“附中版DASH村”での連続する学びの中で修学旅行を創り、実践し、そしてその学びを表現しよう 東京都・千葉県 福井県　福井大学教育地域科学部附属中学校

2009年 2月 八重山諸島体感の旅　茨木東28期生最後の修学旅行 沖縄県 大阪府立茨木東高等学校

2009年 1月 「仲間とつくる信州・斑尾高原方面修学旅行　～生きていく力を育む3年間　子どもたちの力を信じて～ 長野県・新潟県 大阪府　大阪市立宮原中学校

2008年 12月 人や場に目をやって、考え、行動することのできる生徒の育成　～3年間の総合的な学習の時間の取り組みを通して～ 東京都・山梨県 愛知県　名古屋市立楠中学校

2008年 11月 鹿児島・南薩摩ふれあい感動体験「私とあなたとさつまいも」　～埼玉県立和光国際高等学校20期生修学旅行～ 鹿児島県 埼玉県立和光国際高等学校

2008年 10月 見聞を広めよう　～大山商店街で大野をPR！～ 福井県 福井県　大野市立上庄中学校

2008年 9月 沖縄体験学習　～交流・体験を通して生き方を考える～ 沖縄県 愛知県　東海市立富木島中学校

2008年 8月 仲間と一緒に自分の進路について考えました　～富山県立石動高等学校第２学年研修旅行～ 大阪府 富山県立石動高等学校

2008年 7月 GKAニュージーランド短期留学　～本当のコミュニケーションを体験する～ 海外 ニュージーランド 群馬県　学校法人太田国際学園　ぐんま国際アカデミー

2008年 5月 エンカレッジスクールKAMATA　第一回　青森・宿泊体験研修　～感動という宝物を見つけました～ 青森県 東京都立蒲田高等学校

2008年 4月 住むならどっち？勝山 or 東京　～ふるさと　勝山　再発見～ 東京都 福井県　勝山市立勝山中部中学校

2008年 3月 Cairns：An Amazing Place to Visit　～オーストラリアへの海外修学旅行を立ち上げて～ 海外 オーストラリア 愛知県立一宮商業高等学校

2008年 1月 人の優しさにふれる　～松浦『ほんなもん体験』の宝物～ 長崎県 大阪府　大阪市立港南中学校

2007年 12月 仲間・人との関わりを深める修学旅行　～グループ・クラス・学年ごとの活動の場を通して～ 山梨県・東京都・千葉県 愛知県　岡崎市立岩津中学校

2007年 10月 自然と人との出会い　自然教室で得たもの　～長野県飯山市信濃平での自然教室j～ 長野県 神奈川県　横浜市立岡野中学校

2007年 9月 為すことによって豊かに学ぶ　～二泊三日の長崎校外学習～ 長崎県 兵庫県　神戸大学発達科学部附属明石小学校

2007年 8月 手話が紡ぐ国際交流　～近くて近い韓国修学旅行を求めて～ 海外 韓国 愛知県立岡崎聾学校

2007年 7月 客船を利用した修学旅行の試み　～屋久島・種子島修学旅行～ 鹿児島県 広島県　修道高等学校

2007年 5月 平成18年度　修学旅行　北志賀高原スキー　東京ディズニーランド　～集団の一員としての自覚を持って～ 長野県・千葉県 福岡県　美萩野女子高等学校

2007年 4月 人と人との心の繋がりを再発見する修学旅行　～青森県南部町での民泊体験～ 青森県 京都府　京都女子中学校

2007年 3月 本校における修学旅行の現状と課題　～伝統の継承を如何に図るか～ 長崎県 愛知県立東郷高等学校

2007年 2月 42期生タイ修学旅行　～五感で感じる修学旅行を求めて～ 海外 タイ 大阪府立和泉工業高等学校

2007年 1月 体験に勝るものなし　～安心院の人々とのふれあいからの自分さがし～ 大分県 大阪府　大阪市立今津中学校

2006年 12月 体験から学ぶ　生きている実感　セカンドスクールの実践 長野県・富山県 東京都　武蔵野市立第二小学校

2006年 12月 主体的な活動を重視し、自主・自立の精神を養う修学旅行　―修学旅行における危機管理と実際について― 東京都・千葉県・神奈川県 愛知県　西春日井郡豊山町立豊山中学校

2006年 12月 「ほんなもん体験」　～修学旅行記録～ 長崎県 千葉県立船橋西高等学校

2006年 10月 自然あふれる新潟県奥阿賀地域での民泊体験を取り入れた修学旅行　～人、自然とのふれあいを大切にした体験学習～ 新潟県 千葉県　木更津市立岩根中学校

2006年 9月 信州の地に、交流と連携を根ざして 海外 オーストラリア 長野県松本県ヶ丘高等学校

2006年 9月 山形村修学旅行　～自然・食・人　素朴な文化に触れ、心のゆさぶりを促す～ 岩手県 神奈川県　横須賀市立久里浜中学校

2006年 8月 集約列車を利用しての修学旅行　～日光の自然と文化にふれる～ 栃木県 神奈川県　川崎市立宮前小学校

2006年 7月 中国における学校交流海外修学旅行を通しての交流 中国 愛知県立豊橋商業高等学校

2006年 5月 芸術鑑賞から学ぶ　気づき・表現力を養う修学旅行　～宝塚歌劇団の舞台鑑賞を通じて～ 兵庫県 北海道　函館大妻高等学校

2006年 4月 日本の本物にふれる修学旅行 京都府 埼玉県立浦和高等学校

2006年 3月 生徒の意欲と関心を高める修学旅行の取り組み　～小規模校の特徴を生かして～ 愛知県・奈良県・京都府 埼玉県　行田市立埼玉中学校

2006年 3月 進路探索研修旅行　～大分　APUへ～ 大分県 東京都立上水高等学校

2006年 2月 生徒の見聞、体験を重視した修学旅行　～安全指導、危機管理に配慮して～ 静岡県・千葉県 愛知県　名古屋市立守山中学校

2006年 1月 八重山修学旅行に取り組んで　～無いことの豊かさとは？～ 沖縄県 大阪府立久米田高等学校

2005年 12月 生徒の主体性を育む修学旅行　～リーダーを育てるとともに、自主的な班活動が行える学年づくりを目指して～ 大分県 大阪府　大阪市立市岡東中学校

2005年 10月 地域学習の発表の場としての販売体験　～早稲田商店会の取組を生かして～ 東京都 新潟県　中蒲原郡村松町立山王中学校

2005年 9月 震災学習を盛り込んだ修学旅行 兵庫県・奈良県・京都府 埼玉県立松山高等学校

2005年 9月 総合学習としての学習旅行　～新しい試み体験学習の場としてのディズニーランド～ 千葉県 広島県　新庄高等学校

2005年 8月 生徒の主体的、自主的な活動を高める旅行的行事　～体験活動を生かして～ 京都府・奈良県 埼玉県　北足立郡吹上町立吹上北中学校

2005年 8月 本校の修学旅行に対する取り組み　～行き先の見直しを含めて～ 北海道 愛知県立幸田高等学校

2005年 7月 人との出会いを求めて　～取材・体験活動を中心とした修学旅行～ 東京都・静岡県 愛知県　小坂井町立小坂井中学校

2005年 5月 グアム・中国・沖縄・種子島・屋久島　２年間のエリア学習を活かす研修旅行　～みんなに伝えたいそれぞれの旅～ 海外 グアム・鹿児島県他 大阪府立門真なみはや高等学校

2005年 4月 安全で楽しい修学旅行に向けて 愛知県 愛知県　名古屋市立南光中学校

2005年 4月 深夜2時到着京都からバスで帰校 京都府 東京都　葛飾区立奥戸中学校

2005年 4月 歴史と伝統のある国「イギリス」にて 海外 イギリス 熊本県　鎮西敬愛学園　鎮西敬愛高等学校

2005年 3月 飛鳥高校での学校交流について　～オーストラリア・ウッドクロフト校を迎えて～ 海外 オーストラリア 東京都立飛鳥高等学校

2005年 3月 都立桜町高校と北京市匯文中学との交流 海外 中国 東京都立桜町高等高校

2005年 2月 一期一会　～飯田の人たちとの出会いを大切にして～ 長野県 大阪府　大阪市立玉津中学校

2005年 2月 新設高等学校の取り組み 海外 アメリカ・大分県 東京都立上水高等学校



2005年 1月 武蔵野市のセカンドスクール 新潟県 東京都　武蔵野市立第二中学校

2004年 12月 研修旅行　最後の清流四万十川へ…～単位制フレキシブルスクールの試み～ 愛媛県・高知県 神奈川県立横浜桜陽高等学校

2004年 11月 江戸時代にタイムスリップ　江戸の子ども体験学習を通して 栃木県 東京都　品川区立宮前小学校


