
令和元年度の受賞作品（ご参考） 

 

 昨年度の「学生がつくる熊本県の着地型旅行プランコンテスト」における受賞

作品をご参考として紹介します。 

 

（１）企画概要 

想定時期 通年 ツアー期間 日帰り     

旅行地域（市町村） 

※複数可 
熊本県熊本市 

旅行の対象者 外国人観光客 

ツアー内容 

1.ツアータイトル   ＲＯＡＤ ＴＯ ＭＵＳＡＳＨＩ 

2.企画立案の 

背景･理由 

2018 年度に「学生がつくる着地型観光商品造成」企画に参画。9月よりツ

アー造成に向けて活動し、2018 年 12 月にモニターツアーを実施。2019 年 1

月に最終報告会を行った。熊本市チームはテーマを「宮本武蔵」に設定。 

3.ポイント① 

【熊本と宮本武蔵】 

熊本市チームが熊本の観光資源として注目したのが「宮本武蔵」。宮本武蔵

は晩年を熊本の霊巖洞にて過ごしている。武蔵が洞窟で書した「五輪書」

は現在ビジネス書として特に海外に普及し、ハーバード大学の経営学のテ

キストとしても使用された。 

3.ポイント② 

【ターゲット】 

世界中の武道関係者だけでなく、経営者、ビジネスマンたちが武蔵の書を

読み、勝ち抜くための哲学、創造性の秘密、そして人生の極意を学び、影

響受けている。→外国のトップビジネスマンをターゲットに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツアー内容のポイントを記入して下さい。 

３つまで記入可能です。 



（２）旅行行程表 

 

 

 

 

 

行 程 表 

日 内容 ポイント 

1 日 

「霊巖洞」散策 

※書道体験（巻物） 

宮本武蔵が晩年 5 年間を過ごした

霊巖洞にて思いを馳せながら書道

体験を楽しめる。自ら書した巻物は

旅の思い出に手元に残る。 

西の武蔵塚・島田美術館 見学 

宮本武蔵の弟子、寺尾信行一族の墓

所を見学。宮本武蔵の遺体は寺尾家

の墓に葬られたという説がある。島

田美術館では武蔵ゆかりの展示物

を見学。 

武蔵うどん（昼食） 

武蔵塚公園の側にある「武蔵うど

ん」にて昼食。武蔵うどん・小次郎

うどんが人気。 

武蔵塚公園 

※剣術体験 

武蔵の墓がある武蔵塚公園にて、直

属の流派「野田派」の方による剣術

体験。 

<記入上の注意> 

1.上記日数にとらわれず日帰りも可能です。 

2.｢内容｣は『どこで』『何をするのか』がわかるように記載してください。 

3.｢ポイント｣はそれぞれの内容についてアピールすべきポイントを記入してください。 

4.旅行代金の設定の必要はありません。 

■ 個人情報の取り扱いについて 

 ｢第１５回国内観光活性化フォーラム in くまもと｣実行委員会は旅行企画を開催するため、企画書及び旅行行程表にてお預かりした 

 個人情報を選出のご連絡(メール送信または電話)、最終審査に向けての打合せ連絡のみに使用し、ご本人の同意なく他の目的で使用する 

 ことはありません。 

「どこ」で「何をするのか」が分かるように

記入して下さい。 

それぞれの内容についてアピールすべき

ポイントがあれば記入して下さい。 



 

Niten Ichi-ryu 

 

Only Kumamoto 

  

 in the world!
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Reigando Cave 

Reigando Cave lies at the foot of Mt.Kinpo,located in the western part of 

Kumamoto City. At the rear of the thickly-wooded, slightly mysterious temple 

gunds of Unganzenji, carved into the side of mountain is Reigando Cave, 

inside which is enshrined the IwatoKannon stone statue.This cave is most 

famous for being the location where Miyamoto Musashi spent much of his  

time alone, toiling away at wrting “The Book of Five Rings”, his great 

treatise on martial arts. The history of the cave actually extends futher into 

the past than Unganzenji itself, and there is a legend that the Kannon 

statue currently in the cave was actually being transported by boat to a 

different destination when the boat capsized.All that remained was the 

Kannon statue, which miraculously stayed afloat on a wooden board until it 

arrived at Reigando are the carved one-by-one to possess unique facial 

expressions and body positions. 

 

 

Shimada Museum of Art 

Precious historical materials and antiquities of the warrior culture left in  

Kumamotoare stored here.Seeing actual swords and bokken used by the  

legendary swordsman Miyamoto Musashi is sure to surprise. Among the 

    various skills and hobbies Musashi acquired a taste for in his last years in  

Kumamoto, the ink paintings he created, beautiful representations of his 

keen sensibility and spirit. Also the museum has an art gallery and caf.  

 

 

 

Musashizuka Park 

In accordance with Musashi Miyamoto’s will that he wanted to keep watching over his grave was built  

along Out street, where Sankinkoutai was taken place and where Musashizuka park , visitors could  

not only see lushly greenery and feel sense of serenity , but also find a bronze statue of Musashi Miyamoto 

carrying two swords in his hip and a tearoom in Japanese garden.   

 

 

 

Time Schedule 

10:00 Kotsu-Senter 

10:40 Reigando Cave 

12:00 Lunch 

14:00 Shimada Museum 

15:15 Musashizuka Park  

17:15 Kotsu-Senter 

 

 

 

 


