体験学習プログラム一覧
（八戸圏域の公共施設で実施しているプログラムの一例となります。この他にも学校の御希望に対応できる場合や別の公共施設も
ありますので、個別に施設と御相談をお願いします。)
市町村名
八戸市

施設名

連絡先

八戸市埋蔵文化財セン
ター是川縄文館

0178-38-9511

プログラムの名称
縄文体験

概

要

・縄文時代のものづくり体験を通じ、縄文人の
技術や文化を学び、何千年もの昔の文化を身
近に感じてもらう。体験は以下の内容がある。
①火起こし・②土器の文様拓本・③土製耳飾り
体験・④縄文土器作り・⑤縄文土偶作り・⑥
縄文の布を編む・⑦勾玉作り(滑石・琥珀)
※③～⑤の粘土を使った製作品は、焼いて仕上
げるため、引渡しが1ヶ月後になる。12月～2
月に体験された製作品は、4月以降の引渡しに
なる。
※引渡しは是川縄文館分館(八戸市縄文学習館)
にて行っているが、分館での引渡しが難しい
場合は配送も可能。ただし送料は要負担。

青葉湖展望交流施設
(山の楽校)

0178-82-2222

そばうち体験をはじめ ・指導者がサポートを行いながら、体験を行う。
とした各種体験楽校
・そば打ち体験
・布ぞうり作成
・エコクラフト
・布編みスリッパ作成等

八戸市水産科学館マリ
エント

0178-33-7800

深海水圧実験

・水深1,000mの深海の世界の圧力を再現する実
験。

デンキウナギの実験

・デンキウナギが出した電気を使って行う実験。

エサやり体験

・熱帯魚水槽や八戸で獲れる近海の魚、淡水魚
水槽の魚たちへのエサやり体験。

マリンレンジャーによ ・大水槽にマリンレンジャー(ダイバー)が潜り、
る魚たちへの餌付け
魚たちがエサを食べる様子を観察することが
できます。大水槽には主に八戸近海で獲れた
魚やアオウミガメを展示。また、水槽の中か
らマリンレンジャーがお客様を水中カメラで
撮影。来館記念の思い出の1枚としてマリエン
トホームページ「魚眼図」から自由にダウン
ロードできる。
海の不思議BOX

・中身の見えない箱の中に手を入れ、想像力と
推理力を発揮して、中に入っている海の生き
物の正体を当てる内容。

ウミネコシアター

・30分毎の上映を行っております。回毎に内容
が変わる。また、希望の時間と内容での上映
も可能。

タッチ水槽

・通年にわたり、磯の生物に触れられる体験が
できる水槽。

職場体験

・水槽、飼育作業(水槽掃除・水換え、エサやり
等)
・磯の生物採取(時期による)
・体験メニュー(実験やお客様向けのエサやり体
験等)の補助

八戸市博物館
（史跡根城の広場）

0178-44-8111

昔の暮らし体験

・学芸員による館内の解説や昔の暮らしを実際
に体験できる体験学習

八戸市児童科学館
（プラネタリウム）

0178-45-8131

科学館KIDS工房

・職員のサポートを受けながら、工作体験を行
う。(プラ板工作、スイーツデコ作りなど)

実験ショー

・職員による科学実験ショーを見学する。

プラネタリウム学習投 ・各学年に対応した内容のプラネタリウム番組
影
を投影する。
・投影番組幼児投影(小学1～2年生向け、生解説)
・小学4年生向け学習投影(小学4年生向け、生解
説)
・小学6年生向け学習投影(小学6年生向け、生解
説)
・一般投影(小学校全学年向け、自動投影)
天体観測会

・望遠鏡を用いた、天体観測。(日中でも、太陽
望遠鏡を使った太陽観測が可能)

震災タイムトンネル

・湊地域の歴史・文化と東日本大震災の被害を
伝える学習の場として旧八戸測候所を改修し
ました。災害時の防災機能も備えており、東
日本大震災の実情や教訓を広く内外及び次世
代に伝承する「震災伝承施設」としても登録
されています。

舘鼻公園
八戸市みなと体験学習
館（みなっ知）

0178-38-0385

YSアリーナ八戸

0178-43-9544

スケート教室

テクノルアイスパーク
八戸

0178-25-5655

チビッコアイスホッケ ・協会の指導員による基本から学ぶ教室です。
ー
靴以外の防具はすべて無料でお貸しします。
・22㎝以上の貸靴あります。(1足300円)
スケート教室
・各学校で計画実施するスケート教室で利用す
ることができる。

フラット八戸

0178-20-7821

スケート教室

屋内トレーニングセン
ター

0178-20-2990

親子ふれあいサッカー ・親子で一緒に技術を学びながら、最後はショ
ートゲームで楽しんでもらう。

南郷カッコーの森エコ
ーランド温水プール

0178-82-3310

着衣水泳体験教室～水 ・服を着たまま水に入るとどう感じるのか、水
で遊ぼう～
の事故を想定した日常身近にあるものを使っ
た自己保全や救助法を、日本赤十字社指導員
を講師に迎えて水で遊びながら楽しく体験で
きる。

湊ワイドスコープ

水泳教室

南郷カッコーの森エコ
ーランド陸上競技場

0178-82-3303

八戸市中央卸売市場

0178-28-8585

八戸リサイクルプラザ

0178-70-2396

八戸市西地区給食セン
ター

0178-32-7890

八戸市農業経営振興セ
ンター

0178-27-9163

・各学校で計画実施するスケート教室で利用す
ることができる。

・各学校で計画実施するスケート教室で利用す
ることができる。

・各学校で計画実施する水泳教室で利用するこ
とができる。

はじめてのサッカー教 ・芝生のグラウンドで気持ち良く体を動かし、
室
サッカーの基本を楽しみながら学びます。雨
天時は屋内運動場(グリーンドーム南郷)で行
う。
青果模擬せり体験
・野菜や果物の価格がどのように決められてい
るのか模擬せり体験をすることができる。
廃油石鹸づくり

・天ぷら油などの廃油をリサイクルして、石鹸
作りを体験できる。
牛乳パックはがきづく ・牛乳パックをリサイクルして、はがきづくり
り
を体験できる。
手の洗い方体験
・給食センターが、安全・安心な給食を提供す
るために取り組んでいることを、手の洗い方
体験を通して学習することができる。
大きなお鍋をかき混ぜ ・大きな鍋に入ったカラーボールをかき混ぜる
てみよう
活動を通して、大量の給食を作る過程を体験
することができる。
農業体験学習
・食育の一環として、農作物（さつまいも、だ
いこん等）を育て収穫する喜びを体験し、農
業及び食物に対する理解を深める。

三戸町

三戸城跡・県立城山公 0179-20-1157 お城を歩いて南部氏の ・戦国時代の南部氏の居城であった三戸城跡、
園、三戸町立歴史民俗 (三戸町教育委 歴史を知ろう！
県立城山公園内を散策して、お城の形や仕組
資料館
員会事務局)
みを勉強する。また、歴史民俗資料館の資料
を見ながら、南部氏の歴史について理解を深
め、さらには、城山公園の自然地形、地層か
ら見ることができる化石などを見ながら、三
戸町の自然について知ることもできる。

南部町

バーデハウスふくち

0178-84-2850

水泳教室

・各学校で計画実施する水泳教室で利用するこ
とができる。

ふくちアイスアリーナ

0178-84-2850

スケート教室

・各学校で計画実施するスケート教室で利用す
ることができる。

B&G海洋センター

0178-76-3310

水泳教室

・各学校で計画実施する水泳教室で利用するこ
とができる。

道の駅はしかみ

0178-88-1800

そば打ち体験

・階上町の特産の階上早生階上そばを使ったそ
ば打ち体験で、階上町の特産物を学べる。

フォレストピア階上

0178-88-4449

そば打ち体験

・階上町の特産の階上早生階上そばを使ったそ
ば打ち体験で、階上町の特産物を学べる。

階上町わっせ交流セン
ター

0178-88-2709

そば打ち体験

・階上町の特産の階上早生階上そばを使ったそ
ば打ち体験で、階上町の特産物を学べる。

(一財)新郷村ふるさと 0178-78-2511
活性化公社
（間木ノ平グリンパー 0178-78-3333
ク）

ウィンナー作り体験
【要予約】

・食肉加工(ウィンナー)についてを学び、腸詰
作業を行う。

タプコプ創遊村

木工

・木工細工

陶芸

・陶芸(団体のみ10名以上)

手打ちそば

・そば打ち

手焼きせんべい

・せんべい焼き

醸造

・こんにゃく作り

階上町

新郷村

田子町

0179-32-4344

アイスクリーム作り体 ・アイスクリームの特性などを学び、作ったア
験 【要予約】
イスを試食する。
魚のつかみどり体験
・ふれあいの川でイワナ、ニジマスなどのつか
みどりができる。獲った魚はその場で焼いて
食べることができる。
牛の乳搾り体験
・牛の乳搾りを体験できる。ちょっとしたこつ
で簡単に絞れるようになる。
ポニー乗馬体験
・ポニー乗馬体験ができる。係員が付き添う。

おいらせ町 大山将棋記念館(社会 0178-52-1411 ①大山将棋記念館見学 ①偉大なる将棋棋士大山康晴十五世名人を学び、
教育・体育課)
(大山将棋記念 ②将棋体験
将棋に触れ楽しむ。
館)
③将棋教室
②将棋を体験し楽しさを学ぶ。
0178-56-4276
③礼儀や考える力、集中力、忍耐力など、将棋
(社会教育・体
の持つ教育的効果を取り入れながら日本の伝
育課)
統文化将棋を学ぶ。
八戸北丘陵下田公園

0178-56-5255

木の実拾い、探検遊び ・季節の木の実の講話を聞きながら、木の実拾
いや探検遊びを行う。

おいらせ阿光坊古墳館

0178-20-0405

①勾玉づくり体験
②土器づくり体験

・古代の技術を体験できる、様々な体験学習講
座を行っている。光の差し込む明るい体験学
習室で、古代のものづくりを行う。
（要材料費）

