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教育旅行プログラム【関西・大阪】

万博記念公園レガシーツアー
太陽の塔内部見学とEXPO’70パビリオンガイドツアー

全体の流れ

万博記念公園
中央ゲート

EXPO’70パビリオン
レガシーツアー

太陽の塔内部見学
・独特の世界観が漂い、岡本太郎により建造された過去・
現在・未来を貫いて生成する万物のエネルギーの象徴でも
ある太陽の塔の内部見学では生命の樹を見学頂きます。

・ガイドさんの案内は最大1回で50名
までとなり順番を入れ替えて最大は
100名までとなります。
100名以上の場合は別途相談

・30分で80名までの規制有り
・下から上層階まで階段を利用し
ての見学（エレベーター対応可
能・人数規制あり）

体験の詳細

岡本太郎デザインの太陽の塔 画像提供：大阪府 太陽の塔内部（画像提供：大阪府）

▶ならではポイント
・オリンピックに続く国内ビッグイベントでもある2025関西万博に向け
て50年前に日本中が熱狂したEXPO’70万博を知り、教育旅行の現場で次
世代を担い、2025万博に興味を持って頂くきかっけ作りとして、SDGS
の学習の場としての活用の場として最適です。

見る遊ぶ学ぶコンテンツ満載の万博記念公園
2025年の万国博覧会を控え50年前に世界中から6か月で約6500
万人が訪れた、日本の高度経済成長期の象徴である1970年大阪
万博の跡地である万博記念公園で過去のレガシーを知る特別な体
験ツアー。
2018年から約50年ぶりに内部公開をした太陽の塔の内部見学と
当時のパビリオンを利用したEXPO’70パビリオンの見学後、当
時の万博レガシーについて万博専門家のガイドによるレガシーツ
アー。（ご要望により2025万博の概要説明も可能です）このツ
アーだけの特別プランで吉本若手芸人の案内対応も可能です。
園内には日本庭園やBBQエリア、広大な芝生エリア、壮大なス
ケールを誇る国立民族学博物館、世界一の高さを誇るアスレチッ
クタワー等が有り周辺エリアには、ららぽーとEXPOCITY、ガン
バ大阪スタジアム、e-sports体験施設REDEE、水族館ニフレル、
日本一の大きさのオーサカホイール観覧車など様々な目的に応じ
て一日お楽しみ頂く事が出来ます。

EXPO’70パビリオン
ガイドツアー
（所要1時間）

太陽の塔内部見学
（所要約45分）

ネイビーズアフロ
NHK上方漫才大賞、
上方漫才大賞新人賞
等、有名国立大学出
身の期待の若手芸人

大阪万博の記憶のタイムカプセル。
大阪万博で実際に使用された様々なプロダクトや、未公開資
料を含む当時の貴重な資料を展示する記念館の見学及び
ガイドさんの案内内容をお選び頂きます。

① EXPO’70大阪万博を知るレガシーツアー
② 万博博覧会の歴史と万博博覧会について学ぼう
【追加おすすめプラン】
吉本芸人ネイビーズアフロの追加おもしろ添乗員プラン

※所要時間：移動時間含めトータル約2~2.5時間

EXPO’70パビリオン
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万博記念公園レガシーツアー【ツアー詳細】

【レガシーツアー詳細】

① EXPO’70大阪万博を知るレガシーツアー
1970年開催の高度経済成長期の象徴でもある大阪万博を当時の日本の生活に根差した発明品を初めて大阪万博で使用したトピックス

や当時の人々の生活を振り返ります。大阪万博の熱狂ぶりや世界の人々との関わりを説明しながら、目で見て触れてEXPO’７０パビリオンの中
を案内した後、2018年に48年ぶりに公開した太陽の塔の内部見学を体験して頂きます。
（高さ約41メートルの「生命の樹」があり、樹の幹や枝には大小さまざまな292体の生物模型群が取り付けられ、アメーバーなどの原生生物から
ハ虫類、恐竜、そして人類に至るまでの生命の進化の過程をあらわしていました。）

② 万博博覧会の歴史と2025万博について学ぼう ※平日受付はガイドさんの都合で受付不可の場合が多くございます。

EXPO’７０パビリオンのセミナールームで大阪万博をはじめ過去世界中で開催された万国博覧会のレガシーと実際現地に行ったガイドさんの
体験談をお話し頂き、未来の2025万博の概要もご説明の後、EXPO’７０パビリオンの見学と太陽の塔の内部見学を体験頂きます。

【スケジュール作成の際のご案内】
①太陽の塔の内部見学は、３０分で８０名の建築法上の規定がございます。
②レガシーツアーのガイドさんはバスガイドさんと違い、万博マニアの方にご案内頂く関係上（2022.4月現在）同じ話をして頂ける方は１名でし
か対応出来ません。案内上50名~100名 以上の場合は２班に分けてスケジュールを組んで頂きます様お願いします。
※100名以上１５０名以下の場合
A:ガイドさんを無しにして、太陽の塔とEXPO’70パビリオンの見学のみで行程を組む
（ガイドさん不要の場合は、入場タリフの太陽の塔に記載の方法で太陽の塔へ直接お申し込みください）

B:園内自由行動班もしくは園内にある国立民族学博物館（高校生以下無料）見学の3班体制をご検討下さい。（最低３時間必要）
③150名以上の場合は、ガイドさん無しで通常の太陽の塔内部~EXPO’70パビリオンの見学でご検討下さい。

甲子園６５個分の現在の万博記念公園
１９７０年日本万国博覧会当時 EXPO’７０パビリオンセミナールーム 最大５０名
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万博記念公園レガシーツアー 行程詳細例

【５０名以下の場合】
10:00 公園中央駐車場着
10:10 自然文化園中央ゲートでガイドさん出迎え
10:15 太陽の塔前でクラス写真撮影
10:30 ガイドを聞きながら移動~EXPO’70パビリオン着

EXPO’７０パビリオン館内見学
11:20 太陽の塔へ移動
11:30 太陽の塔内部見学
12:10 ツアー終了後、太陽の塔グッズショッピングの後

駐車場へ移動
12:30 中央駐車場到着 出発

例：10:00到着① EXPO’70大阪万博を知るレガシーツアーの場合

【５０名以上１００名以下の場合】
10:00 公園中央駐車場着
10:10 自然文化園中央ゲートでガイドさん出迎え
10:15 太陽の塔前でクラス写真撮影
A班
10:30 ガイドを聞きながら移動~パビリオン着

EXPO’７０パビリオン館内見学
11:10 太陽の塔へ移動
11:20 太陽の塔内部見学(ガイドさんはＢ班へ）
B班
10:30 太陽の塔内部見学
11:20 ガイドを聞きながら移動~パビリオン着

EXPO’７０パビリオン館内見学

12:10 ツアー終了後、太陽の塔グッズショッピングの後
駐車場へ移動

12:30 中央駐車場到着 出発

【100名以上150名以下の場合】
10:00 公園中央駐車場着
10:10 自然文化園中央ゲートでガイドさん出迎え

各班に分かれて３パターンで行動
A班
10:20 ガイドを聞きながら移動~パビリオン着

EXPO’７０パビリオン館内見学
10:50 太陽の塔へ移動
11:00 太陽の塔内部見学(ガイドさんはＢ班へ）
11:40  太陽の塔前でクラス写真及び園内自由行動
12:20  ツアー終了
B班
10:30 太陽の塔内部見学
11:10 見学後自由行動と太陽の塔前でクラス写真
11:50 パビリオン集合

ガイドさんの案内でEXPO’７０パビリオン館内見学
12:20 ツアー終了
C班
10:20 太陽の塔前でクラス写真及び園内自由行動
10:50 パビリオン集合

ガイドさんの案内でEXPO’７０パビリオン館内見学
11:20太陽の塔へ移動
11:30 太陽の塔内部見学
12:20 ツアー終了

駐車場へ移動
12:30 中央駐車場到着 出発
※自由行動班は国立民族学博物館（高校生以下無料）に置き
換える事も可能ですが、全行程３時間は必要です。
※少しでも時間短縮が必要な場合は日本庭園駐車場をご利用下
さい。

中央ゲート集合

EXPO’７０パビリオン見学

ガイドさんの案内で館内見学

太陽の塔内部観覧

途中EXPOグッズの買い物後、駐車場へ
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万博記念公園のご案内

1970年に開催された日本万国博覧会。当時の先端技術を駆使して建てられたパビリオンが林立する未来都市空間
が撤去された後、様々な樹木や草花を植え、万博の記念建造物として残された太陽の塔をシンボルとし、万博の森、
そして緑豊かな文化公園として再生。2025万博に向けて実証実験の場、万博のレガシーを学ぶ場、アウトドアで
のフィールドワークの場として活用性が高い。
・日本万国博覧会・・・入場者数 約6421万人（歴代万博2位）・広さ約260ha (甲子園の約65倍）

【太陽の塔】
岡本太郎により建造された過去・現在・未
来を貫いて生成する万物のエネルギーの象
徴で、万博50年の時を経た今でも万博記
念公園のシンボルとして残されています。
2018年より約50年ぶりに予約制で内部公
開を開始。

【EXPO‘70パビリオン】
大阪万博の記憶のタイムカプセル。
大阪万博で実際に使用された様々なプロダクトや、
未公開資料を含む当時の貴重な資料を展示する
記念館。建物自体も、当時のパビリオンだった「鉄鋼
館」をリユースしたもの。

【BAMPAKU BEAST】
今話題の世界最大級のアスレチックタワー
ドイツ発の独自技術、六角形の足場を生かしたア
スレチック施設。クライミングやジップライン、スラック
ラインなどの様々なアクティビティがこの施設内で楽
しめます。その数なんと120種類。
高い安全性能で小学生からシニアまで体験ができ
ます。4階層で屋上には展望台を設置しています。
団体予約可能

【BBQエリア B-BASE】
グランピングBBQを体験出来るエリア。
少人数から大人200名程度まで対応
出来るエリアが有り（雨天可）手ぶら
BBQが楽しめる。

【国立民族学博物館】
公園内にある文化人類学と民
族学をテーマにした世界最大
級の民族学博物館。

【日本庭園】万国博覧会出展のために作
庭され各時代の様式を一堂に見ることがで
きる約26ヘクタールの池泉回遊式庭園。
事前予約で無料の園内ガイドも可能

【生きてる水族館ニフレル】
海遊館プロデュース。水族館、
動物園、美術館のジャンルを
超えて、まるでアートを楽しむ
かのように、生きものや自然の
魅力を直感的により身近に楽
しめる工夫を凝らした施設

【万博記念公園オフィシャルパークガイド】

【日本最大級の観覧車オーサカホイール】
世界でも屈指の高さを誇り、ゴンドラからは
大阪の街並みを一望。床面はシースルーに
なっており空中散歩を楽しむ事が出来ます。
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万博記念公園自然文化園マップ

中央駐車場

太陽の塔

EXPO’70パビリオン

中央駐車場～
EXPO’70パビリオン
徒歩約１０分

大阪モノレール万博記念公園駅

万博記念公園までのアクセス
◆大阪伊丹空港 車20分
◆新大阪駅 車25分
◆京都駅より 車50分
◆名神吹田インター 車3分
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教育旅行プログラム【関西・大阪】

万博記念公園レガシーツアー
【参考資料】万博とSDGsの関わり方を考える

https://www.expo2025.or.jp/overview/education/

https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/
expo2025orjp/assets/pdf/education/5_movie.wmv

2025年、大阪にて日本国際博覧会（大阪・関⻄万博）が開催され

ます。日本は、世界でも国際博覧会の開催経験が最も豊富な国の１

つであり、これまでにない、新しい万博を成功させることが期待されていま

す。

かつてないスピードで変化する社会の中で、人々の価値観や生き方が

ますます多様化し、わたしたちには「幸せとは︖」、「自らの可能性を最大

限に発揮するためには︖」、「それを支える社会はどうあるべきか︖」という

問いが投げかけられています。 一方で、技術革新によって誰にも想像で

きなかったコミュニケーションが可能となりました。このような進展は、世界

中の叡智（最新の技術・アイデア）を集めるのに役立ち、さまざまなアイ

デアが集まることにより、複雑に絡みあった社会問題の解決につながること

が期待できます。2025年大阪・関⻄万博は、これまでの万博の概念に

イノベーションを起こすような会場として、共に創り上げる「共創」の実現を

めざしています。世界がめざす共通の目標（ゴール）であるSDGsの達

成のためには、一人一人が社会問題の解決を自分事として考え、自ら

行動していくことが欠かせません。

持続可能な社会づくりを実現するためには、子どもたち一人一人が、

地域の未来などを自らの課題としてとらえ、自分たちができることを考え、

さまざまな人たちと協働して解決する資質・能力が求められています。

2025年大阪・関⻄万博を題材に、SDGsを理解し、子どもたちなりにそ

の達成に向けたさまざまな叡智を集め、仲間や多様な人たちと解決のた

めのアイデアを考えていく「共創」する資質・能力を育成する事をテーマに

未来社会を創造する子どもたちの為に、万博とSDGSの関わりを訪問の

テーマとし、事前学習の上で過去の万博の会場である、万博記念公園

を学習の場として検討してみてはいかがでしょうか︖

【参考資料】
2025年日本国際博覧会協会の方でSDGｓと
大阪・関⻄万博について学ぶ、小中学校に向けた
教育プログラムが開発され、実際に大阪の一部の学
校が取り組んでいます。
開催前からに向けた取り組みに参加し、SDGsについ
て学び、大阪・関⻄万博のテーマ「いのち輝く未来社

会のデザイン」のためのアイデアを考えてもらうとともに、2025年には
実際に万博会場へ行きたくなるよう、興味・関心を高めてもらうこと
を目的としたプログラムです。
2021年度以降は、関⻄広域エリア、さらには日本全国へ拡大し
ていきます。

【プログラム詳細】 実際の教材・指導要綱がダウンロード出来ます。

【紹介動画】 1970大阪万博と2025万博とSDGsについてわ
かりやすくまとめられています。ご提案の際に視聴必須です。

https://www.expo2025.or.jp/overview/education/
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp/assets/pdf/education/5_movie.wmv
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp/assets/pdf/education/5_movie.wmv

