
NAVER BLOG 配信予定 秋 A プラン① 

                                     

五感で楽しむ秋 
～地元女子大学生が案内する！日本の秋バーチャル旅行プラン～ 

 

西南女学院大学人文学部観光文化学科劉ゼミに所属する女子大学生（大石絵梨香、大塚千尋、中山咲

来、笠間あみ、白川唯）５人が、日本の秋を楽しむ北九州旅行プランを考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州の観光地は、一つのエリアに集まっているので、移動時間がとても少なく交通費も節約でき、コ

スト・タイムパフォーマンスに優れているところが特徴です！ 

私たち女子大学生がおススメする北九州バーチャル旅行をお楽しみください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜私たちがこの旅行プランに込めた思い＞ 

日本にも四季があり、その中でも秋（9 月～11 月頃）はもっとも風情がある季節です。人は五感を使

って、外部からの情報を感じとることができます。私たちは外国人の方々にその五感すべてを使っ

て、この北九州を感じていただきたいと思います。紅葉やグルメ、文化施設など秋の魅力を満喫して

いただくことで、韓国と日本の文化の違いを体感してもらう良い機会になると思います。 

 

【旅の流れ】 

1 日目：北九州空港発＞小倉駅＞昼食(湖月堂)＞小倉城付近散策＞カフェ（お茶体験）＞TOTO ミュー

ジアム＞買い物（井筒屋・魚町銀天街・小倉駅付近）＞夕食(天ぷらふそう)＞ホテル 

2 日目：小倉駅発＞門司港駅＞昼食（焼きカレー）＞関門海峡ミュージアム＞ 

北九州おみやげ館・かいもん市場＞北九州空港 

 

２日間で巡ることができる 

観光スポット数（飲食店含む） 

１１ヶ所 

 

観光スポットを巡る 

総移動時間 

２時間 

 

観光スポットで係る 

総費用 

６００円 

 



【１日目】お城からミュージアムまで！Let’s 小倉探検🚗 

 

北九州空港に降り立って向かうは高速バスターミナル、旅のスタート地点です！ 

                                     

北九州空港⇨小倉駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光地へ向かうために、北九州空港から高速バスを利用し、小倉駅に向かいます☆ 

高速バスに乗ってすぐに見える窓からの景色は圧巻です！ 

 

空港島と陸地をつなぐ新北九州空港連絡道路 海上橋は 2.1km もあり日本トップクラスの長さで、海が

見えてとても景観が綺麗ですよ！！ 

 

☆観光案内所☆ 

北九州空港内と小倉駅構内には、観光案内所があるので観光パンフレットを受け取るなど、最新の観光

情報を受け取ることをお勧めします！ 

 

【交通情報】 

 

出発地：北九州空港→目的地：小倉駅（高速バス） 

所要時間：約４０分 

 

参考リンク先  

北九州空港エアポートバス時刻表（한국어）⇒北九州空港エアポートバス時刻表（ 한국어） 

 

小倉駅に着いたら『湖月堂』でお昼ご飯！ 

 

 

 

 

 

http://korea.kitakyu-air.jp/


小倉魚町銀天街にある『湖月堂』は、明治 28 年に創業され、季節ごとのメニューを楽しめます。 

 

和食や洋食・麺類等もあり、日本の代表的な料理である天ぷらやちらし寿司など和を感じられる料理が

たくさんあります。 

 

私たちは秋限定メニューである「秋の香りのパスタ」と「絲モンブラン」を食べました🍝「秋の香りの

パスタ」は、口に入れると柚子ときのこの香りが広がるクリーミーなパスタで、ぜひ皆さんに食べてい

ただきたい一品です！ 

 

「絲モンブラン」は、中身をアイスクリームとプリンのどちらかを選ぶことができます！ 

私たちは、アイスクリームを選びました！中身はバニラアイスでモンブランクリームとの相性も良く、

程よい甘さで秋のデザートを堪能できました🌰 

 

また、1 階は、和菓子を購入することができ、2 階はお食事処となっています。 

人気の和菓子は、栗饅頭・祇園太鼓・楽々最中です。 

 

＜湖月堂五感ポイント＞ 

視覚→中庭を見ながらゆったりとひと休憩 

聴覚→運が良ければ…店内のピアノ生演奏を聴けちゃうかも…！？ 

味覚・嗅覚→秋の食材を使用した絶品料理を見て味わう 

 

【交通情報】 

 

出発地：小倉駅→目的地：湖月堂（徒歩） 

所要時間：約３分 

 

参考リンク先 

湖月堂公式 HP⇒湖月堂 公式 HP 

※ホームページは日本語での表記となっています。 

 

江戸時代へタイムスリップ！ 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kogetsudo.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

湖月堂から魚町銀天街を通り抜け、見えてきたのは『小倉城』（絵文字） 

 

県内唯一の天守閣を持ち、1602 年に細川忠興公が築城した名城です。 

現在の姿は 1959 年に再建されたもので、北九州市のシンボルにもなっています！ 

 

小倉城の中には江戸時代の小倉の暮らしを再現した展示や体験型アイテムがあり写真映えにはぴったり

です！！ 

 

企画展や市民による作品展が開催されているスペースもあります。約 1 ヶ月ごとに展示内容が変わるた

め、その時にしか楽しむことができない特別感満載の空間が広がっています♪ 

 

5 階は当時の内装をイメージした作りで、とても開放的な展望スペースとなっています。 

小倉の街を 360 度見渡すことが可能で、お殿様気分になること間違いなしです🔭🏙 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



そのすぐ近くにある『北九州市立小倉城庭園』は小倉城城主（小笠原氏）の別邸であった下屋敷跡を復

元したもので、茶室や展示棟を備えた文化施設になっています。 

ビルに囲まれた小倉の中心街にありながら、小倉城とともに江戸時代の雰囲気を感じることのできる北

九州市の名所です。 

 

ここには、日本の伝統的な建築様式である書院があり、中に入ることもできます🏯 

様々なタイプの部屋があり、部屋を使っていた人の階級によってそれぞれ天井の造りが違うそうです😲 

日本人である私たちから見ても、とても興味深かったです‼︎ 

 

また、広縁の一部が池に張り出しているので、書院に居ながらも池の景色が楽しめます♪ 

私たちが行った日は天気が良く、風がとても心地よかったです☀️ 

池の周りには木々や花々が沢山あり、秋になると紅葉して絶景であること間違いなしです🍁 

 

池の方へ実際に行ってみると、そこには沢山の鯉が泳いでいて、エサやりをすることもできました🎏 

100 円でエサを買うことができるので、皆さんも是非体験してみてください💞 

他にもいくつかの展示室や資料室としても利用できるライブラリーなどがあります📚 

その奥にはテラスがあり、目の前には小倉城が見えました‼︎ 

庭園の外から見る景色とはまた違い、迫力満点です‼︎ 

 

一服の抹茶をのみ、自然と文化の薫りに浸かり、静かな落ち着いた時間を皆さんも過ごしてみてくださ

い♪ 

 

＜小倉城周辺五感ポイント＞ 

視覚→小倉城・庭園から見える紅葉🍁 

聴覚→枯葉の靡く音！ 

嗅覚→風でふわっと香る落ち葉の匂い🍂 

触覚→体験型アイテムを持って写真撮影！ 

 

【交通情報】 

 

出発地：湖月堂→目的地：小倉城（徒歩） 

所要時間：約 14 分 

 

《開城時間と料金》 

営業時間 4 月～10 月 9:00～18:00 

11 月～3 月 9:00～17:00 

※ご入館は営業時間の 30 分前までとなります。 

休館日 年中無休 

料金 一般 : 350 円(２施設共通券 560 円※)、中高生 : 200 円(２施設共通券 320 円※) 



小学生 : 100 円(２施設共通券 160 円※) 

※小倉城、小倉城庭園 

住所：福岡県北九州市小倉北区城内２−1 

TEL：093-561-1210 

参考リンク先 

小倉城公式HP⇒小倉城 公式 HP 

※ホームページは日本語での表記となっています。 

※パンフレット：小倉城はチケットを購入後、階段を上って左側へ 

小倉城庭園はチケットを購入後に入手可能 

 (English, 한국어,繁體中文に対応) 

 

カフェでお茶体験をしよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

小倉城、小倉城庭園を楽しんだ後は、同じ敷地内にある『しろテラス』へ！ 

和の雰囲気を楽しむことができる憩いの場所です☆彡 

 

しろテラスの中には、観光案内所やお土産コーナー、そして抹茶と和菓子を楽しむことのできる飲食コ

ーナーがあります。辻利茶舗は、高品質で美味しいお茶を選別し、抹茶大福や小倉城の形をしたもなか

が食べられます♪ 

 

私たちは抹茶大福セットと小倉城最中セットを食べました。和菓子と抹茶の相性は抜群です！抹茶大福

には生クリームが入っており、口の中でとろけます。また、小倉城最中セットはしろテラス限定の商品

でインスタ映え間違いなしです！和菓子が苦手という人には辻利抹茶ソフトや辻利バニラソフトもあり

ます！純日本を楽しめる最高のロケーションで美味しいお抹茶を是非楽しんでください！ 

 

＜しろテラス五感ポイント＞ 

視覚→北九州の様々なお土産を買うことができます！🍁 

聴覚→抹茶を立てる音！🍵 

嗅覚→香り高いお抹茶と和菓子！🍪 

触覚→小倉でしか購入できないような様々なお土産を実際に手に取って選べる！ 

 

https://www.kokura-castle.jp/


【交通情報】 

 

出発地：小倉城→目的地：しろテラス（徒歩） 

所要時間：約１分 

 

営業時間 しろテラス 9:00～18:00 

      辻利茶舗 11:00～18:00 

住所：福岡県北九州市小倉北区城内２−1 しろテラス内 

TEL：080-1532-3273 

 

参考リンク先 

しろテラス公式ＨＰ⇒しろテラス公式 HP 

※ホームページは日本語での表記となっています。 

 

水まわりの文化と歴史 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTO は 1917 年、北九州に創設され、創立 100 周年記念事業として開設されたのが『TOTO ミュー

ジアム』です。環境に配慮したものづくりを通じて持続可能な社会の実現を目指す TOTO の理念が実

践されました。 

 

第一展示室は TOTO 創設の歴史をたどることが出来るような陶器などの貴重な品が沢山展示されてい

ます。また、動物の排泄物や生活排水からできるバイオマス燃料で走ることが可能な、トイレバイク 

ネオはとても印象的でした。 

 

第二展示室は映像シアターや創設者 大倉和親を初めとする創業に関わった先人達の歴史、水まわりの

変容がわかる商品が数多く並んでいます。 

展示にあった時代がコーナーごとに再現されており、横一列に大便器や便座、水栓器具などをカテゴ

リー別に展示されているため、時代の変化がとても分かりやすく実際にその時代にタイムスリップし

たような気持ちになりました。 

更に、両国国技館に設置されている力士用腰掛便座に座ることも可能で、見るだけでなく体験しなが

ら楽しめます。 

 

https://www.kokura-castle.jp/shiroterrace/


第三展示室はグローバルギャラリーとなっており、日本に限らず世界で販売されている商品デザイン

を見比べる事が出来ます。 

 

施設内は、ミュージアムショップがあり、オリジナルグッズのミニチュア便座やロゴの入った文具に

加え、トイレ川柳がかわいいイラストと共に印刷されたトイレットペーパーなどが販売されており、

ここでしか買えない商品を購入出来ます♪ 

 

＜TOTO ミュージアム五感ポイント＞ 

視覚→TOTO の歴史や、様々な時代の大便器や便座、水栓器具の歴史が楽しめる！🚽 

聴覚→音声ガイドによる説明が聞ける URL が展示品の横に設置されている🎤 

触覚→ボタンを押して最新のトイレやリモコン、シャワーなどの仕組みを体験することができる！ 

 

 

【交通情報】 

 

出発地：しろテラス→北九州市役所前バス停（徒歩） 

所要時間：約２分  

 

北九州市役所前バス停→木町バス停（バス） 

所要時間：約 9 分  

料金：２００円 

 

木町バス停→目的地： TOTO ミュージアム（徒歩） 

所要時間：約８分 

 

《開館時間と料金》 

開館時間 10：00～17：00（入館は 16：30 まで） 

休館日 月曜・夏期休暇・年末年始 

入館料 無料  

※都合により開館時間、休館日を変更することがありますので、ご了承ください。 

住所：福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1 

TEL：093-951-2534 

 

参考リンク先 

ＴＯＴＯミュージアム公式ＨＰ(한국어)⇒TOTO ミュージアム 公式 HP (한국어) 

 

※パンフレット：２階インフォメーションカウンターへ 

        (English, 한국어,繁體中文,简体中文を含め全9カ国語対応) 

        その他にも展示品の横に音声ガイドが利用できるURLの設置あり 

https://jp.toto.com/museum/kr/


1 日目はこれで終了！！おすすめ買い物スポットを紹介！ 

 

小倉で買い物・食事に迷ったらココ！ 

                                     

 

 

 

 

 

 

買い物は旅の醍醐味ですよね⁉ 小倉駅周辺のお店を紹介します(^^♪ 

食べ物・コスメ・ファッションなど、思う存分楽しんでください！ 

 

1『アミュプラザ小倉』 

小倉駅ビル内のファッションビル！最先端のファッションからグルメまで何でも揃う！  

 

営業時間：10:00～20:00 

住所：福岡県北九州市小倉北区浅野 1 丁目 1-1 

TEL：093-512-1281(9:00～18:00) 

 

参考リンク先 

アミュプラザ小倉公式ＨＰ⇒アミュプラザ小倉 公式 HP 

フロアガイド(한국어)⇒アミュプラザ小倉 公式フロアガイド(한국어) 

 

2 『SAINTcity』 

SAINTcity は、J R 小倉駅前のショッピングモールで、無印良品や ZARA、ロフトなど様々な有名ショッ

プが出店しています。他にも、高品質・低価格で有名なユニクロも出店しており、北九州最大の売り場

面積を誇っています！👀 

営業時間：10:00～20:00 

住所：福岡県北九州市小倉北区京町 3-1-1 

TEL：093-514-1020 

 

参考リンク先 

SAINTcity 公式 HP⇒SAINTcity 公式 HP 

※ホームページは日本語での表記となっています。 

 

3『井筒屋』 

井筒屋はファッションや雑貨、化粧品などを取り扱う商業施設です。8 階にはレストランもあり、とん

かつや寿司などのグルメを堪能できます！🥢 

https://www.amuplaza.jp/
https://www.amuplaza.jp/pdf/floorinfo_ko.pdf
https://saintcity.jp/


営業時間：10:00～19:00 

住所：福岡県北九州市小倉北区船場町１−１ 

TEL：093-522-3111 

 

参考リンク先 

井筒屋公式 HP(한국어)⇒井筒屋 公式 HP(한국어) 

 

4『リバーウォーク北九州』 

パッと目を引くカラフルな建物を見つけてください！幅広い世代が集まる複合施設として、レストラン

や劇場、映画館もあり、ショッピング、グルメ、劇場鑑賞など様々な用途で楽しめます！^_^ 

 

営業時間：10:00～20:00 

住所：福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１−１ 

TEL：093-573-1500 

 

参考リンク先 

リバーウォーク北九州公式 HP(한국어)⇒リバーウォーク北九州 公式 HP(한국어) 

 

5『魚町銀天街』 

魚町銀天街は、北九州の台所として地元の人々に愛されています。  

近年では、食べ歩きのできる店舗も多く、手軽に北九州のグルメを楽しむことができます！ ♪ 

営業時間：各店舗異なる 

 

参考リンク先 

魚町銀天街公式ガイドブック(한국어)⇒魚町銀天街 公式ガイドブック(한국어) 

 

『天ぷらふそう』で夜ご飯！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『天ぷらふそう』は地元で愛され続ける創業 50 年以上の天ぷら店です。 

私たちも幼い頃からよく利用しており、とても馴染みのあるお店です。 

https://www.izutsuya.co.jp/storelist/kokura/foreign-language/hangul/
https://riverwalk.co.jp/hangul/
https://uomachi.or.jp/media-download/146/82cd05a527078513/


今回私たちが注文したのは、「野菜天盛り+ご飯」と「天丼」です。 

「野菜天盛り＋ご飯」は、野菜の天ぷらが 6 品ついてきます。 

 

野菜天盛りに使用されている野菜は玉ねぎ、いんげん、蓮、那須、椎茸、さつまいもの６種類です！３

種類ずつ野菜が運ばれてくるため、揚げたてを食べることができます！甘めのたれに付けて食べるもよ

し！そのまま食べるのもよし！野菜の旨味と甘味が味わえます！お味噌汁、お漬物、白米、天ぷら以外

の料理も全て美味しかったです！🧅🍆🍠 

 

「天丼」は、えび・いか・野菜の天ぷらがついてくるので、野菜と魚介両方の天ぷらを楽しめます！ 

天ぷら盛りのつゆとは違って、天丼用のタレは食べる前から香りが広がり、口に入れると天ぷらとの相

性は抜群です！🦐🦑 

 

日本の代表的な料理でもある天ぷらを地元の人から愛されている天ぷらふそうで是非皆さんに味わって

いただきたいです^_^！ 

 

小倉駅からだと、約 5 分！ 

 

〈天ぷらふそう五感ポイント〉 

視覚→カウンター席から見える調理中の様子！ 

聴覚→テンプラウを口に入れた時のサクッとする音 

嗅覚→天ぷら用のタレの匂い！ 

味覚→日本食の定番“天ぷら” 

 

【交通情報】 

 

出発地：魚町銀天街→目的地：天ぷらふそう(徒歩) 

所要時間：約 1 分 

 

《営業時間》 

11:00～21:40(ラストオーダー21:10) 

※不定休 

住所：福岡県北九州市小倉北区魚町 2 丁目 1-11 

T E L：093-511-5507 

 

 

 

 

 



【２日目】 

昭和レトロ～門司港ってエモーい！ 

潮の香り漂う『門司港』！ 

 

 
 

『門司港』は、明治時代後半から横浜や神戸と並ぶ国際貿易港として栄えました。 

当時の面影が残っているレトロな街並みが特徴的で、数多くの観光地で溢れています♪ 

 

門司港駅は、全国初の国指定重要文化財の木造駅校舎として指定されました。 

電車を降りた瞬間から、レトロ感が漂い、駅のホームや外観など門司港駅はどこで撮影してもインスタ

映えします！ 

そのため、多く地元の若者やカップルにも大人気の観光地です！🚉 

 

☆観光案内所☆ 

門司港駅構内には観光案内所があるので、門司港の最新観光情報を受け取ることをお勧めします！ 

 

＜門司港五感ポイント＞ 

視覚→レトロな建物がたくさん！ 

聴覚→関門海峡の波の音🎵 

嗅覚→潮の香り🌊 

 

【交通情報】 

 

出発地：小倉駅→目的地： 門司港駅（電車） 

所要時間：約 13 分 

料金：大人 280 円 / 子ども 140 円 

 

住所：福岡県北九州市門司区西海岸１丁目 5−31 

T E L：093-321-8843 

 



参考リンク先 

門司港レトロインフォメーション公式⇒【公式】門司港レトロインフォメーション (mojiko.info)  ※

ホームページは日本語での表記となっています。  

   

北九州名物焼きカレーを食べよう！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州名物の焼きカレーは、門司港が発祥地♪ 

 

門司港には数多くの焼きカレー屋さんがあり、今回紹介するのは『ミルクホール門司港』です！ 

 

食べ進めると中からトロッと卵黄が溢れる、とても美味しい焼きカレーです(о´∀`о) 

プリンやフロートなど様々なサイドメニューもあり、レトロな雰囲気で楽しむことができます！ 

 

海を見ならが食べる熱々の焼きカレーは最高です！♪ 

 

私たちは焼きカレー、門司港プリン、ハニーレモンスカッシュ、メロンソーダフロートを注文しまし

た。熱々のチーズとカレーを食べて体を温めましょう！門司港プリンは上の生クリームとさくらんぼが

レトロな雰囲気で可愛く写真を撮ることができます！🍒 

食べながら関門海峡を眺めることができ、綺麗な景色と美味しい食事で心もお腹もいっぱいです！🌊 

 

〈ミルクホール門司港五感ポイント〉 

視覚→関門海峡を眺めよう！ 

嗅覚→焼きカレーの匂い！🍛 

触覚→触るとわかる！？プルプルのプリン🍮 

味覚→ミルクホール門司港の美味しい食事！🍴 

 

【交通情報】 

 

出発地：門司港駅→目的地：ミルクホール門司港（徒歩） 

所要時間約２分 

https://www.mojiko.info/


《営業時間》10:00～20:00 (金土祝前日 21:00)  

住所：福岡県北九州市門司区西海岸１丁目 4−３ 日産船舶ビル１F 

T E L：093-331-6911 

 

世界へ開かれた関門海峡の記憶を… 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『関門海峡ミュージアム』は、関門海峡の歴史を丸ごと楽しむことができる体験型博物館で、令和元年

９月にリニューアルオープンしたばかりです！ 

 

豪華客船をイメージしたプロムナードデッキで、地ビールとおつまみを片手に関門海峡を眺めることが

出来ます。 

 

更に、ミュージアム内には他にも大正時代の門司港を再現した海峡レトロ通りなど色々なエリアもあっ

て子供連れにも最適！！ 

皆さんも楽しむことが出来るはずです☆ 

 

《関門海峡ミュージアム五感ポイント》 

視覚→関門海峡ミュージアムから見える関門海峡の景色！ 

聴覚→展望デッキで感じられる潮風🌬 

嗅覚→関門海峡の磯の香り🌊 

味覚→ラウンジスペースで楽しめるお酒・ジュース🍹 

 

 

【フロアガイド】 

１F：インフォメーション、海峡レトロ通り(おみやげ処 関門、多目的ホール、 

レトロなでしこ 和装レンタル、門司港バナナ資料館、思い出ステーション門司) 

２F：海峡体験ゾーン、海上保安庁展示コーナー、海峡子供広場 

３F：海峡アトリウム、海峡歴史回廊 

４F：プロムナードデッキ(クルーズカフェ「Canal」)、有料展示エリア入り口(チケット販売)、スロー

プ・アトリウムピット 

５F：展望デッキ 

 



【交通情報】 

 

出発地：ミルクホール門司港→目的地：関門海峡ミュージアム（徒歩） 

所要時間：約６分 

 

《料金》 

有料ゾーン入場料：大人 500 円、小・中学生 200 円 

海峡こども広場：1 歳以上 100 円 

 

住所：福岡県北九州市門司区西海岸１丁目 3−３ 

TE L：093-331-6700 

 

参考リンク先 

関門海峡ミュージアムＨＰ⇒関門海峡ミュージアム公式 HP 

※ホームページは日本語での表記となっています。 

 

門司港でお土産を買うならココ！ 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

門司港でお土産を買うなら、『北九州おみやげ館』や『かいもん市場』がオススメです！  

 

北九州の特産品が数多く品揃えされており、多くの外国人観光客で賑わっています！ 

 

北九州の B 級グルメ(門司港発祥焼きカレー・小倉発祥焼きうどん)や地元の人々に愛されているご当地

名物をお土産にいかかでしょうか♪ 

 

北九州おみやげ館 

《営業時間》 

10：00～18：00  

※12月 31 日は 15:00 まで 

参考リンク先 

北九州観光市場公式ＨＰ⇒北九州観光市場 公式 HP 

※ホームページは日本語での表記となっています。 

https://www.kanmon-kaikyo-museum.jp/
https://www.kcta.jp/


【交通情報】 

 

出発地：関門海峡ミュージアム→目的地： 北九州おみやげ館・かいもん市場（徒歩） 

所要時間：約１０分 

 

住所：福岡県北九州市門司区東港町 6−７２ 

T E L：093-321-6167 

 

これで二日間の旅は終わり！最後に北九州空港までの行き方を説明します！ 

 

【交通情報】 

 

出発地：北九州おみやげ館・かいもん市場→門司港駅(徒歩) 

所要時間：約 6 分 

出発地：門司港駅→目的地： 小倉駅（電車） 

所要時間：約 13 分 

料金：大人 280 円 / 子ども 140 円 

出発地：小倉駅→目的地：小倉駅バスセンター(徒歩) 

所要時間：1 分 

出発地：小倉駅バスセンター→目的地：北九州空港(高速バス) 

所要時間：約 40 分 

料金：710 円   

 

 

 西南女学院大学人文学部観光文化学科劉ゼミの提案する旅行プランはいかがでしたか？♪今回私たち

がテーマとした“五感”を使って楽しむことができる魅力的なスポットが北九州市にはたくさんありま

す！外国人観光客の方々に楽しんでいただけるように、話し合いを何度も重ね、自分達で実際にコース

をまわりながらこの旅行プランを作成しました。私達も写真を撮りながらメンバーと秋の思い出を作る

事ができてとても楽しかったです☆このプランの企画を通して、秋の北九州市には地元に住む私達でも

知らない魅力がたくさん潜んでいることを知り、さらに興味がわきました！皆さんも日本の秋を是非こ

の北九州市で楽しんでください！(*^^*) 


