
株式会社 JTB神⼾⽀店

MEET UP PROGRAM

ひょうご神⼾B&Sプログラム
（Brothers&Sisters）

〜ハイカラな神⼾の街歩き〜



1 はじめに

1

神⼾は、北側に六甲⼭系の⼭々、南側に瀬⼾内海の海、その間に都市機能が集中して
いるというコンパクトでわかりやすい地形です。
「異国情緒あるれるハイカラな街」には、古くは外国⼈の貿易商の存在も⽋かせません。
また、1995年の阪神・淡路⼤震災では⼤きな被害を受け、防災の意識も⾼く、
震災当時の⽖跡や復興への道のりもお伝えすることもできます。
兵庫県には、有名な観光地以外にも、地元住⺠がお勧めできる様々なスポットも点在しています。
そのような魅⼒あふれる地域を他府県の中学⽣・⾼校⽣にもご案内できればと考えています。

兵庫県、神⼾市を訪問される修学旅⾏や校外学習では、⽣徒さんが三宮を中⼼に班別研修をされている
場⾯を⾒受けます。この班別研修をより充実させるために、兵庫県、神⼾市で学んでいる⼤学⽣と⼀緒に、
観光地や穴場スポットを、歴史や文化を説明しながら研修するプログラムを考案しました。
また、神⼾で学ぶ留学⽣と⼀緒に異文化理解を目的に、グローバルなコミュニケーションをとりながら
班別研修をすることもお勧めです。
発展型として現在、SDGsや探究学習的な教育要素を盛り込み、「より深い学び」を取り入れたコースも開発中です。

昨今の新型コロナウィルスの影響により、密集を避けた感染対策をとり、細分化した活動も注視されています。
神⼾で⾃分達が⾏きたい場所へ、少⼈数での班別活動と昼⾷を組み込むことで、⽣徒さんの満⾜度も上がると思います。

魅⼒あふれる兵庫県、神⼾市に多くの⽣徒様にお越しいただき、学校⾏事をさらに充実していただければと考えております。

私たちは、そんな新たな「ひょうご神⼾B&Sフィールドワーク」の学びをご提供いたします。
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2 ひょうご神⼾B&Sプログラムとは

2

神⼾を訪問する国内外の中学⽣・⾼校⽣に対し、神⼾（兵庫県）で学ぶ学⽣がガイド役と
なり、兄弟・姉妹（Brothers＆Sisters）のように、交流しながら、観光に同⾏することにより、
神⼾の歴史や文化を学ぶとともに、街・⼈・⾷の魅⼒を肌で感じ、将来「学びたい・働きたい」
という「魅⼒あふれる神⼾」をお伝えするプログラムです。

３ プログラム内容

４ 期待される効果

☞ Aプラン 神⼾市内の観光地を、⼤学⽣が観光案内しながら、フィールドワークを実施
☞ Bプラン 神⼾市内の観光地を、留学⽣が英語、⺟国語、⽇本語を使って、国際交流をしながら

フィールドワークを実施
※国際理解の目的であり、英語研修ではありません。また留学⽣の出⾝国や⾔語は

指定できません。
☞ Cプラン 神⼾市内の観光地を、「SDGs」「探究」の観点で、地元住⺠や⼤学⽣が説明しながら

フィールドワークを実施 （現在開発途中）

・集合時間に遅れることなく、最適な時間配分で限られた時間内で無駄なく班別研修を進めることができます。
・⼤学⽣の案内により、年代が近いこともあり、活発なコミュニケーションで楽しく班別研修をすることができます。
・進路やキャリアを考えるきっかけになるかもしれません。
・⽣徒さん達だけでは、知ることのできない神⼾の魅⼒や穴場スポット、お店を知り得ます。
・⾃分達の地域と⽐較することにより、より⼀層、⾃分達の地元地域の魅⼒を⾒つめ直すことになります。
・留学⽣との班別研修では、⽇本以外の国の流⾏や実情、考えの違いなど、外国⼈とコミュニケーションを図る絶好の機会を作れます。



５ ひょうご神⼾B&Sの観光型（Aプラン）・留学⽣型（Bプラン）コース
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コース① 旧居留地・南京町コース

コースの概要（１５０分＋昼食）

■かつて外国⼈の玄関口として栄えたオシャレでレトロ建築が並ぶ
旧居留地から歩くだけでも楽しい⽇本三⼤中華街の神⼾南京町

1

2

3

4

10︓00 三宮駅集合
・ガイド役の紹介と諸注意

10︓20 東遊園地〜旧居留地
・神⼾市役所展望ロビー・東遊園地・神⼾市⽴博物館
・15番館・海岸ビル・商船三井ビル

11︓40 南京町エリア
・⻑安門・南京町広場の⼗⼆⽀⽯像・中国獅⼦像
・神⼾レンガプロジェクト・元町商店街

13︓30 三宮駅解散
・南京町から徒歩にて三宮へ5

12︓30 昼食 南京町
・ガイドと⼀緒に昼⾷

※全てのコースで昼⾷を省くことは可能です。 ※出発時間はご相談に応じます。 ※コロナ状況により休館の場合入場箇所を変更します。

コース① イメージ写真

三宮駅前（画像提供︓JTB社員） 東遊園地（画像提供︓神⼾観光局）

市庁舎からの景色（画像提供︓神⼾観光局） 旧居留地（画像提供︓神⼾観光局）

神⼾市⽴博物館（画像提供︓神⼾観光局） 元町商店街（画像提供︓神⼾観光局）

南京町（画像提供︓神⼾観光局） 南京町 ⼩籠包（画像提供︓神⼾観光局）

※概算入場料
０円

※電⾞賃０円
（昼⾷代除く）



５ ひょうご神⼾B&Sの観光型（Aプラン）・留学⽣型（Bプラン）コース
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コース② ベイエリアコース

コースの概要（１５０分＋昼食）

■海に⾯したベイエリアは港町神⼾を代表する観光スポット。
フォトジェニックな場所を堪能してください。

1

2

3

4

10︓00 三宮駅集合
・ガイド役の紹介と諸注意

10︓30 メリケンパーク
・元町駅へ電⾞で移動後、南京町を通り、・フィッシュダンス
・神⼾港震災メモリアルパーク・BE KOBE・神⼾ポートタワー
（リニューアル⼯事中）・神⼾海洋博物館

12︓00 神⼾ハーバーランド
・望楼・愛の郵便ポスト・モザイク散策

13︓30 三宮駅解散
・JR神⼾駅から三宮へ5

12︓30 昼食 ハーバーランド
・ガイドと⼀緒に昼⾷

※全てのコースで昼⾷を省くことは可能です。 ※出発時間はご相談に応じます。 ※コロナ状況により休館の場合入場箇所を変更します。

コース② イメージ写真

三宮駅前（画像提供︓JTB社員） フィッシュダンス（画像提供︓神⼾観光局）

メリケンパーク（画像提供︓神⼾観光局） 神⼾港震災メモリアルパーク（画像提供︓神⼾観光局）

BE KOBE（画像提供︓神⼾観光局） 神⼾海洋博物館（画像提供︓神⼾観光局）

ハーバーランド（画像提供︓神⼾観光局） 愛の郵便ポスト（画像提供︓神⼾観光局）

※概算入場料
400円

※電⾞賃260円
（昼⾷代除く）



５
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コース③ ビーナスブリッジ・北野コース

コースの概要（１５０分＋昼食）

■映画のロケ地としても⼈気で、神⼾の若者の隠れた⼈気スポットである
ビーナスブリッジで最⾼の景色を満喫後、⻄洋館が並ぶ異⼈館を巡る

1

2

3

4

10︓00 三宮駅集合
・ガイド役の紹介と諸注意

10︓30 ビーナスブリッジ
・タクシーにてビーナスブリッジへ（8の字の螺旋ループ橋）

11︓30 北野異⼈館街エリア
・徒歩で20分ほど降りて北野異⼈館へ移動
・風⾒鶏の館・北野天満神社・萌⻩の館・ラインの館

13︓30 三宮駅解散
5

12︓40 昼食 三宮付近
・ガイドと⼀緒に昼⾷

ひょうご神⼾B&Sの観光型（Aプラン）・留学⽣型（Bプラン）コース
※全てのコースで昼⾷を省くことは可能です。 ※出発時間はご相談に応じます。 ※コロナ状況により休館の場合入場箇所を変更します。

コース③ イメージ写真

三宮駅前（画像提供︓JTB社員） ビーナスブリッジ（画像提供︓JTB社員）

ビーナスブリッジ（画像提供︓JTB社員） 愛の鍵モニュメント（画像提供︓JTB社員）

風⾒鶏の館（画像提供︓JTB社員） 萌⻩の館（画像提供︓神⼾観光局）

ラインの館（画像提供︓神⼾観光局） 香りの家オランダ館（画像提供︓神⼾観光局）

※概算入場料
0円

※タクシー4名乗⾞
約350円

（昼⾷代除く）



５
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コース④ ポートアイアランドコース

コースの概要（１５０分＋昼食）

■神⼾港内に1981年完成した当時は世界最⼤の⼈⼯島であった。
また、世界初の完全無⼈⾃動運転のポートライナーも乗⾞体験。

1

2

3

4

10︓00 三宮駅集合
・ガイド役の紹介と諸注意

10︓30 ポートアイアランド 北公園〜しおかぜ公園
・北公園（神⼾⼤橋の下に位置し、海側から⾒る神⼾の
街と⼭が絶景）・しおかぜ公園（新たなウォーターフロント
公園）・神⼾学院⼤学 カフェ ・BE KOBE

11︓40 ポートアイランド 南公園エリア
・バンドー神⼾⻘少年科学館
・UCCコーヒー博物館（⽇本で唯⼀のコーヒー博物館）
・アシックススポーツミュージアム（コロナにより休館中）※2022年3月現在

13︓30 三宮駅解散
・ガイド役の紹介と諸注意5

12︓40 昼食 三宮付近
・ガイドと⼀緒に昼⾷

ひょうご神⼾B&Sの観光型（Aプラン）・留学⽣型（Bプラン）コース

コース④ イメージ写真

三宮駅前（画像提供︓JTB社員） バンドー神⼾⻘少年科学館（画像提供︓JTB社員）

UCCコーヒー博物館（画像提供︓JTB社員） ポートライナー（画像提供︓JTB社員）

しおかぜ公園（画像提供︓JTB社員）

しおかぜ公園（画像提供︓JTB社員）

BE KOBE（画像提供︓JTB社員）

神⼾学院⼤学カフェ（画像提供︓JTB社員）

※全てのコースで昼⾷を省くことは可能です。 ※出発時間はご相談に応じます。 ※コロナ状況により休館の場合入場箇所を変更します。

※概算入場料
500円

※電⾞賃710円
（昼⾷代除く）



５
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コース⑤ HAT神⼾コース

コースの概要（１５０分＋昼食）

■歴史の古い旧居留地エリアと、中華街で有名な南京町を
巡るコース

1

2

3

4

10︓00 三宮駅集合
・ガイド役の紹介と諸注意

10︓20 ⼈と防災未来センター
・阪神春⽇野道へ。阪神・淡路⼤震災の経験と教訓を
後世に伝えるとともにこれからの防災・減災を学ぶ
災害ミュージアム。

11︓20 HAT神⼾エリア
・JICAプラザ関⻄(世界の文化や諸問題をテーマにパネル
や映像を展示)・兵庫県⽴美術館・なぎさ公園

13︓30 三宮駅解散
5

12︓40 昼食 三宮付近
・阪神春⽇野道から三宮に戻りガイドと⼀緒に昼⾷

ひょうご神⼾B&Sの観光型（Aプラン）・留学⽣型（Bプラン）コース

コース⑤ イメージ写真

三宮駅前（画像提供︓JTB社員） HAT神⼾（画像提供︓JTB社員）

⼈と防災未来センター（画像提供︓JTB社員） JICAプラザ関⻄（画像提供︓JTB社員）

JICAプラザ関⻄（画像提供︓JTB社員） 兵庫県⽴美術館（画像提供︓JTB社員）

兵庫県⽴美術館（画像提供︓JTB社員） なぎさ公園（画像提供︓JTB社員）

※全てのコースで昼⾷を省くことは可能です。 ※出発時間はご相談に応じます。 ※コロナ状況により休館の場合入場箇所を変更します。

※概算入場料
0円

※電⾞賃300円
（昼⾷代除く）



５
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コース⑥ ⻑⽥コース

コースの概要（１５０分＋昼食）

■歴史の古い旧居留地エリアと、中華街で有名な南京町を
巡るコース

1

2

3

4

10︓00 三宮駅集合
・ガイド役の紹介と諸注意

10︓30 JR新⻑⽥駅周辺
・鉄⼈28号モニュメント

10︓45 ディープスポット商店街
・⼤正筋商店街・六軒道商店街・新⻑⽥合同庁舎
・神⼾の壁ウォールギャラリー・丸五市場

13︓30 三宮駅解散
・ガイドと⼀緒にJR新⻑⽥から三宮に戻り解散5

12︓20 昼食 新⻑⽥こなもん街
・そばめし発祥の地でガイドと昼⾷

ひょうご神⼾B&Sの観光型（Aプラン）・留学⽣型（Bプラン）コース

コース⑤ イメージ写真

※全てのコースで昼⾷を省くことは可能です。 ※出発時間はご相談に応じます。 ※コロナ状況により休館の場合入場箇所を変更します。

三宮駅前（画像提供︓JTB社員） JR新⻑⽥駅前（画像提供︓JTB社員）

鉄⼈28号モニュメント（画像提供︓JTB社員） 本町筋商店街（画像提供︓JTB社員）

神⼾の壁ウォールギャラリー（画像提供︓JTB社員） 丸五市場（画像提供︓JTB社員）

三国志⽯像（画像提供︓JTB社員） ⻑⽥名物そばめし（画像提供︓JTB社員）

※概算入場料
0円

※電⾞賃360円
（昼⾷代除く）



１．モデルコースを基準に、班別研修の所要時間についてはご相談に応じることは可能です。
２．スタート場所・ゴール場所により移動時間が変わりますので、B&S事務局より、最終コース案を提示いたします。

実施の14⽇前までには希望コースをご報告ください。
３．ご案内しているコースについては、当⽇の交通事情、⽣徒様の興味を示した施設などにより、流動的に進⾏する

場合がございます。また交通機関の事情により帰着が万⼀遅れた場合についての責任は負いかねますので、予め
ご了承願います。

４．B&Sスタッフの服装は、特別規制はしておりません。清潔感のある服装をお願いしております。
５．⼤学⽣、留学⽣ガイドはプロではありませんので、過度な要望についてはお応え出来かねますのでご了承ください。
６．⽣徒様が班別研修中に怪我等をされた場合、B&Sスタッフより報告が入りますので、教員様・添乗員様に連絡

をとりますので、ご指示によりご対応いたします。なお、こちらの過失によるものを除き、責任は負いかねますので、ご
了承願います。

７．学⽣の履修、就職活動などの状況により、学⽣スタッフが早期に確定できない場合がございます。
８．B&Sスタッフの指示に従わず、勝⼿な⾏動をとられる場合は、班別研修中でも⽣徒様の参加をお断りする場合が

ございます。なお、その際の返⾦は致しませんので、ご了承願います。
９．B&Sスタッフの⾔動や⾏動に問題がありましたら、B&S事務局へご報告、ご連絡をお願い致します。

１０．B&SスタッフとのSNS、電話番号、メールアドレス等の連絡先の交換は⼀切禁⽌としております。後⽇、⽣徒様がお礼
等連絡を取りたい場合は、必ず教員様の許可の上で、教員様からB&S事務局までご連絡ください。

１１．プログラム料⾦には、B&Sスタッフの拝観料、交通費が含まれます。万⼀、観光箇所を増やす場合には追加料⾦が発
⽣します。また、昼⾷代は、各⾃払いとなり、B&Sスタッフも⾃⾝で⽀払います。
※プログラム費用については、貴校担当者にお問い合わせください。

１２．B&S事務局より当⽇、集合場所に斡旋員を1名派遣致します。⽣徒様の参加⼈数により、スタッフ派遣⼈数や、その
他状況に応じた斡旋員数をB&S事務局側で判断致します。

７ 学校様への注意事項
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