
〒925-0156　石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷ラ-1

TEL　0767-32-3111　/　FAX　0767-32-3120

http://www.daiwaresort.jp/noto/

教育旅行 ご提案書
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Royal Hotel 能登
【夕陽百選の宿】

【NPO法人日本列島夕陽と朝日の郷づくり協会選定】



(洋室）

(和洋室）

(和室）
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教育旅行を取りまく背景
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歴史

文化
伝統学習

平和

環境
国際理解

集団

仲間意識
高揚

従来の教育旅行のテーマ 近年の教育旅行の傾向

・体験学習の実施（約58％）

・伝統工芸・ものづくり体験
スポーツ体験などが体験

【学習の主流】
・農村漁村体験も主流
・交流も目的とした民泊の増加
・SDGs

・「子どもの完成の育成」は
今日の教育に不可欠であり
ながら、学校の授業だけでは
容易ではない

【データーブック 教育旅行年報】
（公益法人 日本修学旅行協会 2018年12月発行）

今後の期待

・地域文化との出会いや体験
感動を通して感性を育み
教育旅行をデザインすべき

（教育旅行現場からの声）

今まで いま これから
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海は、私たちが生きている地球の約70％を占めています。
そして、私たちは、海から沢山の恵みを受けて生活をしています。

しかし今、海に流出するプラスチックゴミの汚染が深刻な問題となっています。
それは、海の生き物にも大きな影響を与えており、このままでは海の生態系が
崩壊すると言われています。地球温暖化や海の酸性化の大きな要因となっている、
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出も問題となっており、
「脱炭素」が求められています。豊かな恵みを守るため、世界的な海に関する
問題を解決するための目標が、ゴール14「海の豊かさを守ろう」です。

SDGs ゴール14「海の豊かさを守ろう」

SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは、
「Sustainable DevelopmentGoals」
（持続可能な開発目標） の略称で、2015年9月に
国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーに
よって決められた、2030年までに持続可能で
よりよい世界を目指す国際社会共通の目標です。

貧困、飢餓、福祉、ジェンダー、 エネルギー、
経済、気候変動など、世界を変えるための
17の目標（ゴール）と169の達成基準
（ターゲット）から構成され、地球上の
「誰一人取り残さない（leave no one behind）」
ことを誓っています。

SDGsは全ての国が取り組むべき
ユニバーサル（普遍的）なもので、
日本としても積極的に取り組んでいます。



能登を醸す数馬酒造、持続的な開発目標SDGsへの 取り組みを強化し
地域での協業や雇用創出を積極的に展開
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七尾市の七尾高校で八日、一、二年生を対象にした
「キャリア教育講演会」があり、卒業生で能登町宇出津の
老舗酒蔵「数馬酒造」の数馬嘉一郎社長（３４）が
オンラインで講師を務めた。酒蔵の実績などを紹介しつつ
国連が提唱する持続可能な開発目標【ＳＤＧｓ（エスディージーズ）】

に沿った取り組みの大切さを伝えた。
数馬さんは、高校の同級生でもある農家らと連携したことを挙げ
耕作放棄地を再生した田んぼで原料の酒米を栽培している
「今では東京ドーム五個分の耕作放棄地の解消につながっている」
と述べた。
経営を継いでから十年で、水やコメ、酵母にいたるまですべて
能登の原料で酒を仕上げられるように。

昨年は世界的なワイン品評会で金賞を受賞し、数馬さんは
「能登の原材料が世界から評価してもらえた」と喜びを語った。
自身の高校生活も振り返り、「何でもいい。今は好きな
ことに没頭してほしい。あんなに熱中できたんだからと
いう経験は社会に出た後も生きる。成功より成長を優先
するように心掛けて」と激励した。

数馬酒造株式会社

代表銘柄
竹葉 ちくは

所在地
〒927-0433 

石川県鳳珠郡能登町宇出津ヘ-36 

TEL 0768-62-1200 

FAX 0768-62-1201  

URL

http://chikuha.co.jp 

創業
明治2年（1869年）

法人組織
昭和26年1月5日（1951年） 設立

感性をみがく
学習ポイントや
学習効果

講演を通じて、生徒が企業の経営者をはじめとし
た「社会で活躍する大人」の情熱や人間性に触
れ・知ることで、仕事のやりがい、素晴らしさを感じ
取り、モノづくり産業をはじめてとする地場産業の
理解をするとともに意識・意欲の向上を図る。
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増穂浦（ＭＡＳＵＨＯＧＡＵＲＡ）
ビーチクリーンアップProject

ゴミ拾いで海岸も綺麗になり、インスタ映えの写真も

撮る事ができ、一石二鳥♪
楽しく環境美化に参加できます♪
言葉だけ聞くと「環境問題」「環境美化」など堅苦しいですが
関心を持つことだけでもいいのではないでしょうか？
ゴミに対する意識がほんの少し変わるかもしれない。
そんな小さなことから何かが始まるかも…？

感性をみがく
学習ポイントや
学習効果

実際にゴミを拾うことで、現実を知ることができ
生活の中で意識が変わり、維持する事で美しい
環境が作れます。文部科学省が推奨する、
「アクティブ・ラーニング」に取り組みながら、
このような活動ができる。

海岸清掃×観光で
志賀町を楽しもう！

西能登の増穂浦（ますほがうら）海岸は、
鎌倉の由比ヶ浜、紀伊の和歌浦と並ぶ、
日本の小貝三大名所の一つです。
海岸に打ち寄せられるピンク色の『さくら貝』は
「幸せを呼ぶ貝」と呼ばれ、縁起の良い物として
親しまれています。

拾ったさくら貝で
アクセサリーづくり！

海岸で拾ったさくら貝を持ち帰って、ホテルでオリジナルの
さくら貝細工体験！（ホテル内にて可能）

〇所要時間：約45分
〇人数：20名～150名程度
〇料金：材料費1,000円～（ストラップ・フォトフレーム）

会場費：30,000円
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金
箔
に
触
れ
て

職
人
気
分
を
味
わ
う

「絵ハガキの箔貼り体験と金沢箔のミニ講座」

主に小学生におすすめの、難易度が低く、だれもが
体験できるコースです。
体験だけでなく、金沢箔の製造工程や歴史についての
わかりやすい説明もいたします。
お気軽に体験いただけますが、1万分の1mmと言われる
金沢箔の魅力に触れていただくことが可能です。

〇所要時間：約45分
〇人数：20名～100名程度
〇料金：材料費1,000円（絵葉書2枚）×参加人数分

会場費：30,000円

箔貼り体験は、金箔の１万分の１mmという究極の薄さに触れ、自分でアレンジした世界で一つの工芸品が作れる人気コンテンツです。

新しい修学旅行。オンライン金箔体験プラン

※体験素材の送付先は１ヶ所となります。送付先が複数
になる場合は別途送料が必要です。
※体験料金は１回の費用です。複数回に分けて実施の
場合はご相談ください。

石川県金沢市に本社を構える創業120余年
の老舗金箔メーカー「箔一」が提供する
ビデオ会議システム「Zoom」を使った
「オンライン金箔貼り体験」。
事前に体験セットを購入し、講師とZoom

を繋いで直接指導を受けられます。体験の
カタチ"として好評を頂いています。

感性をみがく
学習ポイントや
学習効果

これまで伝統文化に触れたことがなかった
人たちが、地域文化への関心を持つきっか
けにもなり、改めて『ものづくり』の大切
さを学習できる。金箔・製造工程のことを
事前に学習し、グループ討論を行う。
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当日のスケジュール（例）

当日のスケジュールの一例。体験時間にあわせて実施時間を調整できます。
金箔の製造工程や歴史については生徒様向けの内容となっており、実演中継
など興味を持っていただける内容となっております。



現在、新型コロナウイルスの国内外での感染拡大を
受けて感染拡大防止のため、工場見学を休止中。 感性をみがく

学習ポイントや
学習効果

将来を担う生徒の健やかな成長を願い、【バランスの
よい食生活】【たべものの大切さ】【食事のマナー】
について学ぶと同時に、毎日食べる食品を通して自分
自身・人の健康を支えること、また、地球環境に配慮
した二酸化炭素やフロン類の排出抑制を知ることによ
り、目的意識を高く持たせ、感じとる。

(株)スギヨのグループ会社
(株)能登半島様がSDGz協会
より認定されました

■ホテルより約40分
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研究開発
ちくわの製造から始まり、この世に初めてカニカマを生み出した
スギヨの研究・開発力の高さは、世界に誇れる強みです。
失敗を恐れず、果敢にチャレンジし続ける精神は、これからも
受け継がれていくでしょう。

農業事業

能登は、世界農業遺産に登録された豊かな土地。
能登の野菜・果物は、独特の風味と濃厚な味で高く評価
されています。そんな能登の恵みをより多くの方に
お届けできるよう、スギヨでは、さまざまな農業事業に
取り組んでいます。

品質への取り組み

原料の安全性と、品質基準にのっとった製造管理を
特に重要視して行っています。自社の品質保証部に
よる徹底した製造管理のもと、あらゆる規格基準と
照らし合わせ、食品衛生法に基づいた原料や品質
設計製造条件によって安全安心な商品の品質を保ちます。

食育への取り組み

食育戦士「スギヨ仮面」による保育園・学校への
食育活動なども行なっています。毎日食べる食品を
通して人々の健康を支えることが、私たちの使命で
あり、存在意義だと考えております。

環境への取り組み

スギヨでは、商品を入れるプラスチックトレイを
発泡のものに変更し、また、自社工場機械に
二酸化炭素やフロン類の排出を抑制できるものを
導入するなど、地球環境に配慮した取り組みを
行なっています。今後ともその意識を高く持ち
事業活動を推進してまいります。

社会・地域への取り組み

地域貢献の一環として、スギヨ北陸工場では工場見学を
実施しています。また、スギヨファームではレストランや
農場を活用した地域イベントを開催し、その活動を農林水産省
にも評価していただきました。
これからも能登の地域貢献のためにまい進します。

株式会社 スギヨ

産練製品・加工品製造販売、冷凍魚塩干
魚等の販売、惣菜類の製造販売、菓子製
造販売、水産練製品・加工品及び水産物
の輸出入、食品の冷凍冷蔵業

所在地 石川県七尾市西三階町10号4-1

TEL 0767-53-0180

URL https://www.sugiyo.

設立
昭和37年 1月

●グループ会社

株式会社高浜
笹かま、ちくわ、さつま揚げなどの食品製造
宮城県塩釜市貞山通3丁目1-10

TEL：022-367-0034

株式会社能登半島
「北陸の素材」を活用した商品開発加工
石川県七尾市府中町員外11番地2の2

TEL：0767-53-8361

マルタスギヨ株式会社
数の子わさび、みそ漬、酢漬など農産物
水産物の加工品

新潟県新潟市北区太子堂134番地4

TEL：025-386-1171

美野里デリカ株式会社
サラダ、軽食、おかず・おつまみ、鍋
おせち料理などの食品製造
茨城県小美玉市納場617-1

TEL：0299-48-0756

株式会社山崎水産
板蒲鉾、かに風味蒲鉾などの食品製造
広島県広島市西区草津港1丁目9-19

TEL：082-278-0505
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ヴォストーク宇宙カプセル（旧ソビエト）

ここに展示されているヴォストークは実際に飛行し
宇宙から帰還した本物の機体です。宇宙船の
表面には大気圏への再突入の際の圧縮熱に
よって焼け焦げた跡があり、宇宙船の表面には
地表に激突した際の傷跡やひび割れが残っています。

アポロ計画で活躍したローバー （アメリカ）

アポロ計画で月面を広範囲で調査するためアポロ15号
以降月面車が採用されることになりました。
運転には、手元のＴ字型のコントローラーを使用します。
前に倒すと前進し、左右に倒すと曲がり、後ろに倒すと
ブレーキがかかる仕組みになっています。
アポロ計画で使用された月面車は、今でも月面に放置
されています。

プラネタリウムのドーム型スクリーンで
宇宙に関する様々な番組を上映する
施設です。宇宙、星座、などをテーマ
にした番組を毎日上映しています。
【上映時間：約27分 収容人数：45名】

コスモシアター

コスモアイル羽咋外観

●入場料:大人800円 小人400円（小・中学生）

※未就学児は無料

●開館時間:通年/8:30～17:00【入場は16:30まで】

ホテルより車で約25分

●休館日：火曜日（団体割引あり）

コスモアイル羽咋： http://www.hakui.ne.jp/ufo/

石川県能登半島ＵＦＯの町にある宇宙科学博物館!!

宇宙から大気圏に突入し帰還した宇宙カプセルをはじめ

貴重な宇宙遺産の数々を展示してあります

【能登半島で本物の宇宙船に会う】

感性をみがく
学習ポイントや
学習効果

広大な宇宙の中で地球という環境が生命にとっていか
に貴重な存在かを知るともに、地球上・宇宙空間で目
撃されているUFO現象についての分析・解説について
の研究論を聞ける。地球・宇宙のことを事前に学習し
見学後、グループにて討論する。
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※大浴場 入場制限あり
男女各３０名様
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① 金沢港クルーズターミナル 2020年6月オープン

建物内には 展望デッキ・レストラン・セミナールーム
・まなび体験コーナー、金沢港操船シュミレーターなどが
あり、楽しいひと時を過ごせます。

Royal Hotel 能登 から 車で70分 程 有料バス駐車場有。

【 能登・金沢新 スポット発見！！！】
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②石川県 中能登 雨宮古墳群

雨の宮古墳群は、眉丈山（標高188メートル）の山頂を中心に、4世紀の中頃から5世紀の初めにかけて造られた36基の古墳からな
る古墳群です。最高所の通称雷ヶ峰に位置する1号墳は、墳丘長64メートルの前方後方墳としては県内最大規模を誇っています。墳
丘は2段に築かれ、斜面は葺石に覆われています。
これら2つの古墳の被葬者は、古墳の規模・副葬品の内容などから考えて、いずれも能登一円に支配権を及ぼした人物であったと推定さ
れます。 中能登HPより Royal Hotel 能登 から 車で30分 駐車場バス 4～5台OKです。

【 能登・金沢新 スポット発見！！！】

Royal Hotel 能登 から 車で30分 駐車場バス 4～5台OKです。 17
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ロイヤルホテル能登 宴会場・ホール収容人員

会場名

面積 【従来の収容人数】

㎡ 畳 スクール 正 餐 座敷 新和風

本館
２階

洋風
宴会場

ロイヤルホール
（芙蓉・鳳凰・琥珀）

全スパン 1,015 600 500

２／３ 670 250 300

１／３ 340 150 200

孔雀 40 30 20

別館
２階

洋風
宴会場

グランドホール 187 50 80

サルビア 95 30 30

別館
３階

和室
宴会場

松 44 35 20

竹 44 35 20

別館
４階

和室
宴会場

日本海
（朝霧・朱鷺・雷鳥）

全スパン 240 220 60

２／３ 160 120 40

１／３ 80 60 30

会場名

面積

㎡ 畳 スクール 正 餐 座敷 新和風

本館
２階

洋風
宴会場

ロイヤルホール
（芙蓉・鳳凰・琥珀）

全スパン 1,015 110 200

２／３ 670 70 115

１／３ 340 35 70

孔雀 40 15 25

別館
２階

洋風
宴会場

グランドホール 187 15 30

サルビア 95 21 25

別館
３階

和室
宴会場

松 44 20 16

竹 44 20 16

別館
４階

和室
宴会場

日本海
（朝霧・朱鷺・雷鳥）

全スパン 240 120

２／３ 160 80

１／３ 80 40

【ソーシャルディスタンス確保に基づく収容人員】

19



参考レイアウト （2Ｆ本館 洋宴会場 ）

【ロイヤルホール】
2/3会場使用時 （宴席）、1/3会場使用時（スクールスタイル）

20

1/3会場使用時 （スクールスタイル）35名
2/3会場使用時 （スクールスタイル）70名

全スパン 最大105～110名

【会議仕様レイアウト】

☆ 会議仕様（ロの字の場合 22～80名）

【宴席レイアウト（円卓）】

1/3会場使用時 宴席（円卓） 70名
2/3会場使用時 宴席（円卓） 115名

全スパン 最大200名

☆ 1テーブル 最高5名まで出来ますが
4名利用が適正と思われる
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参考レイアウト （2Ｆ本館 洋宴会場 ）
孔雀 「会議仕様」「宴席」

2Ｆ本館 洋宴会場

【会議仕スクール形式15名】

2Ｆ本館 洋宴会場

【宴席（円卓1800）25名】



参考レイアウト （2Ｆ別館 洋宴会場 ）
グランドホール「会議仕様」「宴席」
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グランドホール 会議仕様
（スクール形式１５名）

サルビア 会議仕様
（スクール形式２１名）

グランドホール 宴席 30名（円卓1800） サルビア 宴席 25名（円卓1800）



参考レイアウト （4Ｆ別館 和宴会場 ）
日本海（雷鳥・朱鷺・朝霧）
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4Ｆ 日本海 会場（イメージ写真）
【お膳宴会スタイル 最大120名】

4Ｆ 和宴会場 図面レイアウト
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ホテルフロントカウンターホテル入り口 ホテルＥＶ前 ホテルＥＶ中

ホテル内喫煙所1Ｆフロント前ロビー ＳＨＯＰ カウンター1Ｆ 大浴場

25



近隣体育施設・競技場ご案内 ①

志賀町総合体育館内 フィットネスジム

志賀町総合体育館 ⇒ ホテルより徒歩6分

石川県羽咋郡志賀町町へ−1−1

受付電話番号（０７６７）３２－３７７７

FAX番号 （０７６７）３２－４３８３

◇施設内容

◇アリーナ（1,389m2）バスケット２面、バレー２面、

バドミントン４面使用可

◇小体育館（586m2）卓球台４台、他コモンスペース有

◇トレーニング室（355m2） トレーニング設備多数有

◇ランニングロード（150m2） ２階アリーナ観覧席外周

◇その他障害者対応エレベーター、トイレ、スロープ有

◇休館日：月曜日（月曜が祝日の場合、翌平日）及び12月27日～1月4日

◇利用時間 ：午前9時～午後10時 （※陸上競技場は日没まで）

●利用申込

◇個人利用 : 利用する際は、体育館受付窓口にて競技する種目を伝え、

氏名、住所等を記入して申込ください。

◇団体利用 :体育館受付から施設空き状況を確認の上、競技する種目を

伝え専用の申請用紙にて申込ください。

受付電話番号（０７６７）３２－３７７７ FAX番号（０７６７）３２－４３８３

志賀町陸上競技場 ⇒ホテルより徒歩5分

◇総面積：２２，１００m2

◇競技場面積：１９，９１０m2

◇主な施設：４００mトラック ８コース、走幅跳、走高跳、

棒高跳、三段跳、砲丸投、円盤投、やり投

志賀町総合武道館
◇１階：柔道場２面（２４０畳）、面積578,887m2

◇２階：剣道場２面、面積585,393m2

※冷暖房完備

志賀町ホームページより引用・転載
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近隣体育施設・競技場ご案内 ②

志賀町野球場 ⇒ ホテルより徒歩8分

志賀町テニスコート ⇒ ホテルよりお車で5分

志賀町弓道場 ⇒ ホテルより徒歩6分

●施設の概要

◇敷地面積 ：２０，０６５m2

◇グラウンド面積 ：１２，６９９m2

◇主な施設 ：本部室、記録放送室、審判控室、事務会議室、

湯沸室、更衣室、洗面室、物置、スコアボード（電光掲示板）

◇収容人数 ：スタンド（２６４席）

◇その他 ：ナイター照明施設有 （照明塔６基）

●利用期間・利用時間

◇利用期間 : ３月１日～１１月３０日（それ以外の期間はオフシーズン、シーズン中は月曜休業日）

◇利用時間 : 午前９時～午後９時３０分

●利用申込

◇個人利用 : 利用する際は、体育館受付窓口にて競技する種目を伝え、

氏名、住所等を記入して申込ください。

◇団体利用 : 体育館受付から施設空き状況を確認の上、競技する種目を

伝え専用の申請用紙にて申込ください。

受付電話番号（０７６７）３２－３７７７ FAX番号（０７６７）３２－４３８３

●施設の概要

志賀町弓道場（志賀町総合武道館横）は６人立の道場で、

夜１０時まで利用できます。春にはウグイスなど小鳥の声も

聞け良い環境で弓道に励むことができます。毎年、高校生から

一般までを対象とした弓道教室や各種大会が行われています。

◇休館日：月曜日（月曜が祝日の場合、翌平日）及び12月27日～1月4日

◇利用時間 ：午前9時～午後10時

●施設の概要

志賀町テニスコートは、６面のコートがあり、学生合宿、

テニスサークル活動など幅広く利用されています。

また夜間照明設備も揃えてあり、夜９時まで利用可能です。

コートはオムニコートという素材で、どんな天候でもプレイが

しやすく足腰への負担軽減を図る独自の構造を持っています。

さらに自然の緑に近い色なので夏日差しによる照り返しを

和らげる効果もあります。成長時の学生から一般のプレーヤー

まで幅広く利用できるテニスコートです。

●利用期間・利用時間

◇利用期間 : ３月１日～１１月３０日（それ以外の期間はオフシーズン、シーズン中は月曜休業日）

◇利用時間 : 午前９時～午後９時

志賀町ホームページより引用・転載
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