北総四都市の日本遺産を見学すると…
〔こんなことができます〕

〔これらの効果が期待できます〕

千葉県の特色ある
まちについて知る
「ほんもの」の
文化財にふれる

地域のまちづくり・
人々の営みを学ぶ

➡

地域の伝統を大切にし
誇りに感じる心を養う
成田山新勝寺大本堂

歴史・文化に対する
興味・関心の向上

自分の将来や
まちづくりを考える

千葉県の豊かな歴史・文化を今に伝える北総四都市
▶日本遺産「北総四都市江戸紀行」は、佐倉・成田・佐原・銚子という千葉県の豊か
な歴史・文化を今に伝える特色ある都市によって構成されています。
▶佐倉は、今から約 400 年前の佐倉城の築城により、江戸の東を守る城下町として整
備されました。現在も、「佐倉城跡」や江戸時代の佐倉藩士の「武家屋敷」など城下
町の面影が色濃く残っています。
▶成田は、「成田山新勝寺」への参詣客を迎える門前町として栄え、表参道には土産物
屋や飲食店が多数軒を連ね、多くの観光客に親しまれています。ほかにも「宗吾霊堂」
など、江戸を感じさせる見どころが多くあります。
▶佐原は、街道と水運が交差する重要な場所で、江戸時代に利根川沿いで一番の商家
の町として発展しました。「伊能忠敬旧宅」をはじめとする歴史的な建物や小野川沿
いの船着き場（だし）など伝統的な町並みがよく残っています。
▶銚子は、天然の漁場を望む好地にある港町として発展するとともに、江戸っ子の食
文化を支えた「醤油」づくりで知られる醤油の町でもあります。「屛風ケ浦」の断崖
絶壁等の独特の自然景観は、江戸の庶民も旅行に訪れ浮世絵師などに好まれました。

江戸を感じる北総の町並み・建造物
▶北総四都市には、江戸の歴史・文化を
今に伝える町並み・建造物が多く残っ
ているのをご存知でしょうか？
▶これらは、かつての江戸＝今の東京で
はすでに失われたものも多く、貴重な
文化財として保存・整備されています。
▶北総四都市それぞれの特徴を示す
「ほんもの」の文化財にふれ、江戸の
歴史・文化を実感してみてはいかがで
しょうか？

くわしくはこちらも
ご参照ください。

北総四都市江戸紀行
公式サイト

佐原の大祭

地域の人々によるガイド体制も充実
▶北総四都市の町並みや文化財では
地域の人々によるガイド活動が盛
んです。学校の社会科見学・校外
学習の受け入れ実績も多くあり、
充実した体制のもと各歴史・文化
を詳しく学ぶことができます。
▶また、ガイド活動に携わる地域の
みなさんから、各市のまちづくり
や人づくりについてもふれること
ができるでしょう。

日本遺産「北総四都市江戸紀行」とは？
▶日本遺産とは、日本各地に残されている歴史的建造物や遺
跡、祭礼、美術工芸品などの「文化財」を地域の歴史・文
化の魅力を語る「ストーリー」を通じてパッケージ化し、
一体的に活用を進める取り組みです。
▶「北総四都市江戸紀行」は、2016 年に認定された日本遺産

千葉県の豊かな歴史・文化を学ぶ教材として
北総四都市での校外学習を私たちが自信をもってお勧めします。

江戸庶民も訪れた江戸を感じる町並みや風景が今も残り、身近に歴史・文化を学ぶこと
ができる北総四都市は絶好の教育素材です。
日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会
会長 千葉県教育委員会教育長 冨塚
委員 佐倉市教育委員会教育長 茅野
委員 成田市教育委員会教育長 関川
委員 香取市教育委員会教育長 金子
委員 銚子市教育委員会教育長 石川

です。佐倉道（成田街道）と利根川の水運という江戸につ
ながる 2 つの道により、城下町の佐倉、門前町の成田、商
家の町の佐原、港町の銚子の 4 つの特色ある都市が発展。
かつての江戸の面影を残す文化財
がストーリーに含まれ、「世界か
ら一番近い江戸」として成田空港

昌子
達也
義雄
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善昭

＜作成＞日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会事務局（千葉県教育委員会文化財課）

からも近く国外からのアクセスに
も恵まれています。

千葉県では唯一の日本遺産
です（2021 年 5 月現在）。

身近な︻日本遺産︼﹁北総四都市江戸紀行﹂校外学習のご案内

北総四都市の歴史・文化に学ぶ

武家屋敷（旧但馬家住宅）

屛風ケ浦

このパンフレットについて
▶日本遺産「北総四都市江戸紀行」をご存知ですか？
実は身近なところに、江戸時代の歴史・文化を感じるこ
とができる町並みや文化財が、佐倉・成田・佐原・銚子
の四都市に残っています。
▶校外学習を計画・実施される際の参考に

北総四都市に今も残る日本遺産の文化財やその歴史・
文化を学ぶことができる施設の情報をまとめています。

▶コロナ禍においても受入可能な見学先を掲載

ぜひ、このパンフレットを活用し、北総四都市におこし
いただきその歴史・文化にふれる機会のきっかけとなれ
ば幸いです。
日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会

※2021 年 5 月現在の情報を掲載しています。
新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、
記載内容が変更される場合がございます。
最新の情報は、各施設等に確認をお願い致します。

バス移動
徒
歩

北総四都市校外学習見学施設一覧
【佐倉市】
学
校

➡

佐倉城跡
佐倉武家屋敷
大手門跡広場
大手門跡広場
… ひよどり坂 … （佐倉城址公園） … 駐車場 ➡
駐車場
10分
10分
5分
10分
10：00

10：10
見学45分

佐倉武家屋敷・ひよどり坂

今から約 200 年前の江戸時代の武家
屋敷 3 棟を公開。当時の武士の生活
を知ることができます。近くには竹
林に囲まれたひよどり坂もあります。
❶9：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）
❸学生 100 円（70 円）
一般 210 円（150 円）
❹45 人
❺30 ～ 45 分
❻京成佐倉駅より徒歩 20 分
JR 佐倉駅より徒歩 15 分
❽普通車 10 台

11：05
散策50分 昼食60分

13：00

旧堀田邸・さくら庭園

➡

旧堀田邸
さくら庭園

5分

13：10
見学60分

江戸から佐倉に移住した蘭
方医・佐藤泰然が開いた蘭
医学塾兼診療所です。記念
館として医学の歴史を伝え
る資料を展示しています。

【成田市】
学
校

➡

ドライブイン
海老屋
10：00

✉bunka@city.sakura.lg.jp

佐倉市教育委員会文化課まで

…

5分

成田山
新勝寺

10：05
見学60分

…

10分

成田山新勝寺
表参道
11：15
見学60分

…

5分

ドライブイン
海老屋
12：20
昼食50分

➡

15分

13：25
見学60分

成田山新勝寺は 1080 余年の歴史をもち、
年間 1000 万人が訪れる全国有数の寺院
です。広大な境内には数々のお堂や、
自然豊かな公園もあります。
❶常時公開（各受付は 8：00 ～ 16：00）
❷なし
❸無料
❹100 人
❺60 ～ 120 分
❻JR・京成成田駅より徒歩約 10 分
❼あり（要予約）10：00 ～ 15：00
受入人数は要相談
❽あり

成田山新勝寺

※駐車場・昼食場所として受入可能

❶10：00 ～ 15：00
❷なし
❹200 人程度まで
❻成田山新勝寺総門より徒歩 1 分
❽普通車 25 台（800 円）、大型バス 13 台（2000 円）
※お食事利用の場合は無料
❾ホームページから予約シートをダウンロードし
FAX で申込み。
URL http://www.naritasanmonzen-ebiya.co.jp/
FAX 0476-24-1289 ☎0476-22-2255

見学・ガイドのご相談は…

☎0476-22-2111

山車会館
駐車場
9：30

…

…
5分

伊能忠敬
10分 記念館
9：40
見学30分

佐原町並み交流館

伊能忠敬
旧宅

➡

10：15
見学10分 散策20分

水郷佐原山車会館

10：50
見学30分

❶9：00 ～ 16：00
❷宗吾御一代館 月曜
（月曜祝日は翌火曜）
❸宗吾御一代館 子供 400 円（350 円）
大人 700 円（500 円）
※（ ）内は 20 名以上の団体料金
❹30 人（それ以上は応相談）
❺60 分
❻京成宗吾参道駅より徒歩約 15 分
❼あり（要予約）10：00 ～ 15：00
❽あり
❾☎0476-27-3131

ボランティアガイドの会まで（宗吾霊堂のガイドもこちらで承ります）

5分

佐原町並み
交流館

絢爛豪華な山車が常時 2 台
展示されており、迫力ある
映像とともに関東三大山車
祭り「佐原の大祭」の雰囲
気を伝えています。

…

10分
11：30
見学30分 昼食50分

伊能忠敬記念館

山車会館
駐車場
13：00

➡

10分

香取神宮
13：10
見学60分

伊能忠敬旧宅

➡

学
校

香取神宮

伊能忠敬は、50 歳を過ぎて
から、わが国最初の実測日本
地図を作り上げた人物です。
忠敬の人生やその業績の結晶
である伊能図を紹介します。

かつて伊能忠敬が過ごした
家の敷地に、土蔵造の店舗
のほか、炊事場、書院、土
蔵が残されています。

❶9：00 ～ 16：30
校外学習は 1 日に原則 1 校
平日 9：00 ～ 10：30（要予約）
❷月曜
（月曜祝日は翌火曜休館）
❸小中学生 250 円（200 円）
大人 500 円（450 円）
❹50 人
❺20 ～ 30 分
❻JR 佐原駅より徒歩 15 分
❼当面の間休止 ❽なし
❾☎0478-54-1118

❶9：00 ～ 16：30
❷年末年始
❸無料
❹なし（密を避けて見学）
❺5 ～ 10 分
❻JR 佐原駅より徒歩 15 分
❼なし
❽なし
❾☎0478-54-1118

学
校

➡

見学のご相談は …
ガイドのご相談は…

銚子
ポートタワー
10：00
見学40分

➡

20分

☎0478-50-1224
☎0478-52-1000

香取神宮は古来より下
総国一宮として、広く
崇敬を集めてきた古社
でです。境内には国宝
の海獣葡萄鏡をはじめ
多くの貴重な文化財が
伝わります。

地球の丸く
見える丘展望館

銚子ジオパークミュージアム

11：00
見学60分

➡

30分

銚子ジオパークの概要やみどころを紹
介する拠点施設。江戸時代の人々が「銚
子の磯巡り」で訪れた海岸の地質・地
形の成り立ちを学ぶことができます。
❶8：30 ～ 17：15
❷月曜・祝日・年末年始
❸無料
❹30 人
❺40 ～ 60 分
❻銚子駅から車で 25 分
❼あり（要予約）
❽あり（大型バス可）
❾☎0479-21-6662

銚子ジオパーク
ミュージアム

12：30
昼食60分 見学60分

西廣家は紀州から移住し、江戸
時代末期から銚子の漁業を支え
ている船主です。主屋や納屋、
缶詰工場等の建物は、国登録有
形文化財となっています。
❶毎月第 2・第 4 日曜
10：00 ～ 15：30
（上記以外は要予約）
❷上記以外
❸無料
❹30 人
❺40 ～ 60 分
❻銚子駅から車で 15 分
❼あり（要予約）
❽あり（大型バス不可）
❾☎0479-21-6662

☎0479-21-6662

銚子市教育委員会

➡

学
校

地球の丸く見える丘展望館

銚子ポートタワー

旧西廣家住宅

見学・ガイドのご相談は…

香取市教育委員会生涯学習課まで
佐原町並み交流館まで

✉s_kouryukan@yahoo.co.jp

ダミー
宗吾霊堂は、宗吾様の名で親しまれ
る古刹で、9 月の第一土・日の御待
夜祭や紫陽花の名所として知られて
います。

…

❶8：30 ～ 17：00
❷年中無休
❸拝観無料
香取神宮宝物館
小人 100 円（50 円）
大人 300 円（200 円）
❹なし
（密を避けて見学）
❻JR 香取駅より
徒歩 30 分
❼あり（要予約）
❽約 100 台
・入館料：（ ）内は 15 名以上の団体料金
大型バス駐車可
・駐車場：バス駐車場は記念館北側の民間駐車場（有料・要予約・徒歩 3 分）、山車会館駐車場（無料・予約不要・徒歩 10 分）があります。
❾☎0478-57-3211
・ガイド：佐原町並み交流館にて町並みエリアのボランティアガイドあり（要予約）。ただし伊能忠敬記念館は当面ガイド対象外。

【銚子市】
学
校

水郷佐原
山車会館

…
5分

❶9：00 ～ 16：30
❶10：00 ～ 17：00
❷月曜
❷第 2 月曜
❸小中学生 200 円（150 円）
❸無料
大人 400 円（350 円）
❹30 人程度
❹30 人程度
❺20 ～ 30 分
❺30 ～ 40 分
❻JR 佐原駅より徒歩 15 分
❻JR 佐原駅より徒歩 15 分
❼あり
❽身体障害者のみ 4 台（無料） ❼なし
❽普通車 25 台
❾☎0478-52-1000
大型バス 4 台
❾☎0478-52-4104

宗吾霊堂

【ドライブイン海老屋】

➡

❶常時公開
❷なし
❸無料
❹100 人以上
❺30 ～ 60 分
❻京成佐倉駅から徒歩 20 分
JR 佐倉駅から徒歩 25 分
❼当面の間休止
❽大手門跡広場駐車場
約 50 台、大型バス駐車可
❾佐倉城址公園管理センター
☎043-484-0679
公園緑地課
☎043-484-6165

成田駅前から約 800ｍ続
く表参道。江戸時代から
門前町として栄え、今で
も当時の名残をとどめて
います。
❶常時公開 ❷なし ❸無料 ❹100 人
❺60 ～ 120 分 ❻JR・京成成田駅より徒歩 1 ～ 10 分
❼あり（要予約）10：00 ～ 15：00
受入人数は要相談

学
校

FAX:043-486-9401

宗吾霊堂

成田山新勝寺表参道

成田山新勝寺

【香取市】

大正３年（1914）に建築され
た旧三菱銀行佐原支店の建物
を保存し、佐原の町並みの保
全活動や、資料展示・町並み
の観光ガイドを行っています。

※3 館共通 ・休館日：月曜（月曜祝日は翌火曜休館） ・入館料：（ ）内は 20 名以上の団体料金
1 枚で 3 館を見学できる「3 館共通券」も販売中。学生 270 円（190 円）一般 540 円（370 円）
・ガイド：あり（要予約）・駐車場：大型バスは大手門跡広場駐車場に駐車可

見学・ガイドのご相談は… ☎043-484-6192

学
校

❶開館時間❷休館日❸入館料等❹受入可能人数❺見学時間（目安）❻所要時間❼ガイド❽駐車場❾連絡先
※昼食場所のご利用にあたっては、事前に施設等にご相談いただくようお願いいたします。

佐倉城は約 400 年前に築かれ、
現在は公園として整備されて
います。日本 100 名城の一つ
にもなっており、土塁や堀な
どが残っています

❶9：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）
❸学生 50 円（30 円）
一般 100 円（70 円）
❹20 人
❺20 ～ 30 分
❻京成佐倉駅より徒歩 20 分
JR 佐倉駅より徒歩 30 分
❽普通車 3 台
大型バス 1 台（要予約）

❶9：30 ～ 16：30
（入館は 16：00 まで）
❸学生 160 円（100 円）
一般 320 円（210 円）
❹40 人
❺40 ～ 60 分
❻京成佐倉駅、JR 佐倉駅より
徒歩 20 分
❽普通車 10 台

14：15
見学30分

➡

佐倉城跡（佐倉城址公園）

佐倉順天堂記念館

1890 年（明治 23）に竣工し
た最後の佐倉藩主・堀田正倫
の邸宅で、国重要文化財に指
定されています。庭園（国指
定名勝）も散策できます。

佐倉順天堂
記念館

➡
…

社会教育課

海抜約 70m
の展望室か
らは利根川
河口に広が
る銚子漁港
が一望でき、
利根川東遷
や漁港の歴
史を解説す
る場所とし
て最適です。

❶8：30 ～ 17：30
（4 月～ 9 月の週末は 18：30）
❷木曜
❸教職員が引率する小中学生
100 円（引率教員は無料）
❹100 人以上
❺40 ～ 60 分
❻銚子駅から車で 20 分
❼あり（要予約）
❽普通車 47 台
大型バス 3 台（無料）
❾☎0479-24-9500

✉bunka@city.choshi.lg.jp

文化財・ジオパーク室まで

屋上からは歌川広重や葛飾北
斎の浮世絵にも描かれた屏風
ケ浦が一望できます。屏風ケ
浦は国の名勝及び天然記念物
に指定されています。
❶9：00 ～ 18：30
（10 月～ 3 月は 17：30）
❷なし
❸教職員が引率する小中学生
100 円（引率教員は無料）
❹100 人以上
❺45 ～ 90 分
❻銚子駅から車で 20 分
❼あり（要予約）
❽普通車 126 台
大型バス 5 台（無料）
❾☎0479-25-0930

FAX：0479-21-6622

