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文化の森でご自身の感じる魅力を発見し、

その楽しさを広く発信していただければ！と思います。

あそび方のススメ

それぞれの魅力

アクセス

とくしま「異文化キャラバン隊」の  　    つの提案

　　とにかく自分の好きなものを見つける … ピンクの電話

　　友達と映る … 集合写真・自らもオブジェとなって ・記念写真

　　風景に溶け込む … 絶景と私

　　美しいと思ったものを感動し共に味わう！

　　友人にグリーティングカードにして送る

　　自分の心を入れて写す … カニを見ている写真

　　驚きを言葉にする … 鳥居龍蔵の書斎

　　そして時間や季節を楽しむ … 噴水及び水が流れるタイミングを！
とくしま「異文化キャラバン隊」2016

文化の森で製作したマップ

・日本語 ver

・英語 ver

・中国語 ver
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徳島の知識がここに詰まっています！天気の良い日は、本を借り

て「読書テラス」で読むのも気持ち良いですよ。

県立図書館県立図書館

昔の徳島県庁の建物の設計・建材を生かした建物です。ここで

は、徳島県の歴史を学び郷土への理解を深めることができます。

県立文書館県立文書館
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参加者の声

鳥居龍蔵記念館が 1 番印象に残りました。人類学について深く

理解ができて、徳島からそんなに偉い人がいたことを知りました。

初めて文化の森に行って、いろいろ体験ができました。満足しま

した。

サマースクール参加者のアンケートで、38名中 32名が今回

の活動に満足したと答えています。「日本文化や歴史がわかっ

た、さらに日本人学生と友達になれた！」「出会った学生と

の交流はとても楽しかった！」等の感想を得ました。

徳島大学 留学生 チュア・トゥンアー ( マレーシア )

無理に難しい英語を使おうとするのではなく、「伝える」ことを意識

しようと「わかりやすく」を頑張ったので、気が楽だった。こういっ

た反省をすぐに生かせるので、参加することに意味があったなとい

うのが、1 番感じたことだった。
徳島大学 青井太平

県立博物館県立博物館
徳島の自然と歴史を学べます。展示室の写真撮影は◎です！

様々なお宝と写りましょう！（他の人の迷惑にはならないように）

鳥居龍蔵記念博物館鳥居龍蔵記念博物館
徳島生まれの世界的に有名な人類学者、鳥居龍蔵氏の足跡や

その研究・業績を楽しく学べます。

国内外の有名な作家の作品を多数所蔵しています。また、様々

な鑑賞の仕方、楽しみ方があります！

①お気に入りの一つを見つけてその理由を考える

②子ども鑑賞シートを使って新たな見方を試してみる

③耳の聞こえない人、目の見えない人の鑑賞方法を

　試して共感してみる

県立近代美術館県立近代美術館

・・・・・・などなど

キャラバン隊の感じる

普段は車に乗っている人も、思い切ってバスの 20 分の旅を選んでみま

せんか。詳しい時刻表などは、文化の森の HP でご覧ください。

徳島駅から文化の森への行き方

 徳島市営バス 3 番のりば「文化の森」行き直通バスに乗車し 18

分、終点「文化の森」で下車。

 徳島市営バス 3 番のりば｢しらさぎ台｣行き、｢一宮｣行き、または｢天

の原 ( 入田 )｣行きに乗車し 16 分、「園瀬橋」下車。徒歩約 10 分。

 徳島バス 4 番のりば「仁井田西」行き、または「佐那河内線 神

山高校前」行きに乗車し 16 分、「園瀬橋」下車。徒歩約 10 分。

県立 21 世紀館県立 21 世紀館
他の館にはないコンサート、演劇、ダンスなどの様々なイベントを開

催しています。自分にあった文化の森の楽しみ方を提案しています！

注) イベントは不可

製作 ● 徳島大学国際センター・国際課　協力 ● 徳島県文化の森総合公園

バスを使って

とくしま「異文化キャラバン隊」は、

外国人留学生と日本人学生が日本の文化を学びながら、

地域の課題を考える活動を推進しています。

2016 年 8 月 7 日（日）に、

21 名の学生（徳島大学）と生徒（徳島市立高校）が、

38 名の外国人留学生（国際センターサマースクール参加者）と、

文化の森の魅力を発見しました。

　3人一組で文化の森を歩き、たくさんの写真を撮りました。

そして、インドネシア・中国・台湾・韓国の学生らが

お気に入りの 1 枚を選び、このマップができました。

新たな視点の「あそび方のススメ」を提案します。

文化の森でご自身の感じる魅力を発見し、

その楽しさを広く発信していただければ！と思います。

文化の森を
楽しむ



We three 青い空白い雲
広場には旗が翻っている.

together in the
tokushima museum

Big shower!!

classic playground

・waterfall  scenery

オブジェになってgreeting from Japan

・Original gravel

・Beautiful Waterfall

・wonderful

・ウォーターフォールと少女

・流れている 私の心

いいお天気ですねFriendship ・we are the one
・relax at museum park 

日本の夏っぽい

amazing ！

Marvelous background 
to present the work of  
Ryuzo Torii

Friendship

Under the sea and up
in the sky

人形 , awa puppet

I am a little hunger

japanese titanic

・Oh no!
　We broke it.
　We should fix it 
　in 90second.
・Broken pieces

pink addict

大きな噴水がある文化の森の中心で
す。広場になっているので、子どもが走
り回ったり遊べる空間になっています。

県立博物館鳥居龍蔵記念博物館

県立図書館

シンボル広場
県立21 世紀館

芝生広場
知識の森

園路
カスケード

エントランスホール
県立21 世紀館

広々とした芝生広場で読書を楽しんだり、のんびりと散歩や休憩ができる公園です。子どもたちには、「じゃぶ
じゃぶ池」やいろんなの遊具を備えた「子供のとりで」などの遊び場があります。ぜひご家族でどうぞ！

長さ 135 メートル、落差 30 メートルのダイナミックな階段状の滝である
カスケードは、階段を登って上まで行けます。休日の水が流れている様は
圧巻です！

Our time
県立文書館県立文書館

県立図書館県立図書館

野外劇場野外劇場

県立近代美術館県立近代美術館県立博物館県立博物館

県立鳥居龍蔵
記念博物館

県立鳥居龍蔵
記念博物館

シンボル広場
芝生広場芝生広場

知識の森

カスケード

県民の森県民の森

県立 21 世紀館
エントランスホール

公園への階段

1

2
2

24

1
5

2

4

24
2

2

4

6

6

1 1

7

7

1

文化の森
魅力発見！マップ

サマースクールの学生がえらんだ

Outdoor theatre scenery

野外劇場
県立21 世紀館

野外劇場は、伝統芸能や演劇、野外コ
ンサートなどに利用できます。自分のアイディ
アでこの空間を自由に使ってみては？

1

・What a beautiful  
  scenery from the top.
　We can see Tokushima 
  city from there.

徳島と私

The beautiful scenery of
Tokushima

・空は高く 風は歌う

・View of tokushima

・A wonderful view  
  arround the bunka  
　no mori park.

図書館の横から知識の森に続く階段で
す。上からは徳島の市街地と眉山が望
める絶景スポットです。
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公園への階段

サマースクール参加者の写した
お気に入りの 1 枚とメンバーの
写真は徳島大学国際センター
の動画集で見られます。

https://www.youtube.com/
watch?v=_al05Zv_-wU

公園内の四季の
自然を楽しむために、
このマップを活用しては！

文化の森総合公園ガイド


