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1 愛媛県立西条高校

愛媛の自慢のスイーツを楽しもう

2 愛媛県立西条高校

西条が誇るだんじり祭り～フォトコンテストを添えて～

3 愛媛県立西条高校

石鎚山・瀬戸内海の魅力を体験しよう

4 千葉県立小金高校

ほのぼのうらやすツアー～日本の文化体験～

5 千葉県立小金高校

Girl's day out～松戸の和を感じて～

6 千葉県立小金高校

和洋折衷～和と忍び～

7 大阪府立箕面高校

いっぺんおいでや！～箕面のＴシャツ祭りを楽しもう！～

8 奈良県立法隆寺国際高校

古都ならに隠れた宝探し出せ

9 奈良県立法隆寺国際高校

大和でちゃチャ茶～1200年の奈良を味わう～

10 奈良県立法隆寺国際高校

秋の大和路恋めぐり

11 青森県立名久井農業高校

青森相撲王国探訪記

12 山口県立周防大島高校

アロハ！瀬戸内のハワイ周防大島で、日本にいながら気軽に異文化体験！

13 山口県立周防大島高校

“ドキドキ島暮らし、トキドキ島助け”～周防大島に滞在しながら、地域貢献をしよう！～

14 山形県立村山産業高校

「サムライ・ヤマガタ」～侍文化が生き続ける街山形で、刀剣乱舞の世界を体験！！～

15 岐阜県立恵那農業高校

メインディッシュは「恵那・串原」

16 甲府市立甲府商業高校

これが山梨の美！満喫しよう～Beautiful Japan～

17 甲府市立甲府商業高校

思わず叫ぶ「It's so wonderful！」山梨の温泉・花火・グルメを満喫しろし～！

18 甲府市立甲府商業高校

女子旅行～大自然に心をくすぐられるSUMMER～

19 岡山県私立興譲館高校

元気になろう！＠潮待ちの島～飛島～未来は私たちの手に！

20 栃木県立宇都宮白楊高校

ヤバみ！～near to you TOCHIGI～新名所TOUR

21 三重県立鳥羽高校

Wanna be “TOBA ジェンヌ”！！～海女さんと相差のまちから感じる、五感の旅～

22 岐阜県立益田清風高校

行くしかないんやさ～食 下呂を生かした旅～益田風に乗せて～

23 福岡県立福岡魁誠高校

大宰府～食べ歩きの旅～

24 福岡県立福岡魁誠高校

福岡よかとこばい！！

25 福岡県立福岡魁誠高校

グルメ旅in福岡

26 神戸市立科学技術高校

よみがえれ！神戸の歴史 物語る シャッター街の 光再び！！

27 神戸市立科学技術高校

御影を世界へ～だんじり＆灘酒～

28 神戸市立科学技術高校

『ICT』でつながる第2の家島

29 明石工業高等専門学校

すごろくの旅in日本 進んで進んで泊まれ！明石んGO！！

30 茨城県私立清真学園高校

IOS～茨城アウトドアスポーツの旅～

31 茨城県私立清真学園高校

「灯」～あかりが照らす過去・現在・未来～

32 茨城県私立清真学園高校

AQUA WAY IBARAKI～HISTORY TOUR～

33 福井県立奥越明成高校

市の未来を遺し隊！～「一」から始める「市」生活～

34 松江市立女子高校

人間に“かえる”５日間～田舎で自分取り戻しませんか？～

35 松江市立女子高校

八百萬の“神様”を訪ねて～五感で感じる神体験・あえてマイナー入れてみました♪～

36 静岡県立富岳館高校

そうだ富士宮に帰ろう！～都会じゃできないこと集めてみましたけど～

37 静岡県立富岳館高校

「見る」・「触れる」・「食べる」すべてがそろう富士宮

38 静岡県立富岳館高校

ファミリーで食べよう！学ぼう！楽しもう！－富士山からのめぐみ－
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39 福井県立敦賀高校

恋愛パワースポット巡りの旅～虹が運んでくれるしあわせ～

40 福井県立敦賀高校

人道の心「杉原千畝」と巡る追体験物語～ともに記憶をたどる旅～

41 秋田県立大館国際情報学院高校 曲げわっぱ中身は何だべな？ ～やってみでけれ大館～
42 北海道立北海道弟子屈高校

北海道 アイヌ＆現代～タイムスリップ型体験ツアー

43 北海道立北海道弟子屈高校

グローバルツアーin 弟子屈

44 北海道立北海道弟子屈高校

なまら綺麗！なまら美味しい！ ～あなたが探す弟子屈町～

47 京都府立須知高校

Let's Try! ～ちょっと太鼓をたたけるようになりましょう～

64 京都府立須知高校

懐かしいあの頃へ～空間を楽しむ～

65 京都府立須知高校

野菜収穫体験、鍾乳洞体験を通して魅力を知ってもらう

48 高知県立須崎高校

須崎に泊まろう！！～一泊二日のめぐってめぐる田舎体験ツアー

49 高知県立須崎高校

須崎いいとこ行ってみっか ～宿題やっつけ塾～

50 高知県立須崎高校

須崎爆釣日誌 ～須崎の魅力詰め込み編～

51 兵庫県立生野高校

日本遺産の歴史をあのキャラで・・・！！ コスプレバスツアー

52 横浜市立横浜商業高校

Welcome to YOKOHAMA ～you have never seen YOKOHAMA～

53 横浜市立横浜商業高校

横浜市境 五感で感じる 日本の和巡り

54 横浜市立横浜商業高校

清らかな水が届ける100年の森～未来につなぐ道志村と横浜の絆～

55 青森県立黒石商業高校

黒石観光タクシーツアー

56 神奈川県立神奈川総合産業高校 蒲鉾手作り体験ツアー
57 神奈川県立神奈川総合産業高校 忍忍忍！小田原修行ツアー
58 神奈川県立神奈川総合産業高校 箱根駅伝完歩ツアー
59 愛媛県立土居高校

しこちゅう てんこもりツアー!! By 土居高 -紙と文化のくにコンソーシアム構想ー

60 長崎県立佐世保東翔高校

うちらの街は星の数ほどよかところ ～佐世保の1～10の数めぐり～

61 長崎県立佐世保東翔高校

佐世保の軌跡から奇跡を起こす～佐世保観光から見つける縁起もの～

62 長崎県立佐世保東翔高校

結婚指輪はいるか？ ～プロポーズ大作戦～

63 長野県立白馬高校

姫川を下って日本海へ行こう！

45 京都府立北桑田高校

PPMP ～Pure Paradise Miyama Project～

46 京都府立北桑田高校

家族一体型サイクリングツアー ～風光明媚 in 京北

66 宮崎県立宮崎商業高校

AYA's KITCHEN

67 宮崎県立宮崎商業高校

青島から宮崎を世界に広めよう

68 長野県私立長野女子高校

清流の郷 ”安曇野”を守る旅 －水の流れと一緒にー

69 岐阜県立大垣養老高校

秀忠は何しとる！家康天下取りウォーキングツアー

70 滋賀県立大津商業高校

Otsuわくわく介護旅行

71 岐阜県立益田清風高校

下呂まるごとウォーキング ～時代を駆けめぐる 美しく若返りの旅～

72 東京都私立岩倉高校

橋を通じて東京の今昔をイメージする旅

73 東京都私立岩倉高校

留学生に日本をもっと好きになってもらおう！～LIKE JAPAN PROJECT～

74 東京都私立岩倉高校

「食べる、感じる、作る。味を形にするツアー」

75 青森県立黒石商業高校

インバウンド「イザベラ・バード タクシーツアー」

76 京都府立木津高校

Ｗｅｌｃａｏｍｅ to 木津川CITY
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77 京都府立桂高校

「京都」じゃない「京都」を楽しもう～日本の伝統文化を支えた暗躍者～

78 京都府立桂高校

京都のものづくり体験ツアー

79 京都府立桂高校

左京区スポット＆火祭りツアー

80 京都府立桂高校

一条通の妖怪にご妖怪！ツアー

81 長野県立阿智高校

星☆温泉だけじゃないんだに！！
昼紙温泉発祥「物味湯産手形」を利用。自然を満喫、選べて楽しい体験型癒しプランなんだ
に！！

82 大阪府私立清風南海高等学校

泉州で食い倒れツアー！！！

83 大阪府私立清風南海高等学校

Let's cyc[Re] ～何度でも自転車で泉州へ～

84 大阪府私立清風南海高等学校

ガンガンだんじり！ のびのび泉州ツアー

