Press Release
インバウンド関連の取材のご案内
報道関係者各位

2017年1月吉日
東京都文京区本郷1-26-3

理事長：江澤雄一

訪日客2,400万人を超え、”モノからコトへ“インバウンドの質的転換を図る、
大学生発の「外国人向け日本文化体験型ツアー」を本格始動。
東京・本郷の商店街や神社と連携し日本のグローバル化に対峙する人材の育成を目指す。
(日本人のように、日本を楽しもう！）

第一回：節分・豆まき体験ツアー
第二回：神社でお祓い・白玉づくり体験ツアー
場所：東洋学園大学 （東京・本郷キャンパス）周辺

2017年2月 3日（金） 15：00〜17：30
2017年2月10日（金） 10：00〜12：30

東洋学園大学現代経営学部の本庄ゼミ（本庄加代子専任講師）/谷本ゼミ(谷本信学部長）では、2017年2月3日（金）
と10日(金）に、訪日外国人観光客に、本学所在地である本郷界隈を、学生が案内し地域文化を体験するツアー・「本郷
ディスカバリーツアー」を開催いたします。本企画は、学生自らが半年間かけて企画準備を行うプロジェクトマネジメント
教育の一環であり、迫る日本のグローバル化に対峙できる自立的な人材育成を目指しております。また、旧来の生活
様式が色濃く残る文京区本郷の、お祭りや和太鼓、商店街を外国人に案内することで、等身大の日本の良さを伝え地
域活性化を目指すものです。ツアーコンセプトは、「日本人のように、日本を楽しもう」 “Ｆｅｅｌ ＪＡＰＡＮ！Ｔａｓｔｅ ＪＡＰ
ＡＮ！”です。本プロジェクトを通じ、昨年度2,400万人を突破した外国人観光客市場に対して、これからは、国際理解や
人材育成、地域活性化といった、インバウンドの質的転換への一助となることを最終目標としております。
いま訪日外国人観光客の関心は、爆買といわれた“モノ消費”から、文化体験などの“コト消費”へ徐々に移ってきて
います。そこで、第一回の2月3日（金）の開催時には、本学の学生や地域住民の方と一緒に、地元・本郷にある、三河
稲荷神社で節分の豆まき体験をしたり、江戸時代から庶民に愛されている白玉を学生らと作る食文化体験も行います。
第二回の2月10日（金）では、学生による神社参拝の作法のレクチャーや三河稲荷神社での宮司様によるお祓い体験
も実施します。また、地元本郷の大横丁通り商店街の協力も頂き、地元商店街で働く、関口範章プロの和太鼓演奏を
はじめ、明治創業の鰹節卸売問屋「鵜飼商店」や、90年続く昔ながらの総菜パン店「木村屋パン店」の見学など身近
な日本の生活を外国人が垣間見ることが出来ます（詳細は、添付のチラシをご参照）。
2016年12月に試行したプレツアーでは、外国人から「日本文化や日本の若者の見方が変わった」「おもてなし精神が
伝わってきた」など大変好評でした（写真をご参照）。なお、プレツアーの実施状況や準備段階の大学生の取組みの様子
は、次のURLもご参照ください。（東学インバウンドプログラム http://www.tyg.jp/inbound/index.html）

↑大学生による参拝マナー講座 ↑神妙な面持ちのお祓い・お神酒
（2016.12 プレツアー時の様子） （2016.12 プレツアー時の様子）

←大学生が苦労して製作した広告案とキャッチコピー

訪日観光客が2,400万人を突破し、身近な日本人の生活の中でも、グローバル化が進行する中、本学は、2016年
本郷の地で、90周年を迎えました。変化する時代に対応できる、自立した人材の育成を目指すと共に、地域に根ざ
し、地域に貢献できる大学としての役割を今後も強化してまいります。
【問い合わせ先】東洋学園大学 広報室：大内・大橋・清水
電話：03-3811-1783 FAX: 03-3811-5176 e-mail:koho@of.tyg.jp

本郷ディスカバリーツアー イベント・取材のご案内
東京都文京区本郷1-26-3

理事長：江澤雄一

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、先に案内いたしました本郷ディスカバリーツアーイベントをご取材い
ただけますと幸いです。添付の返信用紙に必要事項をご記入の上、ご返信くださいますようお願い申し上げます。
【イベント名】
【コンセプト】
【開催場所】
【集合場所】
【参加費】

本郷ディスカバリーツアー：大学生による、外国人観光客向け日本文化体験型ツアー
日本人のように、日本を楽しもう！ “Feel JAPAN! Taste JAPAN!”
東京都文京区本郷1丁目－2丁目(大横丁商店街・三河稲荷神社周辺）
東洋学園大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷１丁目２６−３）
無料

第1回 節分・豆まき体験ツアー」／2017 年2月3 日(金） 15：00～17:30
【スケジュール】
15:00 東洋学園大学にてオープニングセレモニー、和太鼓演奏
15:45 本郷弓町の大楠の木の紹介
16:00 大横町通り商店街－鵜飼商店（鰹節卸売問屋）、木村屋パン店（総菜パン）を見学
16:30 三河稲荷神社－神社参拝、豆まき祭り参加
17:15 クロージングセレモニー、集合写真 （17:30 終了予定 ※白玉づくりの実施も検討中）
第2回 神社お祓い体験・白玉づくり体験ツアー／2017 年2月10 日(金) 10：00～12:30
【スケジュール】
10：00 東洋学園大学にてオープニングセレモニー、和太鼓演奏、参拝マナー講座
10:35 本郷弓町の大楠の木の紹介
10:50 大横丁通り商店街－鵜飼商店（鰹節卸売問屋）、木村屋パン店（総菜パン）を見学
11:15 三河稲荷神社－神社参拝、お祓い体験、御朱印帳記帳
11:50 東洋学園大学にて、白玉作りを体験
12:20 クロージングセレモニー、集合写真 （12：30終了予定）

取材のお申し込みは下記にご記入の上、FAX：03-3811-5176
メール：koho@of.tyg.jpまでご返信ください。
御社名：
媒体名／番組名：
部署名：
代表者御芳名：

合計

名

撮影：あり（ムービー／スチール） ・ なし
電話番号／携帯番号：
メールアドレス：
要望事項：
【問い合わせ先】東洋学園大学 広報室：大内・大橋・清水
電話：03-3811-1783 FAX: 03-3811-5176 e-mail:koho@of.tyg.jp

Feel JAPAN! Taste JAPAN!

HONGO Discovery Tour

with University Students!
Why don‘t you join our walking tour around HONGO and discover a unique side of Japanese culture only
locals know? In HONGO, you can see a mix of old and new lifestyles. Through learning shrine manners,
attending a purification ceremony and cooking “SHIRATAMA,” you will experience Japan like a local!

FREE WALKING TOUR:
Dates & Times:
Meeting Spot:
Charge:

What to bring:

*Please wear comfortable shoes.
Tour 2: Feb 3, 15:00-17:30 (SPECIAL PROGRAM)
Tour 3: Feb 10, 10:00-12:30
Toyo Gakuen Univ.
1-26-3, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo #113-0033
Free*
* We are a team of students who have a passion for introducing
Japanese culture to foreign visitors.
* We are in the midst of learning English so please excuse our mistakes!
Photocopy of your passport / ID card
E-mail to hongotour2016@gmail.com

Booking:

（http://www.tyg.jp/inbound/hongo.html）

The date and time of your tour, your name, nationality,
number of people (adults & children), e-mail address or phone number
We will plan another program for you.
The Faculty of Business Administration,
Toyo Gakuen Univ. URL http://www.tyg.jp/inbound/hongo.html
Kayoko HONJO kayoko.honjo@tyg.jp

Information needed for booking:

In Case of Rain:
Organized by:
Director：

