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MORE
TATTOO FRIENDLY 

ONSENS 
IN BEPPU

　　　　　By GC 2-1  S・N・T・R・W・O



Dwayne Johnson

世界的に有名な俳優もタ
トゥーが入って）いる！！
せいやの二番目に好きな
海外の俳優です❤
（一番はジェイソンステイ
サム❤）





Our Proposal（私たちの提言）

 In order to welcome more foreign people to Beppu,
    let’s make Beppu onsens more tattoo friendly.   

Tattoo friendly  onsen: タトゥーのある人が利用できる温泉



Our research is 

     1  to know the present situation of Beppu onsens.

                                             (別府温泉の現状把握）

     2  to find out what Japanese people think of tattoos.

                                        （日本人の意識調査）

     3  to learn about different backgrounds of tattoos.

                                         （タトゥーの様々な背景調査）



Many foreigners visited Beppu  
　　　　　　　　　　　for the Rugby World 
Cup!!

ALL BLACKS enjoyed Sand Bath



Websites to introduce Tattoo Friendly Onsen

Tattoo Friendly Onsen! 
100 Hot Springs In Beppu, 
Japan

Tattoo Allowed Public Onsen
Click on the onsen’s name for the full article, information and pictures!

Hyotan Onsen
ENJOY ONSEN
JAPAN HOT SPRING BEPPU　より



Tattoo friendly onsens in Beppu
一例

•ひょうたん温泉

•大平山温泉

•おかたの湯

•竹瓦温泉

•明礬温泉　

•山荘四季庵

•浜田温泉

•永石温泉



Tattoo GO ワンポイン
トだけ

家族風呂
だけ

シールで
隠して

露天風呂
は×



Questionnaire ( アンケート調査）

“What opinions do we Japanese have of tattoos?” 

Polled:  29 Shosei High School students ( 2-1 classmates )
　　　 53 Shosei High School teachers 

Questions: 1 What image do you have of tattoos?
                    2 What do you think of tattoo friendly onsen?  
　　　　  3 How would you feel 
　　　　　　　　if tattooed people come into an onsen?
               

       



先生53名中



Q2　タトゥーのある方の入浴を認めている温泉をどう思うか？



Q3　タトゥーをしている人が温泉に入ることをどう思うか？



成人するための通過儀礼、民
間治療、おまじない、宗教的な
行為として、ファッションとして

　　　　　　　　　　　　　などなど

Different Backgrounds of Tattoos



https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191008003180.html

Tattoos of All Blacks New Zealand rugby team
                                                     ( Maori tribes)

Perenara

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20191008003180.html


Tattoos in Japan

Nippoin.com website　より

Yakuza movies 
had a great 
impact on people

                                      ↓
Negative images





江戸時代のタトゥー
　　とびや飛脚　勇敢さの象徴・お守りとして

Nippon.com　のwebsite より

「JUN.30 in 1950
my mothers love live 
with me
Eternally in my heart
R.I.P
MAR.17 in 1999」

最近のタトゥー
　家族へのメッセージ・ファッション



探究学習の成果

１．別府温泉はタトゥーの人にやさしいけど、まだ条件も
多いことがわかった。

２．アンケートから、私たちの本音を探ることができた。

３．タトゥーについての背景を調べ、それぞれの文化、そ
れぞれの人で考え方が違うし、変化することを学んだ。
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　



In order to welcome more foreign 
people to Beppu, we should 
respect each culture. 

We hope Beppu tourism 
will be improved
after the coronavirus pandemic.



Thank you for listening

Enjoy ONSEN　Webサイトより


