
プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生

1人・1回あたり
料金

市場：無料
制限区域ツアー:
バス1台 160,000円～

備考
(雨天対応等)

受入人数 1グループ40 名程度～

受入可能時期
（休業日）

市場は休市日を除く
空港ツアーは定休日なし

受入可能時間 要相談

体験時間 市場見学40分程度～
空港制限区域見学
90分~120分

プログラム名：～日本の農水産物を効率的に「世界」へ届ける仕組みを学ぶ～

空の玄関口成田で世界とのつながりを体感する

▶成田市場（正式名称：成田市公設地方卸売市場）の場内見学を通し、「日本初のワンストップ輸出拠点機能」や立地を生かした効率的な
輸出への取り組みを学びます。
▶普段は入ることのできない成田空港の制限区域での見学も合わせることで、より空港の輸出機能を学ぶことが可能です。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール2（ターゲット2.3）：輸出機能の向上により、日本の農水産物に高い付加価値をつけることで、生産者の生産性、所得等の増加を図る。

▶ゴール8 (ターゲット8.2）：空港機能を活用した成田市場の輸出の効率化と機能強化により、高いレベルの経済生産性の達成に寄与する。

▶日本の農水産物の輸出、輸入額を調べる。

▶日本から輸出されている農水産物の品目と

輸出先について調べる。

▶日本の農水産物輸出の課題を調べる。
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▶市場見学のお問い合わせ

名称：成田市場

TEL：0476-37-7018

対応時間：8:30~17:15（平日）

休市日：水曜（不定休）、日曜、

祝日、お盆、年末年始

事前学習 現地学習 事後学習
▶成田市場が輸出の効率化のためにどんな

取り組みをしているか学ぶ。

▶成田市場ではどのような農水産物が取り扱

われているか知る。

▶空港の貨物取扱について体感する。

▶輸出までの手続きについて考えてみよう。

▶成田市場の輸出の仕組みにはどんな利点が

あるか、立地と合わせて考えてみよう。

▶日本の農水産物に高い付加価値をつけて世

界に届けるためにはどうすべきか考えてみよう。

2022年１月20日に開場した成田市場は、「ワンストップ輸出拠点機能」を備えた日本初の卸売市場です！
参考：成田市場 PR動画 https://youtu.be/qPc1yklByjU
成田空港の制限区域のツアーでは、間近に航空機や貨物拠点を見ることができ、「世界の玄関口成田」を体感することができます。

▶ゴール９ (ターゲット9.1）：経済発展と日本の幸福をサポートするため、生鮮食料品を地域へ安定的に供給するとともに、海外輸出の要望については
成田市場を活用して柔軟に対応し、質の高い農水産物の輸出促進に取り組むことで日本の農水産業の発展に貢献する。

▶空港制限区域見学のお問い合わせ

名称：株式会社グリーンポート

エージェンシー

担当：岩澤、松髙

メール：nrt-studytour@gpa-net.co.jp

営業時間：9:00～17:50（平日）

提供：成田国際空港株式会社提供：成田国際空港株式会社



ワーク①

事前学習シート

成田空港・成田市場の機能を整理し持続可能な経済活動について考えよう！

日本の農水産物の輸出、輸入額について調べてみよう。

参考：農林水産省輸出・国際局国際経済課 のデータから調べてみよう。

ワーク②

日本から輸出される農水産物の品目と輸出先について調べてみよう。

ワーク③

日本の農水産物輸出の課題を調べてみよう。
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事後学習シート

成田空港・成田市場の機能を整理し持続可能な経済活動について考えよう！

ワーク①

他
市
場

新
生
成
田
市
場

輸出までの手続きについて考えてみよう！

輸出までの手続きに時間がかかるのはなぜだと思いますか？

ワーク② ワーク③

成田市場の輸出の仕組みにはどんな利点があると思いますか？
成田空港の近くに立地していることも踏まえて考えてみよう。

ワーク④

輸出の仕組みが整えられるとどんな良いことがあると思いますか？

調達
輸出証明書

取得
検疫

（ ）
検査

通関
航空機用

コンテナ積込
運送

産地
など

市場 海外へ運送

調達から運送までの期間 4日 ～ 6.5日 程度

市場 海外へ運送

ワンストップ輸出拠点機能

【 棟内】

調達から運送までの期間 【 】 日 程度

防疫所

空港内

証明書
発行機関

保税蔵置場

産地
など

貨物倉庫
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ワーク④

事後学習シート

成田空港と成田市場のかかわりについて考えてみよう！
下の図の当てはまる場所に記入して整理してみよう！

成田市場の役割

お互いの役割の
相乗効果

ワーク⑤

ワーク⑥

日本の価値のあるものを世界に届けるために、将来の成田空港と成田市場
はどうあるべきか考えてみよう！

成田空港・成田市場の機能を整理し持続可能な経済活動について考えよう！

例：海外旅行の拠点

例：県内の農水産物等
の流通拠点

左に記入したことから読み取れる成田空港と成田市場があることによって
もたらされる影響について考えてみよう！

ワーク⑦

身近な地域の産品を「価値のあるもの」として広く海外に輸出するためにはど
のようにしたらいいか考えてみよう。

成田空港の役割
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ワーク⑧

事後学習シート

成田空港・成田市場の機能を整理し持続可能な経済活動について考えよう！

日本の農水産物を海外に輸出することがどう持続可能な社会づくりにつながっているのか事前学習・事後学習を通じてまとめてみよう。
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プログラムのポイント！

対象 中学生・高校生

1人/1回 当たり料金 無料

備考
(雨天対応等)

受入れ不可日あり

受入人数 ５～２５ 名（応相談）

受入可能時期（休業日） 平日（土日祝休み）

受入可能時間 9:00～16:00

体験時間 60分

▶小麦の取扱量国内第１位である千葉港に立地する千葉共同サイロの見学を通じて、海外からどのように食糧が搬入され、どのように食卓
まで届くのかを学びます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール２（ターゲット２.C）：食料価格の極端な変動に歯止めをかけるため、食料備蓄などの市場情報への適時のアクセスを容易にする。
▶ゴール１２（ターゲット１２.３）：小売・消費レベルにおける食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの食品ロスを減少させる。

▶日本の食料自給率を調べてみよう。

▶海外から船で輸入されてきた商品はどんなものが、

どこの国(港)から輸入されているか調べてみよう。

▶千葉港についての特徴や他の港との違いを

比較をしてみよう。

12 172

▶問い合わせ

名称： 千葉共同サイロ株式会社

連絡先： cks_information@mail.kyodosilo.co.jp

事前学習 現地学習 事後学習

▶食品コンビナートの特徴、仕組みについて

調べてみよう。

▶千葉港から輸入されてきた小麦がどのように私た

ちに届くか線を引いてみよう。

▶安全で豊かな食生活を送るためには

どうすれば良いか、まとめてみよう。

日本の主要な輸入食糧である小麦。普段見る機会の少ない小麦の輸入から保管、そして私たちにどのように届くのかを学ぶことにより、私たち
の食生活について考えるきっかけとすることができます。

◆プログラム名：安全で豊かな食生活のために ～食糧用小麦の流通の仕組み～

▶ゴール１７（ターゲット１７.１７）：さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的なパートナーシップを奨励・推進する。



プログラム名： 私たちのエネルギーの未来について考える

～カーボンニュートラルに取り組む臨海コンビナート～

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

広大な石油コンビナート施設の見学を通して、海外から輸入された原油がエネルギーとして使われるまでの過程を学ぶとともに、出光興産の2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み

を知ることで、一歩先のエネルギーについて考えます。

▶自分たちの生活のどのような場面でエネルギー

が使われているか調べる

現地学習事前学習

▶自分たちの生活のなかで実践できる省エネ

方法を見つける

事後学習

▶概要説明・石油サンプル紹介、石油エリア見学、

プレゼンサイト見学、質疑応答

プログラムのポイント！

対象 中学生・高校生

料金 プログラム費用は無料

備考
(雨天対応等)

事業所として見学業務に対し安全管理上リスク
ありと判断した場合は当日でも中止とさせて頂き
ます。また正門にて問診票提出必要です。

受入人数 最大15名まで

受入可能時期（休業日） 平日限定（土日祝日は受入不可）

受入可能時間 10:00～12:00、14:00～16:00

体験時間 120分

※実施1年前の同日より受付開始、3ヶ月前までに申し込み
ください。専用申し込み書を送付いたします。
なお先着順にて受付を行いますので、お断りする場合も
ございます。ご了承ください。

お申込み・ご相談はメールで受け付けます

出光興産 千葉事業所 総務課

E-mail：kyoiku-ryokou@idemitsu.com

私たちの暮らしに欠かせない石油製品・石油化学製品は海外から原油を輸入することからはじまります。京葉臨海コンビナートは世界最大規模のエネルギー・素材産業の集積地となっており、
原油処理能力は日本1位、液化天然ガス(LNG)貯蔵能力は世界1位の規模です。出光興産千葉事業所は京葉臨海コンビナートで原油を精製し石油製品の製造とともに石油化学・潤滑油
の製造も行っています。また、隣接する企業の製油所・石油化学工場と原料・用役を配管で共有し、コンビナート全体で私たちの暮らしを支えています。しかし、石油・石炭・LNGの化石燃料に
依存したエネルギー構造は大きな転換期を迎えています。二酸化炭素に代表される温室効果ガスの削減は重要かつ喫緊な課題であり、日本は排出量を2030年までに2013年比の46％減、
2050年までに実質ゼロのカーボンニュートラルを目標としています。出光興産はエネルギーの安定供給責任を果たしながら、地球に優しいカーボンニュートラルなエネルギー･素材への転換に取
り組んでいます。日本が直面しているエネルギー課題と様々な解決策について学び、これからの暮らしの在り方を考えてみましょう。

石油エリア プレゼンサイト見学ルーム

千葉事業所到着
エントランス

見学ルート

概要説明・石油サンプル紹介 車窓から装置見学 生活の中の石油化学製品紹介

7.a 2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協
力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。
9.4 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての
国々は各国の能力に応じた取組を行う。
13.2気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

７ ９ １３



◆プログラム名：千葉県が誇る千産千消エネルギー “天然ガス”と希少な国産資源“ヨウ素”

対象となる【SDGs「17の目標(ゴール) 」】

▶ゴール3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。
▶ゴール7 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。
▶ゴール９ 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。

プログラムの内容

973

▶天然ガスの生産量が全国第2位の千葉県で国産天然ガスがどのように生産されているのかを見学し、あわせて生産される希少資源・ヨウ素
がどのように活用されているのかを学びます。

▶私たちが普段家庭で何気なく使っている

「ガス」について調べてみよう

▶日本のエネルギー自給率や主な資源の生

産量や輸入量を調べてみよう

事前学習 現地学習 事後学習

▶千葉県における天然ガスがどのように生産

されるのかを学び、現場を見学する

▶希少資源であるヨウ素の役割や、どのよう

にに生産されているのかを学ぶ

▶どのようにガスを利用すればよいか。日本

が取り組むべき資源問題を併せて考える

▶ガスが地産地消であることによる影響につ

いて、正負両面からまとめてみよう

プログラムのポイント！

対象 中学生・高校生

1人/1回当たり料金 無料

備考
(雨天対応等)

荒天の場合は不可

受入人数 1グループ20名程度（応相談）

受入可能時期（休業日） 平日のみ（右記参照）

受入可能時間 9：00～16:00

体験時間 90分～120分

▶問い合わせ

名称： K＆Oエナジーグループ

TEL：0475-27-1011

営業時間 平日 9：00～17：30

休業日 土日祝、12/30～1/3,5/1

資源が少ない日本における数少ない資源である天然ガス・ヨウ素を学ぶことによって、日本におけるエネルギー問題などについて考えるきっ
かけとすることが出来ます



プログラムのポイント！

対象 中学生・高校生

1人/1回 当たり料金 一回当たり 56,000円（税込）

備考
(雨天対応等)

受入人数 20名程度

(それ以上は要相談)

受入可能時期（休業日） 通年（実施日応相談）

受入可能時間 13:00～

体験時間 90分

プログラム名：エネルギーが湧き出る街～むつざわスマートウェルネスタウン～

▶むつざわスマートウェルネスタウンで地域資源である天然ガスを活用することによって、どのようなまちづくりに取り組んでいるのかを講話や
フィールドワークを通して学ぶことが可能です。また、災害に強い防災・減災のまちづくりとは何か、考えるきっかけを作ります。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール３（ターゲット３.４）：非感染症疾患による早期死亡を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健および福祉を促進する。

▶ゴール７（ターゲット７.３）：2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

▶私の知っている道の駅には、どんなものが

ありましたか？そこで何をしましたか？

▶道の駅にはどんな役割があるのか考える。

▶Google Map等を活用して、睦沢町の

課題について考える。

3.4

▶問い合わせ

名称： むつざわスマートウェルネスタウン株式会社

担当： 早坂

TEL： 0475-36-7400

営業時間： 9:00～18:00

休業日： 年末年始

事前学習 現地学習

▶睦沢町がエネルギーを無駄なく使うためにど

のようなまちづくりをしているのか講話から学ぶ。

▶災害に強いまちとはどのようなまちか、

フィールドワークで街づくりの工夫を見つける。

▶睦沢町での暮らしはどのような暮らしか考える

▶エネルギーを無駄なく使いきるために、自分た

ちができることを考える。

▶自分たちのまちの防災拠点を調べ、災害に対

する備えに問題がないか調べる。

むつざわスマートウェルネスタウンは地域資源を生かし、こころとからだの元気を目指し2019年9月にオープンした施設です！エネルギーを無駄
なく使いきる仕組みや防災に強いまちはどのようなまちかを学ぶことができます。

▶ゴール11（ターゲット11.３）：包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の持続可能な人間居住計画・管理の能⼒を強化する。

▶ゴール11（ターゲット11.b）：気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施し、
あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。

事後学習

7.3 11.3 11.b



道の駅むつざわつどいの郷で「健康」を見つけてみよう
に健康に関する発見を書き込んでみよう

⑤

③

①

②

④

①入口付近に・・・
②体に良い食べ物etc
③体が温まる
④1人で食べるよりは…
⑤体を動かすと‥

ヒント



道の駅むつざわつどいの郷で「健康」を見つけてみよう
に健康に関する発見を書き込んでみよう

⑤広場

③温泉

①パネル

②直売所
の食材

④レストラ
ン



に自然エネルギーに関する発見を書き込んでみよう

①

③

道の駅むつざわつどいの郷で「自然エネルギー」を見つけてみよう

②

④

⑤

①駐車場には・・・
②入口付近を確認
③照明に注目！
④エネルギーの源
⑤屋根の上に注目

ヒント



に自然エネルギーに関する発見を書き込んでみよう

①EV充電器

③LED照明

道の駅むつざわつどいの郷で「自然エネルギー」を見つけてみよう

②案内情報モ
ニター

④ガス発電機

⑤太陽光パネル



に防災に関する発見を書き込んでみよう

②

①

道の駅むつざわつどいの郷で「防災」を見つけてみよう

③
④

①地震の時には・・

②住宅エリアに注目し
てみよう
③広場の横には‥
④広場の端に注目

ヒント



に防災に関する発見を書き込んでみよう

②無電中化

①防災広場

道の駅むつざわつどいの郷で「防災」を見つけてみよう

③防災倉庫
④かまどベンチ



プログラムのポイント！

対象 未就学児〜一般

1人/1回 当たり料金
小中100円、高200円、一般100円
（学校団体は生徒、教師は無料）

備考
(雨天対応等)

雨天時館内活動を中心に実施

受入人数 最大6クラス程度

受入可能時期（休業日） 休館日及び土日祝
以外受入可

受入可能時間 9:00〜17:00

体験時間 120分程度

プログラム名：ふなばし三番瀬で学ぶ、人々と自然の共生

▶東京湾最奥の稀少な干潟「三番瀬」。そこに生きる生物、歴史、人と自然の関わりを知り、都市住民と自然が共生する理想の街作りを考える
人口3千万人を越える巨大都市圏と、それを支える東京湾がどのように使われ、どのような問題を抱え、どのように解決してきたかを体感する

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 14（ターゲット 14.1 14.2）海洋汚染の防止と沿岸の生態系の回復について、人間が果たす役割と、人々と自然の共生を考える。

▶三番瀬の産業利用の歴史を調べる

▶三番瀬の土地利用と地形変化を調べる

▶学習館制作の事前学習ビデオの視聴

▶オンラインでの事前レクチャー可

14

写真①真 写真② 写真③ 写真④

▶問い合わせ

名称： ふなばし三番瀬環境学習館

担当： 和田孝志

TEL： 047-435-7711

営業時間 9:00〜17:00
休館日 原則毎週月曜（祝日・休日の場合は翌平日）

12月29日〜1月3日 ※学校団体は月曜も受入可能日あり

事前学習（過去を調べる） 現地学習（現在を知る） 事後学習（未来を考える）

▶三番瀬の地理と歴史のレクチャーを受講

▶三番瀬周辺の海と都市景観を見学する

▶干潟の生きものを観察する

▶マイクロプラスチック収集を行う（Opt.）

▶地元の街と自然との関わりを三番瀬と対比

▶自然と共生した都市とはどのようなものか考える

▶そのために自分達に何ができるか考える

当ロケーションからは東京湾周辺のマンション群、工業地帯、東京湾アクアライン、羽田空港を発着する航空機などが一望でき、東京湾とそれ
を取り囲む都市景観の様子を直感的に感じることができます。また目前の干潟では季節を問わずカニや貝、野鳥など多様な生物種を観察可
能で、加えて都市と人間が自然に与える正と負、両面の影響を自分の目で確認することができます。

11

▶ゴール 11（ターゲット 11.7） すべての人が安全で包括的に利用できる干潟を提供する。



プログラムのポイント！

対象 小学生〜高校生

1人/1回 当たり
料金

大人500円/小学生〜19歳以下300円

備考
(雨天対応等)

船内の為雨天決行。強風や台風通過が
予想される際は乗船を中止することがあり
ます。

受入人数 最大80〜100名程度（応相談）

受入可能時期（休業日） 要相談

受入可能時間 要相談

体験時間 ９０分

プログラム名：SHIRASEで学ぶ南極観測と気候変動

▶ SHIRASEは1983年から2008年にかけて日本と南極の間を25往復した南極観測船です。退役後はスクラップになることが決定してお
りましたが、「環境のシンボル」として活用しています。このプログラムはSHIRASEを通して、①南極観測の歴史と南極観測の意義について
②SHIRASEの保存に至った経緯などを学ぶことで、地球環境を考える機会とします。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール13（ターゲット13.3）：気候変動の緩和、適応、影響軽減、および早期警告に関する教育、啓発、人的能力および制度機能を改善する。

▶ゴール14（ターゲット14.1）：2025年までに、陸上活動による海洋堆積物や富栄養化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に減少させる。

南極観測事業についての意義や歴史を学ぶ。

▶問い合わせ

名称： 一般財団法人WNI気象文化創造センター

担当： SHIRASE事務局

TEL： メールのみ受付(bunka@wxbunka.com)

営業時間： 木金日曜日の09時〜16時

休館日：月火土曜日

事前学習 現地学習

SHIRASEの船内を見学することによって、

南極観測で得られた成果を知り、SDGsで

掲げる目標の根拠や基礎を知る。

日本が持ち帰ってきた南極観測の成果を知

ることによって、自らが持続可能な社会をどの

ようにしたら作っていくことが出来るのかを考

え、自らが実践できることを考える

・南極という特殊な環境下でどのようなことを行っているのか、また意義は何かを考え、将来の持続可能な社会づくりをするための若者たちへ質の高い教育機会を設けること。
・日本が南極観測で得た72万年間の気候変動の解明から、将来の気候変動の動きについて考え、具体的な対策とは何かを理解してもらうこと。

・SHIRASEが歩んできた南極への航海を知ることで海の多様性を理解してもらうこと。

・南極の陸域における現状やそこからみた宇宙の成り立ちとの比較を理解してもらうこと。

14 15

事後学習

12 134

▶ゴール４：質の高い教育機会を設ける ▶ゴール12：南極での廃棄物を減らす取り組みを学ぶ ▶ゴール15：.南極の陸域における現状理解



プログラムのポイント！

対象 中高生

1人/1回 当たり料金 3,000円

備考
(雨天対応等)

受入人数 301席

受入可能時期（休業日） 要確認

受入可能時間 要相談

体験時間 ６０分

プログラム名： よしもとSDGs大喜利ライブ

▶出演芸人によるネタ（30分）＋SDGsにちなんだ大喜利コーナー（30分）等）

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール4 （ターゲット 4.７ ） お笑いを通して、SDGsについての基礎的な知識をわかりやすく取得する

▶ゴール12 （ターゲット 12.8 ） 様々なお題の中で、SDGsについての情報と意識を持つようにする。

▶吉本興業が行っているSDGsの取り組み

について調べてもらう

▶「笑い」がどのようなことでSDGsに役立っ

ているのかを考えておく

4

▶問い合わせ

名称：よしもと幕張イオンモール劇場

TEL： 03-3209-8251

営業時間：公演時間に準ずる

休館日：不定休

事前学習 現地学習 事後学習

▶観劇を通して、楽しみながらSDGsについ

ての理解を深める。
▶ SDGs「17の目標」から一つ選び、自分

なりに調べ、わかりやすく伝える方法を考えて

みる。

コンテンツを通じて、楽しみながらSDGsについて考えるきっかけや理解を深める場を提供します。

12



プログラムのポイント！

対象 小・中・高校生

1人/1回 当たり料金 要相談

備考
(雨天対応等)

新浦安駅コンコースにて実施

受入人数 30名程度

（３クラス以上は要相談）

受入可能時期（休業日） 月～金（祝日除く）

受入可能時間 9：30～17：00

体験時間 180分程度

プログラム名：浦安マーケット！
～仕入れから販売体験！人とモノのつながりを感じよう！～

▶自分達の地域の魅力を再認識し、特産品について調べる。浦安で販売する流れの中で物流、経済のしくみを学びます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 11（ターゲット11.a） ：都市部、農村部間の良好な繋がりを支援する。

▶ゴール 12（ターゲット12.3） ：食品ロスを減らす、廃棄物の発生を減らす。

11 12

▶問い合わせ

名称 ： （一社）浦安観光コンベンション協会

担当 ： 長 智子

TEL ： 047-350-7555

営業時間： 9：00～17：00

休館日 ： 土日祝・年末年始

事前学習 現地学習 事後学習

▶浦安には何故
第一次産業がないのか調べてみよう。
▶自分達の地域と浦安の町を比較してみよう。
▶特産品の生産過程や
物流の流れを生産者に聞いてみよう。
▶特産品PRの資料作成をしてみよう。

▶自分達の地域PRと販売をしてみよう。
▶アンケート調査。
▶お客様の反応や感想を聞いてみよう。
▶仲間と協力して販売しよう。
▶売れた商品、
売れなかった商品のチェックを行おう。

▶売上を精算してみよう。
▶販売を通じてニーズを把握、分析してみよう。
▶販売体験や分析から
レポートの作成をしてみよう。

▶お客様の生の声を届ける為に、
生産者に報告をしてみよう。

・自分のまちの農産品を都市部で販売する中で見えてくる問題点を見つけ、解決方法を考る。
・当日は完売に向かってクラスメートとのチームワークそしてお客様との会話でコミュニケーション能力アップ！

8

▶ゴール 8 （ターゲット8.9） ：地方の文化振興、産品販促につながる観光業促進の実施する。

4 17

▶ゴール 17（ターゲット17.17） ：様々なパートナーシップの経験や資源戦略を基に、公的官民、市民社会のパ－トナーシップを推進する。

▶ゴール 4 （ターゲット4.7） ：文化多様性と文化の維持可能な開発への貢献の理解の教育を通じて、必要な知識及び技能を習得する。



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生（要相談）

1人/1回 当たり料金 要相談

備考
(雨天対応等) 室内学習あり

受入人数 40名程度

受入可能時期（休業日） 要相談

受入可能時間 10:00～15:00

体験時間 60～120分

プログラム名：貸し切り列車でいく車両基地見学！
都市型モノレールから考える持続可能な街づくり

▶モノレールが動く仕組みや電気の再利用方法などを学ぶことによって、環境問題を身近に感じる体験ができます。
また、設備のバリアフリー化により、すべての人が利用しやすいモノレールを推進していることや、懸垂型モノレールが導入された理由、
千葉市の中でモノレールが担う役割などを説明することで「持続可能なまちづくり」について学びます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 4（ターゲット 4.7 ）：教育を通して持続可能な開発に必要な知識・技能を得られるようにする。

▶ゴール 10 （ターゲット 10.2 ）：すべての人の能力を強化し、社会・経済・政治への関りを促進する。

▶自分たちが普段利用している

公共交通機関の問題点を調べる。

▶千葉都市モノレールと

他の交通機関を見比べてみよう。

10 134

写真①

イメージのお写真
お願い致します。

真

写真② 写真③

▶問い合わせ

名称 ：千葉都市モノレール株式会社

担当 ：北見 祐樹

TEL ：043-287-8278

営業時間：8:30～17:00

休館日 ：土・日・祝

事前学習 現地学習 事後学習

▶原料、利用、社員の働きを学ぶ。

▶乗車体験のガイドによる

環境に配慮したモノレールの仕組みを学ぶ。

▶モノレールの利用が

低炭素化社会に繋がることを意識する。

▶バリアフリー・ユニバーサルデザインを意識する。

▶ゴール 13 （ターゲット 13.2 ）：気候関連災害や自然災害に対する強靭性と適応能力を強化する。

▶モノレールの基本や低炭素社会実現に向けた取り組みなどを学べます



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生・大学生

1人/1回 当たり料金
1泊3食 7,830円～
※シーズンによって異なる

備考
(雨天対応等)

雨天実は外のプログラムを室内に変更
し対応いたします。

受入人数 50名（応相談）

受入可能時期（休業日） 不定休

受入可能時間 09:00～17:30

体験時間 2日間

プログラム名：害(gai)を材(zai)に！

竹を通して学ぼう！千葉県のSDGs体験合宿

▶自然環境において引き起こされている問題（竹害）について、参加者自身が「じぶんごと」として考えるきっかけとなる体験合宿のプログラムです。
▶敷地内の森林内で竹害見学ツアーを実施した後は、竹炭作り体験や竹炭を利用した料理を楽しむなど、自然を守る取組をどう生活に生かせるか
学びます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール （ターゲット 11.6）：竹害から環境を守る取り組みを通して大気や廃棄物を管理し、都市の環境への悪影響を減らすことに貢献する。

▶ゴール （ターゲット 12.5 ）：竹害となってしまった竹をあらゆる生活に活用し、リサイクル・リユースをして、ごみの発生する量を大きく減らすということ

▶身近な地域の森や林の環境問題について

調べたり考えたりする。

１２ １５１１

▶問い合わせ

名称：昭和の森フォレストビレッジ（株式会社R.Project）

担当：津田 諒大

TEL：043-226-5801

営業時間 09:00〜17:30

休館日 不定休

事前学習 現地学習 事後学習

▶自然を守るための取組と、それを活用し身

近な資源を生かす取組について学ぶ。

▶自分たちの生活で自然環境を守るために

取り入れることのできることを考えて実践する。

▶ゴール （ターゲット 15.2 ）：環境を守るための取り組みにより、森林の持続可能な経営を実施し、森林の減少を阻止・回復と植林を増やす。

自然を守るための取組と、身近な資源を生かす取組について学ぶことが可能です。竹炭作りで作成した竹炭はお土産としてお持ち
帰りができるため、プログラム終了後も自然環境について考える機会を設けることができます。

▶ゴール （ターゲット 13.3 ）：放置竹を竹炭にすることにより二酸化炭素の排出を留め、気候変動を減らす取り組みであることを広く啓発する。

１３



プログラムのポイント！

対象 小・中・高校生

1人/1回 当たり料金 2000円

備考
(雨天対応等)

ソーラー発電体験は不可

受入人数 40名

受入可能時期（休業日） 要相談

受入可能時間 要相談

体験時間 2時間程度

プログラム名：コドモミライプロジェクト
〜市民の輪から自然エネルギー100％の街を創る

▶コドモミライプロジェクト講座で気候危機の現状やエコライフについて学び、私たちの取り組み（市民発電所や各プロジェクト）を紹介します。

また風力発電工作で作った発電機で、千本桜ライトアップに参加することができます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 7. 11. 13. 17 （ターゲット 4-7,7-1,7-2,7-3,11-6,11a,13-3,17-17 ）

7・17=市民の輪から自然エネルギー100％の社会、原発の不安を安心へ、11＝地域福祉まちづくり、13＝地域防災、4＝地域教育

▶地球温暖化の現状やその対策として自然

エネルギーやエコライフ、私たちの”コドモミラ

イプロジェクト”の背景についてのオンライン

講座

７

▶問い合わせ

名称：やちよ未来エネルギー

担当：高山

TEL：050-5328-4767

営業時間: 平日10時〜17時

休館日: 不定休

事前学習 現地学習 事後学習

▶コドモミライプロジェクトに関する現地講座

（ポータブルソーラー実機体験）＋風力発

電工作、千本桜エコライトアップまたは自転

車発電体験

▶コドモミライプロジェクトから自分たちの地域で出来

ることを考えるＷＳ（オンライン講座又はリアル）で文

化祭等での実践に繋げる。千本桜エコライトアップ体

験（現地又は動画体験）も

やちよ未来エネルギーでは「市民による地産地消の自然エネルギー」をテーマに、地球温暖化・気候変動問題などの現状を知り、その課題解
決に向けて多くの具体的な取り組みをしています。プログラムでは座学講座、ワークショップや「屋上型市民発電所」「ソーラーシェアリング市
民発電所＆農業体験」などの取り組みが脱炭素への取り組みになると同時に、持続可能な社会・経済の取り組みにもつながっていくことを
体験してもらいます。

11 13 17



プログラムのポイント！

対象 中学生以上 1日1校まで

1人/1回 当たり料金
一人2,000円＋
レクチャー会場費（応相談）

備考
(雨天対応等)

状況により内容を変えることもあります

街歩きは自由行動が基本です

受入人数 20名以上80名まで

受入可能時期（休業日） 平日限定

受入可能時間 10:00～15:00

体験時間 街歩き含めて4時間程

プログラム名： 昔の町並み全体が観光ホテルに！

～日本遺産のまち佐原で学ぶ持続可能な観光まちづくり学習～

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール11 (ターゲット １１ . a ）:地域開発への取り組みを通して、都市周辺部、農村部間の良好なつながりを支援している。

▶ゴール12 (ターゲット １２ . 5 ）：建造物を観光関連の施設として再生・利活用することを通して、廃棄物の発生防止、削減に貢献。

▶空き家問題とは何か調べる

▶佐原の歴史を自分たちで調べる

▶重要伝統的建造物保存地区について学ぶ

1211

▶問い合わせ

名称：NIPPONIA SAWARA

担当：小林

TEL：070-3533－3285

営業時間 受付対応10:00～17:00

休館日：土・日・祝日 年末年始

事前学習 現地学習 事後学習

▶古民家再生の取り組み手法をレクチャー

▶実際の事業例の見学と街並み自由散策

▶景観維持の難しさと解決の取組実践から

SDGｓを学ぶ

▶ニッポニアサワラの取組前と現在の変化

をまとめる

▶自分たちの住む町＝ふるさとの持続に

何が必要かまとめてみる

NIPPONIA SAWARA（ニッポニアサワラ）は、佐原地区の古民家を宿泊施設やレストランに改修しながら歴史ある景観を守りつつ街の活性
化に取り組んでいます。このプログラムでは観光目線から持続可能なまちづくりについて講演とフィールドワークを経て学んでいただきます。
地域と金融機関・国との連携による新たな仕組みを学び、その成果事例としての古民家ホテルを特別に見学して体感することがポイントです。

▶ 「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されているエリアのある佐原は江戸時代に商都として繁栄し、今でも素晴らしい歴史文化が残って
います。古民家利活用を柱とする観光まちづくりの取り組みについて、その背景や仕組みのレクチャーとフィールドワークを通じて学習し、持続可能
な街づくりの在り方や自分たちの故郷を大切にする意識を育む



プログラムのポイント！

対象 小・中・高校生

1人/1回 当たり料金
大人：700円
中高生：300円
小人：200円

備考
(雨天対応等)

雨天対応可

受入人数 150名

受入可能時期（休業日） 火～日曜日
（休館日：月曜日）

受入可能時間 10：00～17：00

体験時間 60分

プログラム名：空港と航空機が取り組むSDGsを
航空科学博物館で見て・知って・考えよう

▶当館オリジナルワークシートを用い、地球にやさしいエコ・エアポートの展示やサスティナブルエアポートへの取り組みについて
自主学習できるプログラム

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール12（ターゲット 12.5）：成田空港と航空機のリサイクルへの取り組みを学び再利用（リユース）による廃棄物の排出削減について知る。

▶ゴール11、13（ターゲット 11.6,13.3）
：航空機が排出するCO₂の削減への取り組みを学び、環境への影響の削減と気候変動へ対策について考える。

▶問い合わせ

名称： 公益財団法人 航空科学博物館

担当：矢部、栁本

TEL：0479-78-0557

営業時間10:00～17:00（入館締切16:30）

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）

▶空港と航空機がどのような役割を持ちどの

ような影響を環境に及ぼしているか考える。

事前学習 現地学習 事後学習

▶成田空港のSDGsの取り組みなど

展示を通じて、空港と航空機の仕組みや

歴史などを学ぶ。

▶ワークシートの感想を学校でまとめる際に

成田空港の役割や環境への取り組みに着

目し、空港と航空機への興味を深める。

▶航空機の歴史や構造は、もちろんのこと、空港が色々な役割を担っていることや色々な職業・高度な技術が集まっていることを知ってください！

11 12 13

▶ゴール６（ターゲット ６.3）：空港や航空機内での設備の工夫や、水の再利用の取り組みについて知る。
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プログラムのポイント！

対象 小・中・高・大学生

1人/1回 当たり料
金

施設使用料500円～

備考
(雨天対応等)

天候に関係なくプログラム実施可
能。

受入人数 250 名まで

受入可能時期（休業日） 土・日・祝・月休館

受入可能時間 11:00～14:00

体験時間 30分～６時間

プログラム名：「もうひとつの小さな空港」で見つける！航空業界で働く人たち

▶空飛ぶ学び舎ラボで、空港に必要な仕事とは何か、また成田空港で働く人たちはどのような仕事をしているかについて学ぶ。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール （ターゲット 4.3/4.4）：空飛ぶ学び舎ラボでの講座を通して、自分が望む職業に就くにはどうすればいいのか、そしてそのために
するべきことについて学ぶ機会とし、将来の仕事に関係した技術や能力を備えるきっかけとする。

▶ゴール （ターゲット 8.5 ） ：「空港」という施設で働く人々について学ぶことで、将来の自分の就きたい職業について考えるきっかけを与える。
また、はたらきがいとは何か知る機会とする。

４

▶問い合わせ

名称：空飛ぶ学び舎ラボ

担当：田中

TEL：0479-74-3284

営業時間：11:00～14:00

休館日：土・日・月・祝（休館日のご利用については要相談）

▶成田空港の機能について学ぶ。

▶空港にはどのような仕事があるのか、自分

で考えてみる。

事前学習 現地学習 事後学習

▶成田空港の役割について、またその役割を

果たすために必要な職業について学ぶ。

▶実際に空港で働いている方の話を聞いて、

より学びを深め、「働く自分」について想像さ

せる。

▶自分が目指す職業について、必要なこと、

今何ができるかを考えてみる。

▶今回学んだことを、将来にどう生かすかを

考える。

空飛ぶ学び舎ラボでは、成田空港で働く人々がどのような仕事をしているか、表の仕事から裏の仕事まで、詳しく学ぶことができます。
ラボ内では、現役パイロット・CAによる航空講座や、「成田空港で働く」ことについて学べるキャリア講座を実施します。
このプログラムを通じて、空港や航空機がどのように世界中と繋がる役割を果たしているか、またその空港で働く人々について学べます。

８



プログラムのポイント！

対象 小学校中学年～高学年

1人/1回 当たり料金
100名未満 650円／
100名以上 550円（小学生）
※料金は変更となる可能性があります

備考
(雨天対応等)

※ご予約の順番や当日の人数により、体
験時間が前後します
※乳搾り教室は雨天時も実施いたします

受入人数 各日約250 名

受入可能時期（休業日） 牧場営業日に準ずる

受入可能時間 牧場営業時間に準ずる

体験時間 約90分
ワークシート＋乳搾り

プログラム名：乳搾りを通じて牧場の取り組みについて考えよう！

▶ワークシートを活用し、牧場内の動物たちを観察しながらシートの設問に答えることで、牧場での取り組みについて考えることが可能です。
▶動物とのふれあい体験を通して、動物をより、皆さんの身近に感じていただけます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 12（ターゲット 12.4）：牧場で排出される廃棄物（ごみ）などを適正に管理することで、環境に害を与えないようにする。

▶ゴール 12（ターゲット 12.5）：牛の糞尿を堆肥として再利用することで、廃棄物の発生を減らすことに貢献する。

▶牛乳などの乳製品がどのように生産されて

いるのか考える

▶酪農、畜産業が環境に及ぼす影響は何か、

牛の飼育がもたらす環境への影響は何か調

べてみる

１２

▶問い合わせ

名称：成田ゆめ牧場

担当：飯田・赤坂・鈴木

TEL：0476-96-1001

営業時間：9:30~16:30

休館日：不定休 ※HPを要確認

事前学習 現地学習 事後学習

▶ワークシート内の設問について、現地で動

物たちを観察しながら考える

▶ふれあい体験を通して、牧場での取り組み

について考える

▶現地での牛とのふれあいや牧場の取り組

みを通し、未来の牧場の在り方を考える

▶環境にやさしい牧場づくりについてまとめる

牛の乳搾りや動物とのふれあい体験等、牧場ならではの“生”の体験を通して、SDGsについて学ぶことができる



プログラムのポイント！

対象 小学1年生以上

1人/1回 当たり料金 1人 400円

備考
(雨天対応等)

雨天実施

受入人数 1回 36名

受入可能時期（休業日） 通年 火曜～金曜

団体受け入れ設定日

受入可能時間 ①9:30～ ②11:00～

③13:30～

体験時間 1回 60分

プログラム名：江戸時代の人々に学ぶ、持続可能なくらし（千代紙ろうそく作り）

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

4 12

写真①真 写真② 写真③ 写真④

▶問い合わせ

名称 ： 千葉県立房総のむら

担当 ： 事業課 広報普及グループ

TEL ： 0476-95-3333

営業時間：午前9時～午後4時30分

休館日 ：月曜日（祝・休日の場合は翌日）

事前学習 現地学習 事後学習

▶灯りの歴史について説明。

▶火の起こし方や使い方について知る。

▶「千代紙ろうそく作り」体験。

▶灯りのある現在の生活をふりかえる。

▶エネルギーの発展について調べる。

ろうそく→電気、熱エネルギーなど。

・灯りの歴史について解説しながら、火をつける実演も行います。
・ろうそくの灯りから現在の生活へ。エネルギーの発展や現在の生活をふりかえり、環境についても学ぶことができます。

▶灯りについて考える（イメージや疑問等）。

・現在の生活と昔の生活って、なにが違うかな？

▶知りたいこと、聞いて見たいことをまとめる。

▶ゴール ４（ターゲット 4.7） ：灯りのある暮らし、生活様式の変化などを学ぶ。身近な現在の生活と昔の生活をふりかえる。

▶灯りの歴史について学ぶ。木蝋（はぜの木）や燈心草など天然の素材を使った和ろうそくと現在使われている石油由来（パラフィン）の
西洋ろうそくの違いにふれ、火をつける実演を行う。灯りの利用方法などについても学習することにより、現在の生活環境をふりかえる機会
となり、エネルギーの発展についても学ぶことができる。

▶ゴール 12（ターゲット 12.8）：昔のくらしと現在のくらしを振り返り、継続可能な生活、自然と調和がとれるくらしを考えてみる。



プログラムのポイント！

対象 小学１年生以上

1人/1回 当たり料金 1人 200円

備考
(雨天対応等)

雨天実施

受入人数 1回 24名

受入可能時期（休業日） 通年 火曜・木曜

団体受け入れ設定日

受入可能時間 ①9:30～ ②11:00～

③13:30～

体験時間 1回 60分

プログラム名：江戸時代の人々に学ぶ、持続可能なくらし（畳のコースター）

▶畳の歴史、素材、作り方について学んだ後、畳表を用いてコースターを作る。畳の説明の際に、ワラや畳表などの資源の再利用についての
解説を聞くことにより、畳について学べると同時に日本人が古くから行ってきた資源の再利用の方法についても学ぶことができる。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール ４（ターゲット4.7） ：身近な畳を取り上げ、歴史や成り立ち、再利用の方法などを通じて循環型社会の実例を学ぶ。

▶ゴール 11（ターゲット11.a）：生活の一部である畳についての理解を深め、畳（いぐさ）の生産地の発展や社会のくらしや文化発展に
ついて考える。

▶畳について考える（イメージや疑問等）。

・家に畳はあるか、どのように作られている

と思うか等。

▶知りたいこと、聞いて見たいことをまとめる。
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写真①真 写真② 写真③ 写真④

事前学習 現地学習 事後学習

▶畳の説明（歴史、素材、作り方）。

▶資源の再利用（わら、畳床、畳表）。

▶実際の畳表を用いた体験。

（畳のコースター作り）

▶畳についてのワークシートの配布。

→現地学習の復習及び、より詳細な情報。

・日本人になじみ深い畳について学ぶことで日本文化への理解を深めるきっかけとなります。
・昔の人々の資源に対する考え方や再利用の方法などを知ることができます。

▶問い合わせ

名称 ：千葉県立房総のむら

担当 ：事業課 広報・普及グループ

TEL ：0476-95-3333

営業時間：午前9時～午後4時30分

休館日 ：月曜日（祝・休日の場合は翌日）



プログラムのポイント！

対象 小学3年生以上

1人/1回 当たり料金 1人 200円

備考
(雨天対応等)

雨天実施

受入人数 1回 25名

受入可能時期（休業日） 通年 水曜・木曜

団体受け入れ設定日

受入可能時間 ①9:30～②11:00～

体験時間 1回 60分

プログラム名：江戸時代の人々に学ぶ、持続可能なくらし (竹の紙鉄砲作り・竹の花器作り)

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 11（ターゲット 11.a）：江戸時代の農業などをはじめ、様々な形に加工された竹がもたらした生活の変化と都市部の発展について
考える。

4 11

写真①真 写真② 写真③ 写真④

▶問い合わせ

名称 ：千葉県立房総のむら

担当 ：事業課 広報・普及グループ

TEL ： 0476-95-3333

営業時間：午前9時～午後4時30分

休館日 ：月曜日（祝・休日の場合は翌日）

事前学習 現地学習 事後学習

▶竹の説明（歴史、道具、使い方）。

▶資源の再利用についての説明。

▶実際の竹を用いた体験。

（竹の紙鉄砲作り・竹の花器作り）

▶ゴール 4 （ターゲット 4.7） ：身近な材料を使って暮らす循環型社会の実例を学ぶ。

▶竹の歴史、素材、作り方について学んだ後、竹を利用した体験を行う。シノダケやマダケなど身近な材料を利用し、資源の再利用についての
解説を聞くことにより、 天然資源の有効活用や竹林の自然環境についても学ぶことができる。

▶自然の素材を利用した生活を考える。

▶資源の有効活用について考える。

・子どもでも簡単に作れる体験です。楽しく体験をしながら、限られた資源について考えるきっかけとなります。
・身近な自然のものを利用して遊ぶとともに、環境にやさしい素材について学ぶことができます。

▶竹について考える（イメージや疑問等）

→竹はどのように使われているか、

どんなところで利用できるか等。

▶知りたいこと、聞いて見たいことをまとめる。



プログラムのポイント！

対象 小・中・高校生

1人/1回 当たり料金 無料

備考
(雨天対応等)

雨天実施

資料の貸出も行います。

事前にご相談下さい。

受入人数 1回 35名

受入可能時期（休業日） 通年 火曜～金曜

受入可能時間
①9:30～②10:20～③11:10～
④13:00～⑤13:50～

体験時間 1回 30～40分

プログラム名：江戸時代の人々に学ぶ、持続可能なくらし（昔のくらし）

▶昔のくらしや生活用具について解説し、現在の自分たちの生活との違いを振り返ることで、循環型の社会について学ぶ。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 11（ターゲット 11.a）：自然の素材を利用して、自分で加工し生活を豊かに。ものを捨てず再利用する生活をしていた循環型の江戸
のくらしと現代のくらしを比較し、農村や漁村などに与える影響を考え、生活を見直すきっかけとする。

▶ゴール 12 （ターゲット 12.8）：昔のくらしと現在のくらしを振り返り、継続可能な生活、自然と調和がとれるくらしを考えてみる。

▶昔のくらしを想像してみる。

→今の自分たちの生活との違いを想像する等

▶知りたいこと、聞いて見たいことをまとめる。

▶実物資料の貸出も可能（要相談）。

（たらいや洗濯板、行灯など）
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写真①真 写真② 写真③ 写真④

▶問い合わせ

名称 ： 千葉県立房総のむら

担当 ： 事業課 広報・普及グループ

TEL ： 0476-95-3333

営業時間：午前9時～午後4時30分

休館日 ：月曜日（祝・休日の場合は翌日）

事前学習 現地学習 事後学習

▶農家の家屋を見て、

昔のくらしや生活用具について学ぶ。

▶資源の再利用・有効活用。

▶地元の資源を活用して

自分たちで作るくらしを知る。

▶昔の生活と現在の生活を振り返る。

▶環境保全、資源の再利用について考える。

▶実物資料の貸出も可能（要相談）。

※事前学習でも利用可

▶ゴール 4 （ターゲット 4.7）：昔のくらしを学ぶことで、江戸時代の資源の再利用、エコ生活を知る。

・復元された家屋の中で、使われている生活道具や生活様式にふれることができます。
・学芸員による解説を聞くことができます。（目的にあわせた解説も可能）



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生

1人/1回 当たり料金 0円

備考
(雨天対応等) 悪天候の場合休止の場合あり

受入人数 120 名

受入可能時期（休業日） 要相談

受入可能時間 9：00～16：00

体験時間 50分

プログラム名：しょうゆの醸造の歴史と環境に配慮した醤油工場の取組について学ぶ

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 12（ターゲット 12.3）：生産・サプライチェーン内での食品ロスを減らし、廃棄物の削減を図る。

▶ゴール 12（ターゲット 12.5）：無駄のないしょうゆ造りから廃棄物の発生防止、削減、再生利用(リサイクル）及び再利用（リユース）の促進。

▶工場見学の映像を事前に見て、

しょうゆの歴史と製造過程について学ぶ。

▶銚子においてなぜしょうゆ造りが

盛んになったのか歴史的背景を調べる

12

写真①真 写真②

環境に配慮をして説明されて
いるような様子がわかるような

お写真ございましたらお願いで
きますでしょうか。

ない場合は先日いただきまし
た外観のお写真を貼り付けさ

せて頂きます。

写真④

体験終了後のイメージが
つくようなお写真ございま
したらお願い致します。

▶問い合わせ

名称 ：ヤマサ醤油株式会社 ヤマサ醤油工場見学センター

担当 ：石坂 美紀

TEL       :0479-22-9809

営業時間：9：00～16：00

休館日 :要相談

※事前にお問い合わせ頂きますようお願い致します。

事前学習 現地学習 事後学習

▶映像の視聴や麹の製造工程を見学。

▶ “無駄のない“しょうゆづくりをガイドが説明。

▶映像におるバーチャル体験。

▶しょうゆソフトクリーム・せんべい焼き体験。

▶お皿に注いだしょうゆ残ったらどうしてる？

▶世界の発酵調味料を調べて、

しょうゆとの違いや共通点について話し合ってみる。

▶しょうゆを使った隠し味は、

どんなものが何にあいそう考えてみる。

▶銚子でしょうゆ造りが栄えた理由や、しょうゆ造りの歴史と技術の発展を学ぶと共に、工場の見学を通して実際の醸造工程と、
環境に配慮したしょうゆ造りを知ることができます。

▶2つの海流と利根川の流れが交わる銚子市には、日本の伝統調味料である「しょうゆ」の醸造工場があります。
ヤマサ醤油は1645年にしょうゆ醸造を始めた歴史ある企業です。銚子でしょうゆ造りが栄えた理由や、昔のしょうゆ造りの道具が展示されていて
歴史と技術の発展を学べます。工場案内では、環境に配慮した取り組みについて学び、「つくる責任 つかう責任」について考える機会とします。



プログラムのポイント！

対象 中・高校生

1人/1回 当たり料金 平日4,950円／土日祝5,390円

備考
(雨天対応等)

検討中

受入人数 20 名

受入可能時期（休業日） 5月〜10月

受入可能時間 10:30~14:30

体験時間 90~120分

プログラム名：名勝屏風ケ浦でのカヤック体験を通じて海の安全や環境問題を考える

▶国の天然記念物である屏風ケ浦の雄大な景色をシーカヤックに乗って眺めつつ、ビーチクリーン体験を行います。
▶屏風ケ浦における海洋ゴミの現状とともに、海洋ゴミが海の生き物や私たちに及ぼす影響をお伝えします。
▶ライフセーバー兼カヤックガイドが海の安全についてお伝えします。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール14（ターゲット14.1）：ビーチクリーン体験や海洋ゴミの現状を学ぶことを通して、海洋汚染を防止・削減する

▶ゴール14（ターゲット 14.2）：海洋ゴミが海の生き物に及ぼす影響を知り、海洋・沿岸の生態系を回復にさせることに貢献する

▶海に関する環境問題について調べる。

▶海洋ごみについて考える

14

▶問い合わせ

名称： CHOSHI KAYAKS/株式会社TKS

担当： 深谷

TEL：0475-77-8028

営業時間 10:00~16:00

休館日 不定休

事前学習 現地学習 事後学習

▶シーカヤックに乗って楽しめます！

▶海上や浜辺のゴミについて解説

▶海における安全についてもご案内

▶体験を通して感じたことを話し合い、環境

問題に対してこれからどのように取り組んで

いくのか意見交換をする。

絶景を見ながらアクティビティ体験をすると同時に、私たちが直面している環境問題に触れ、問題を「自分ごと」として考えるきっかけにしてください！



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生

1人/1回 当たり料金
81,000円（40名様まで）
41から1名につき1,000円

備考
(雨天対応等)

BBQ場にて地曳網漁法のレクチャー、干鰯の作り方、BBQ

ワークシートをご希望される方は、お申込みの際にお伝えください。
お申し込み後に、メールにてお送りさせていただきます。

受入人数 体験のみ 160 名

昼食付体験 110 名

受入可能時期（休業日） 不定期（荒天中止）

10月上旬～3月中旬

受入可能時間 8:00～18:00

体験時間 体験90分、お昼90分

プログラム名：地曳網体験から自然の豊かさを学ぶ

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 14（ターゲット14.1）：地曳網漁から環境問題を身近に感じ、海洋汚染について考える。

▶ゴール 12（ターゲット12.8）：資源の有効活用から、日々の暮らしにおいて再利用を意識し、身近にできることを考える。

▶地曳網の歴史について調べる。

（事前ワークシートを活用）

▶地曳網が発展した江戸時代は

どんな時代だったか調べる。

12

写真①真 写真② 写真③ 写真④

▶問い合わせ

名称 ：有限会社小川工業水産部

九十九里地曳網丸吉

担当 ：小川 喜一

TEL :0475-76-2452

営業時間：8:00～18:00

休館日 ：不定期（荒天中止）

10月上旬～3月中旬

事後学習

▶当時の漁についての様子や道具を知る。

▶地曳網体験をする。

▶獲れた魚がどんなものか観察する。

▶干鰯について学ぶ。

▶おんぼ焼きでBBQをする。

▶昔の漁と現在の漁を比較する。

▶地曳網を事例に、

環境・社会・経済をテーマに整理をしてみる。

（事後ワークシートを活用）

▶伝統ある地曳網の体験から苦労をして手に入れた食材を食べ、食べ物のありがたみを実感し、自然の厳しさや恵みを学びます。

・地曳網が発展した理由や歴史を通じて、地曳網がもたらした地域産業の発展について学びます。
・藁や麻、木綿などの自然素材からできた漁の道具について学び、資源の有効活用及び環境問題について考える機会となります。

事前学習 現地学習

14



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生・大学生

1人/1回 当たり料金 ※要相談

備考
(雨天対応等)

雨天時、講習可（ライフガードコスチュームにより
講習・クイズ形式や救助ロールプレイングに参加）

海岸クリーンについては雨天中止

受入人数 １００名

受入可能時期（休業日） 応相談

受入可能時間 応相談

体験時間 約１２０分

プログラム名：白子の海で学ぶSDGs!“人を守る”救命活動と“海を守る”環境保全活動

▶九十九里浜において、自然環境の変化により海岸浸食が進んでしまった箇所が多くあり、動植物の生息環境へ影響が出ています。
このプログラムでは、『守る』をテーマに、ライフガードから海の危険について『命を守る』を学び、海洋環境問題から『自然を守る』ことを学びます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール14（ターゲット. 14.1）：海のクリーン活動から、海洋プラスチックゴミの回収から海洋汚染の防止を図る。

▶ゴール13（ターゲット. 13.3）：クリーン活動や海洋環境の変化について知ることで、気候変動による環境の変化や影響について学ぶ。

13 14

写真①真 写真② 写真③ 写真④

▶問い合わせ

名称 ：白子町商工観光課

担当 ：長嶋

TEL ：0475-33-2117

営業時間：9:00～17:00

休館日 ：土日祝・年末年始

▶九十九里浜で起きている

砂浜の問題は何か？を調べる。

▶砂浜の浸食について原因は何か？を調べる。

▶海洋汚染問題について

どんなことがあるか？を調べる。

▶「命を守る」…ライフガードによる講習。

▶「自然を守る」…海岸クリーン。

▶九十九里浜の今を知る。

（過去砂浜画）と現在の砂浜の視察。

▶浸食を防ぐために私たちにできることを考える。

▶海洋環境保護のためにできることを考える。

▶海の自然を守る・海の危険から命を守ること

について家族と話してみよう。

▶ 九十九里浜を『守る』をテーマに、現役ライフガードより『命を守る』ことについて学び、
環境問題や気候変動問題については、海を目の前にビーチクリーンを通し『海を守る』ことについて学びます。

過去の砂浜 現在の砂浜

台風が来るごとに削れる砂浜

事前学習 現地学習 事後学習



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生・成人

1人/1回 当たり料金 2,000円

備考
(雨天対応等) 室内の工房にて実施

受入人数 10 名

※10名様以上の場合は、出張にて対応可

受入可能時期（休業日） 要問合せ

受入可能時間 9：00～17：00

体験時間 60～90分

プログラム名：
伝統工芸品「房州うちわ」作り体験から考えるリユース、リデュース、リサイクル

▶市としての「脱炭素宣言」や地域の気候変動に向けた取組みについて知り、環境問題や3Rについて考えていきます。
また、「竹」を通じて資源の活用を考え、日々の暮らしを振り返ると共に、“日本の三大うちわ“として有名な”房州うちわ”について学びます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 7（ターゲット 7.a）：環境に負荷のないエネルギーについて考える機会とします。

▶ゴール 13（ターゲット 13.3）：地域課題を知り、自然災害に対する意識を日常から感じることで、気候変動について意識をする機会とします。

▶房州うちわについて知る。

・日本で代表的な「竹」の種類について

・日本の三大うちわについて

・日本伝統工芸士について

4 8

▶問い合わせ

名称 ：一般社団法人南房総市観光協会

担当 : 坂本 辰哉

TEL      ：0470-28-5307

営業時間：9:00～17:00

休館日 ：年中無休（年末年始を除く）

事前学習 現地学習 事後学習

▶うちわの歴史・気候変動について説明。

▶うちわの制作体験を通じて、歴史的価値を感じる。

▶３Rについて知り、

どんなことが３Rにつながるのかを知る。

▶身近に生息する「竹」を通じて、

3Rを意識し、生活の中に気候変動について

「ジブンゴト化」していく。

・千葉県内在住の“日本伝統工芸士”は2名しかおりません。
その日本伝統工芸士から直接の指導を受けながら、歴史的価値の高い“房州うちわ”作りができます。

▶ゴール 12（ターゲット 12.5）：3Rについて知ることで”ごみを出さない”という意識をもつ機会とします。

7 12 13

▶ゴール 4（ターゲット 4.7）：文化の持続的可能な開発の貢献を理解し、学習を通じて促進するための知識を習得する。

▶ゴール 8（ターゲット 8.9）：地域の文化振興・特産促進につながる持続可能な観光業を促進する。



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生

1人/1回 当たり料金 3,800円※令和5年2月現在

備考
(雨天対応等)

受入人数 120名

受入可能時期（休業日） 定休日 水曜日

受入可能時間 10:00～17:00

体験時間 210～240分

プログラム名：沖ノ島無人島体験・海と森を守るエコツアー

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール14（ターゲット14.2 ）：2013年頃から減少しているアマモ場の再生活動を通して海の再生に取り組んでいます。

▶ゴール13（ターゲット13.1 ）：豊かな海と森の再生に加え適切な環境改善により減災の役割を担っています。

▶海の気候変動などが原因と思われる自然

環境の変化の問題を考える

▶アマモの減少の問題（なぜ減少しているの

か）を考える。

13.1

▶問い合わせ

名称： NPO法人たてやま・海辺の鑑定団

担当： 竹内

TEL/FAX： 0470-24-7088

営業時間： 10:00～17:00

休館日 水曜日

事前学習 現地学習 事後学習

▶学んだこと（例：森と海と水を通じた循環

かを感じることで、身近な環境と自分の繋がり

を理解）を自分ごとに置き換えてほしい。

▶自分たちで、自分の地域で出来ることを考

えてみる。

沖ノ島は、周囲1㎞にもかかわらず多様な生き物が生息、海浜植物と照葉樹林とがつながり豊かな生態系を有しています。しかし昨今の気候変
動などによる環境の変化が否めません。沖ノ島は、将来にわたり「守り」「伝える」べき場所。ガイドと一緒に様々な発見をしながら島を一周ぐるりと
回って自然を楽しみつつ、2019年に甚大な被害を受けた森林の再生活動を通して森や海の大切さを学ぶことができるプログラムです。

▶環境保護の大切さ、課題を楽しみながら体

験する。

▶森と海の水の循環を理解できる。

▶森の再生活動では、小さな活動でも環境

再生に繋がることを実感してほしい。

館山市沖ノ島のプログラムでは「楽しむ」ことを忘れずに、豊かな自然環境とその変化を目の当りにしながら、未来の自然環境を「自分事」とし
て考えることができる。そして、持帰った経験と事後学習も通じて、未来に引き継ぐ自然環境、生態系、生物多様性の大切さへの「気づき」を
通じて、持続可能な「生き方」へのきっかけづくりへと繋げることができる。

14.2 15.2

▶ゴール15（ターゲット15.2 ）：2019年に台風で甚大な被害を受た森林の再生活動を通して、海と森の再生を実践しています。



プログラムのポイント！

対象 一般/小・中・高校生

1人/1回 当たり料金
一般200円/小・中・高校生100円
（20名以上の団体 一般150円/
小・中・高校生50円）

備考
(雨天対応等)

受入人数 一度に最大50名程度

（予約状況により変動します）

受入可能時期（休業日） 定休日は毎月第3火曜日

その他、休壕日はHPに掲載

受入可能時間 09：30～15：30（受付時間）

体験時間 30分

プログラム名：地下壕から学ぶ千葉県の平和と歴史

▶館山海軍航空隊赤山地下壕跡の見学を通じて日本の戦争の歴史を学び、平和について理解を深めることができます。
また、壕内の整備ワークシートで事前に日本の戦争の歴史を学ぶことができ、現地での学習がより実りあるものになります。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール16（ターゲット16.6）：見学できるように壕内の整備・公開展示することで、戦時中の様子を伝えています。

▶太平洋戦争について調べる

▶ワークシートを用いて戦争の歴史について

学ぶ（配布をご希望の方は、館山市生涯

学習課までお問い合わせください）

16.6

▶問い合わせ

名称：館山海軍航空隊赤山地下壕跡

担当：館山市生涯学習課 大古

（予約に関するお問い合わせは豊津ホール）

TEL：予約0470-24-1911/予約以外0470-22-3698

営業時間：9:30～16:00

休館日：第3火曜、年末年始（12月29日～1月3日）

事前学習 現地学習 事後学習

▶見学を通じて、戦時中の様子を体感する ▶ワークシートによる振り返り学習を行う

（配布をご希望の方は、館山市生涯学習課

までお問い合わせください）

赤山地下壕は、全長約1.6kmと全国的に見ても長い壕で、館山市を代表する戦争遺跡のひとつです。アメリカ軍の空襲が激しくなった太平洋戦
争の終戦期、この赤山地下壕が、館山海軍航空隊の防空壕として使われていたとされています。本プログラムを通して、日本の戦争の歴史を学び、
平和について理解を深めることができます。



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生

1人/1回 当たり料金 1,000円（税込）～

備考
(雨天対応等)

※完全予約制となります。

受入人数 最大120名（各30名
4グループに分かれる）

受入可能時期（休業日） 不定休

受入可能時間 要相談

体験時間 ツアー120分＋昼食・
散策

プログラム名：持続可能な循環型酪農でいのちを学ぼう！

▶酪農家自ら案内することで、牧場ではどのような仕事があるのかリアルな話を聞くことができます。また、様々な体験を通して牛とのふれあい
の中で命の温かみを知り、食と命のつながりを考えることができます。また、昨今の持続可能な食糧生産について、酪農現場から考えを学ぶこ
とができます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール （ターゲット 2 . 4 ）：千葉県内では珍しい循環型酪農（牛の堆肥の再利用）を通じて持続可能な食糧生産を行っています。

▶ゴール （ターゲット 12 . 3 ）：食品ロスの減少を目指し、牛の命の大切さ、食の大切さを伝えています。

▶循環型酪農とはどのような農業なのかを調

べる。

▶ご希望があれば高秀牧場のパンフレットを事

前に送付します。

▶問い合わせ

名称：株式会社牛かうvaca（高秀牧場）

担当：馬上

TEL：0470-62-6669

営業時間: 10:00～17:00

休館日: 不定休

事前学習 現地学習 事後学習

▶牛舎ツアーや加工品作り体験を通じて牛と

いう動物について学ぶ。

▶酪農家の生活サイクルの話や循環型酪農

という酪農の手法について学ぶことができる。

▶普段の食事の中に、どれほどたくさんの命が

あるかを考える。学校給食を事例に考え、たく

さんの命にいかされる自分の命に感謝する、と

いう学びを深める。

▶ゴール （ターゲット 17 . 17 ）：お米農家さんをはじめ近隣の農家さんとの連携のもと、牛の飼料の生産を行っています。

牛舎ツアー、乳搾り体験、バターづくり体験など体験メニューが豊富にあります。食の背景、命のつながりの話は、食育の学びにつながります。
酪農家、酪農に関わるリアルで様々な仕事に関する話は、牛と向き合う酪農家の気持ちも聞くことができ、キャリア教育にも役立ちます。
また、自然資源を無駄にせず、循環させていく「循環型酪農」を学び、街の活性化と食の安全に貢献する持続可能な仕組みを考えることができます。

17.172.4 12.3



プログラムのポイント！

対象 中学生・高校生

1回 当たり料金
専用クーポン原資300～500円/人
朝市推進協力金35,000円/１団体

備考
(雨天対応等)

150名以上の場合朝市は班分け・時間入替えが必要です。
講演(約1時間)は日程内で調整可能。

会場は学校側にてご用意ください。
雨天時は場所を朝市通りから別の屋内へ移して行います。

朝市受入人数 500 名

受入可能時期（休業日） 水曜日（年末年始以外）

受入可能時間 08:30～11:00

体験時間 60分程度

プログラム名：一緒に繋ごう！勝浦朝市430年の歴史と朝市存続への挑戦

▶【1日目】 講演：「かつうら朝市の会」より勝浦朝市の歴史的変遷や、朝市が抱える問題を打破する取組みや今の課題をお伝えします。
【2日目】 体験：ただ見学するのではなく、朝市専用クーポン利用を通じた出店高齢者との交流により、朝市を実体験する場とします。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶8.3：持続的な観光業を促進する

▶11.8：都市部、都市周辺部、農村部間の良好な繋がりを支援する

▶勝浦市ってどんな所？(人口・自然・産業等)

▶勝浦朝市の事前調べ(NET検索)

▶他の日本の朝市との比較

▶勝浦朝市の課題について自分達の仮設設定

11.8

真

▶問い合わせ

名称： （一社）勝浦市観光協会

担当： 事務局

TEL： 0470-73-2500

営業時間： 08:30～17:15

休館日： 年末年始(12/31～1/3)

事前学習 現地学習 事後学習

▶講演での聴講と質疑応答

▶朝市でのフィールドワークによる実体験

▶朝市専用クーポンを利用しながら出店者

とのコミュニケーションを通じた交流体験

▶事前学習と現地体験との比較検証

▶自分達から見た勝浦朝市の課題の確定

▶対策の協議・検討

▶対策案の決定(朝市の会へお送り頂ければ、

御礼を返信し、今後の参考とさせて頂きます)

▶12.8：持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする

▶17.17：効果的な公的・官民・市民社会のパートナーシップを推進する

天正19年(1591年)に勝浦城主植村土佐守泰忠が農水産物の交換場所として開設して以来、約430年に渡り継承されてきた勝浦朝市
は、様々な時代の波と高齢化や地域の衰退の影響を受け、いま存続の危機に立ち向っています。歴史的、文化的遺産であると同時に経済
的、観光的な存在でもある朝市復興への取組みを素材として、持続可能な開発を目指すSDGsの考え方を深めて頂きたいと思います。

12.88.3 17.17



プログラムのポイント！

対象 中学生・高校生

1人/1回 当たり料金 2,800円（税込）

備考
(雨天対応等)

雨天対応可能プログラムに変更

内容は応相談

受入人数 20名

受入可能時期（休業日） 不定休

受入可能時間 9:00～17:00

体験時間 90分

プログラム名：ひもの加工から学ぶ「食」の大切さ

▶食の多様化やグローバル化が進む中で、食品加工など地域に伝わる優れた伝統的な文化が希薄化し、知る機会すらなくなってきつつある中
で、いすみの漁業の歴史や資源の減少などひものができた背景にも触れ、ひもの加工の意味と手法を学ぶことで、文化を未来に向けて伝えて
いくプログラムです。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 12（ターゲット 12.3）：魚をひものに加工することで食料廃棄・フードロスの削減につながる意識の向上を促している。

▶漁港の説明、海岸の説明

（魚の獲れる場所の説明）

▶アジがどのように獲れるのかを学んでおく

12.3

▶問い合わせ

名称： 一般社団法人ツーリズムいすみ

担当：田中

TEL：0470-64-6787

営業時間：9:00～17:00

休館日：不定休

事前学習 現地学習 事後学習

▶ひもの加工の歴史や意味を学び、実際に

ひもの作り体験をします。

オプションで遊漁船体験、加工場の見学

が可能です。

▶現地で捌いた魚を後日パックしてお届け

家族みんなで食べてもらいひものの意味を

考えてもらう。

東京から70分と近く、身近に海を体験できるいすみ市で、ひものの加工手法を学ぶことができます。自分で捌いた魚は後日パックして
学校にお届けします。体験が自分でとどめるのではなく、家族とも共有できるプログラムです。オプションで遊漁船乗船体験や加工場見
学が可能です。※料金は応相談

14

▶ゴール 14：海産資源の豊富な地域ならではの遊漁船体験や加工場見学などのオプションメニューを体験することで海の豊かさを感じることができる。



プログラムのポイント！

対象 小～高校生

1人/1回 当たり料金
研究員による解説は無料

展示室入場料…一般200円、高校生
100円、中学生以下無料

備考
(雨天対応等)

研究員による対応の可否については用協
議。荒天等の事情により、中止や内容が
変更となる場合があります。

受入人数 20名

受入可能時期（休業日） 6～9月
(干潮時に限る)

受入可能時間 9:00～16:00
(干潮時前後2時間)

体験時間 120分(展示室見学60分
＋磯観察60分)

プログラム名：海の生きものと海の環境を学ぶ観察ツアー

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール14 （ターゲット14.1）：海洋ごみ、特に陸上活動による汚染を防止し、削減する。

▶ゴール12 （ターゲット12.8）：海のいきもの達との触れ合いを通じて、自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

▶ちばの海について

▶海の生きものと観察時の注意

(▶海ごみって何？)

※学校での自主学習

写真①真 写真② 写真③ 写真④

▶問い合わせ

名称：千葉県立中央博物館分館海の博物館

担当：松本光史

TEL：0470-76-1133

営業時間：午前9時～午後4時30分(入館は4時まで)

休館日：毎週月曜日(ただし月曜日が休日に当たるときは翌日)

事前学習 現地学習 事後学習

▶展示室で学習、海の生きもの探し

▶磯での研究員による生きものに関する説明

(▶ビーチコーミング)

※対応の可否については要協議

▶海の生きもの調べ

(▶海ごみ調査)

(▶海ゴミアート)

※学校での自主学習

▶博物館前の海岸に出かけよう。潮の引いた磯にどんな海の生きものが観察できるのか？海岸には、どのような漂着物がみられるのか？
海の豊かさを知ることともに私たちの何気ない行動が、海とつながっていることについて学び考えることができる。

海の博物館の展示室を見学したら、海岸まで徒歩1分。研究員の解説を聞きながら、海の生きもの達と触れ合い、観察ができる。

12.8 14.1



プログラムのポイント！

対象 幼稚園・保育園～高等学校

1人/1回 当たり料金 要相談

備考
(雨天対応等)

受入人数 最大350～400名

受入可能時期（休業日） 不定休（ＨＰ要確認）

受入可能時間 予約時に要確認

体験時間 約20分

プログラム名：ウミガメレクチャー「ウミガメが生まれた」

▶日本はアカウミガメの主要な産卵場所で、千葉県はアカウミガメが毎年産卵にやってくる北限域にあたります。
ウミガメ類の生態と鴨川シーワールドで行っているアカウミガメの卵の保護に関するレクチャー講演です。
このプログラムでは海洋環境を守ることがウミガメの保護にもつながり、生態系の保全にもつながることを学ぶことができるプログラムです。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール （ターゲット 14.1 ）： 持続可能な開発の為に海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。

▶ゴール （ターゲット 14.2 ）： ウミガメの保護活動をはじめ海洋の生態系の回復活動を行っている。

▶鴨川シーワールドの地理を調べる

▶ウミガメについて調べる

▶現在、ウミガメたちの置かれている状況につ

いて調べる

14.1

▶問い合わせ

名称： 鴨川シーワールド

担当：販売課 上岡 由明

TEL：04-7093-7480

営業時間：9：00～16：00

休館日：不定休（ＨＰ要確認）

事前学習 現地学習 事後学習

▶レクチャーをとおして、野生動物の保護、自

然環境の保護、動物との共存を学ぶことが出

来る

▶レクチャーをとおして、SDGｓとして自分たち

に何が出来るのかを話し合い目標を立ててもら

いたい

毎年鴨川シーワールドの目の前、東条海岸にアカウミガメが卵を産みにやってくる。
台風などの影響で、海岸に産卵された卵に危険が及ぶと考えられた場合、近くの安全な場所に移動したり水族館内の安全な場所に移設し、
孵化すると一部は調査研究用に飼育し多くのウミガメは目の前の海に帰っていきます。

14.2



プログラムのポイント！

対象 中学生・高校生

1人/1回 当たり料金 2000～6000円

備考
(雨天対応等) 屋内学習あり

受入人数 50～300名

受入可能時期（休業日） 通年

受入可能時間 9:30～17:00

体験時間 3～6時間

プログラム名：
持続可能な社会に向けた具体的な取り組みを学び、体感する

▶「次世代も使い続けられる農地」を目指す循環型農業や養鶏等の1次産業から、加工、レストランでの食提供、宿泊まで、6次産業化を
目指すクルックフィールズ。“自然との共生”をコンセプトに自然エネルギーの利用や“ゴミ”を資源として利用する取り組み等を行っています。
プログラムでは、私たちの取り組みをウォークラリーや農業体験、さらにフードロスや水の循環等をテーマにした探究学習にもつながるプログラム。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

ゴール11 ：木更津市と災害時における応急活動に関する協定締結。
ゴール12、13：自然エネルギーの利用。
ゴール13、15：牛糞、鶏糞、残飯等の堆肥化、有機農業の実践。

▶環境省と作成した学習ノートを活用して

「土」「水」「太陽」「里山」をテーマに

自分たちの生活を振り返る。

▶自分たちの生活が

どのように成り立っているのか調べる。

写真④

▶問い合わせ

名称 ：株式会社クルックフィールズ

担当 ：岩佐 直美

TEL ： 080-4446-2876

営業時間：10:00～17:00

休館日 ：火・水

事前学習 現地学習

▶実際に土に触ったり、

匂いを感じたり、 五感を使ったプログラム。

▶実際に行われている取り組みを見て、SDGsを自分ごとに。

▶農家やパティシエ、レストランのサービス等、様々な職業を学ぶ。

事後学習

▶自分たちの普段の生活を

学習を通じてもう一度振り返る。

▶「持続可能な未来」について想像し、

未来のためにできることを考える。

・五感と身体を使ったプログラムの中で有機農業や“水・土”の循環を体験。生徒同士のコミュニケーションを活発化します。
・生産者や実際に現場を担当しているスタッフがプログラムの講師に。 各スタッフの経験を最大限に生かしたプログラムを提供します。

▶ゴール3 ：化学肥料や除草剤等を使用せず、有機農法で栽
培。

ゴール6、14  :バイオジオフィルターを使用し、水に利活用。
ゴール 7 :太陽光で発電をしています。

121163 14137 15



プログラムのポイント！

対 象 小学３年生以上

1人/1回 当たり料金
おとな（中学生以上）1,000円
こども（小学生） ５00円

備 考 階段120段（建物で7階程度）以上の
昇降あり。（バリアフリー未対応）

受入人数 12～24名

受入可能時期（休業日） 団体受付 木・金

（土日祝 休み）

受入可能時間 10:00～12:00
14:00～16:00

体験時間 90分程度

プログラム名：東京湾アクアライン裏側探検

▶東京湾を横断し、木更津市と対岸の川崎市を結ぶ津京湾アクアラインの裏側を見学することで、生活を支える交通インフラの安全の確保に関
する取り組みと、高速道路の役割について学びます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 3 道路交通事故を防ぐための安全の仕組み
▶ゴール ８ 高速道路のネットワークで観光業の推進
▶ゴール ９ 持続可能で強靭なインフラをつくる

▶東京湾アクアラインが開通してどのような効果

をもたらしたのか？地図アプリで検索してみる。

▶アクアラインのトンネルをどのように掘ったの

か？シールドマシンとはどのようなものか事前に

勉強する。

17

▶問い合わせ

名称：東日本高速道路㈱ 東京湾アクアライン裏側探検事務局

TEL：0438-97-5269

ホームページ：https://www.umihotaru.com/ait_tanken/

営業時間 10:00〜17:00
休館日 土日祝日

事前学習（過去を調べる） 現地学習（現在を知る） 事後学習（未来を考える）

▶アクアラインはなぜ、どうやって作られたのか

▶アクアライン裏側探検。どのように日頃の安

全を確保しているのか。

▶アクアラインが完成したことでどんな効果が

あったのか。

▶普段何気なく利用している道路などのインフラ

にはどんな安全のための仕組み作りがなされてい

るのかを考える。

『海にどうやって橋やトンネルを作ったの？』『万が一、海底トンネルで交通事故や火災が起きたら、どこに逃げるの？』・・・。
専属のガイドが普段は立ち入れないアクアラインの裏側をご案内し、あまり知られていない建設の工夫や安全確保の仕掛けを見学します。
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▶ゴール 11 安全に持続可能な交通手段を使えるようにする
▶ゴール 13 自然災害への強靭性と適応力を強化する
▶ゴール 17 高速道路を活用し地域連携や新たな付加価値を創出する



プログラムのポイント！

対象 小学生・中学生・高校生

1人/1回 当たり料金 1,000円

備考
(雨天対応等)

雨天時は代案

受入人数 最大60名

受入可能時期（休業日） 火曜日休業

受入可能時間 10時～16時

体験時間 150分～210分

プログラム名：天空の岩山「鋸山」から学ぶ地域振興

▶日本の近代化を“石”で支えた鋸山は、台風による倒木などで登山道閉鎖などの被害を受けました。このプログラムでは『鋸山』の産業文化を学
び、環境保全と観光利⽤が共存できる仕組みを考えるとともに、台風被害からの復興への取り組み「鋸山プロジェクト」についても学びます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 15（ターゲット 15.２）山の保全の活動を学ぶ。

▶房州石の歴史や役割を学ぶ

▶台風被害からの復興の取り組み「鋸山

プロジェクト」について学ぶ
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▶問い合わせ

名称： 公益財団法人 鋸山美術館

TEL： 0439-69-8111

営業時間 10：00～1７：00

休館日 火曜日

事前学習 現地学習 事後学習

▶鋸山資料館で石切り場や房州石の歴史を学ぶ

▶鋸山山中の石切り場を中心に、鋸山の過去、現

在、未来への取り組みについて学びながら、山歩き

▶房州石がどこで使われているのか、実際に

見て学ぶ。

▶自分たちの暮らす地域ではどんな街づくり

の取り組みがおこなれているのか

迫力ある石切り場の景色を楽しみながら、鋸山の歴史、山の保全、まちづくりについて学べるプログラムです。
（山道を歩くプログラムになります）
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▶ゴール 11（ターゲット 11.b ）総合的な災害管理リスクを策定し実施する。

▶ゴール 11  持続可能なまちづくり



プログラムのポイント！

対象 小学４年生～高校生

1人/1回 当たり料金 900円

備考
(雨天対応等)

雨天対応可
要事前予約

受入人数 20～80名
（肉牛コース～100名）

受入可能時期（休業日） 営業日に準ずる

受入可能時間 午前１回・午後１回

体験時間 50分

プログラム名：畜産体験（ひつじコース・乳牛コース・肉牛コース）

▶普段見ることができない畜産動物を間近で観察し、羊追い体験、乳しぼり体験、牛舎内での肉牛観察、を通して各動物への理解を深める。
また、配布の資料をもとに、畜産物の生産サイクル、いのちについて学ぶ。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール 12（ターゲット 12.3）畜産物としての生産サイクルを知り、食料の破棄を半減させる

▶ゴール 15（ターゲット 15.1）陸域生態系及びそれらのサービスの保全、回復、持続可能な利用

▶羊・乳牛・肉牛それぞれの畜産動物

としての役割を学ぶ

128

▶問い合わせ

名称： 株式会社マザー牧場

担当：営業課・エンターテイメント課

TEL：0439-37-3211

営業時間 2/1～11/30 9:00～17:00（平日 9:30～16:30）

12/1～1/31 9:30～16:00（平日 10:00～16:00）

休館日 １２月と１月にあり

事前学習 現地学習 事後学習

▶それぞれの動物を間近で観察、体験

▶講義にて、生産サイクル・いのちを学ぶ

▶設備・人・飼料を実際にみる

▶日頃、どれだけの命をいただいているか再確認

▶食事を残さずに食べる意識を高める

▶身近な畜産物

教室学習では普段は見ることのできない、畜産動物を自然の中で、見て・触れて・体験して、畜産動物への学びを深めることができます。
この体験を通して、いのちを学び、日頃の食事での食品ロスをなくすよう意識を高めていただけると嬉しいです。
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▶ゴール 8（ターゲット 8.9 ） 産品の直販化と雇用創出により観光農場を運営



プログラムのポイント！

プログラム名：絶滅に瀕するゾウをテーマに人と動物の共生を考える

▶絶滅危惧種といわれるゾウへの興味・理解促進を狙いとして、タイにおけるアジアゾウの現状を学びます。その上で「身体」「繁殖」「コミュニケー

ション」などの1テーマについてのレクチャーと同時に身体機能や知能が優れたゾウのパフォーマンスを見学し、理解を深めます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】
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▶ゴール （ターゲット 15.5 ）：自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止
するための緊急かつ意味のある対策を講じる。

▶絶滅に瀕しているゾウの現状を伝え、

動物の置かれている現状や共存に向けて、

考察の機会とする

▶アジアの中のタイにおけるゾウの置かれている

現状や観光資源としての役割について

資料提供：市原ぞうの国/ 協力：タイ政府観光局

事前学習 現地学習 事後学習

▶ぞうさんのレクチャー,Q&Aタイム(15分）

タイにおけるゾウの現状

ぞうの国での取り組みなど

▶ぞうさんのパフォーマンスタイム（30分）

▶ゾウへの知識、学びを振り返る

▶なぜ、ゾウが絶滅危惧種となったのか

▶動物との共存に向けて、自分たちが取り組

むことができる行動について考える。

幼少期より親しみのあるぞうさん。ゾウをテーマに異文化（タイ）におけるゾウの役割を学ぶと同時に、その置かれている現状を知り、
動物（ゾウ他）と人、自然との共存を考察する機会とし、同時にSDGsへの理解促進につなげる。

対象 中学生・高校生

1人/1回 当たり料金 プログラムに応じて

備考
(雨天対応等)

雨天中止

受入人数 100名～200名

受入可能時期（休業日） 平日(休園日を除く)

受入可能時間 12:30過ぎ

体験時間 約15分＋30分

▶問い合わせ

名称： ANIMAL WONDER REZOURT 市原ぞうの国

担当： 営業部 中村

TEL： 090-1855-7741

営業時間 9:00～17：00

休館日 木曜日他時期により変わります



プログラムのポイント！

対象 小学生～高校生

1人/1回 当たり料金 無料（市原市が負担）

備考
(雨天対応等)

田淵会館または加茂公民館にてパ
ワーポイントを使った説明が可能

受入人数 170 名

受入可能時期（休業日） 年末年始以外

受入可能時間 9：00～15：00
（出発時間）

体験時間 60分

プログラム名：チバニアンで学ぶ歴史と地球の成り立ち
～チバニアンでくぐるタイムトンネル～

▶地球史に関して、ガイドの話を通じてこれまでの常識が覆るような体験をすることができます。
地球の成り立ちに深く関係した地域の特性や、それを生かした先人達の知恵を学ぶことができます。
数十万年の時を超えた出会い（化石探し）を楽しみ、はるかな時空の彼方へ思いをはせることができます。

プログラムの内容

対象となる【SDGｓ「17の目標（ゴール）と169のターゲット」】

▶ゴール４ （ターゲット 4.7 ） ：ガイドの話を通じて持続可能な開発に必要な知識・技能を得られる。

▶ゴール８ （ターゲット 8.9 ） ：チバニアン周辺地域の整備を通じて持続可能な観光業の促進を図る。

▶市原市の発行する学習パンフレット、NPO

のホームページ、下見に来る先生方との打ち

合わせを通し、事前学習を行う環境を整える。

▶当該学年のそれぞれの学習内容に沿った

事前質問を子供たちに投げかける。

4.7

▶問い合わせ

名称： NPO法人田淵チバニアンズ

担当：石井あゆみ

TEL：0436-96-2755・080-7025-0316

営業時間9：00～16：00（夏季17：00）

休館日 木曜日・年末年始

事前学習 現地学習
事後学習

▶露頭、河床の化石などに実際に触れる。

▶地層までの園路自体が「江戸時代の街道」

「河岸段丘の観察」「庚申塔などの実物」を観

察する。

▶今環境問題について「ひっくり返さないといけ

ない」ものは何だろうか、など身近な話題と結び

つけた問いを用意する。

チバニアンで「ひっくり返る」のは地磁気だけではありません。地上（現在）から川べりの地層（77万年前）に行って帰ってくる間に、
あなたの常識やモノの見方まで「ひっくり返る」かもしれません。今までと違った面から地球の歴史を覗く体験をしませんか？

▶ゴール11（ターゲット 11.4 ）：チバニアンの周辺地域の整備に当たり、環境に配慮したまちづくりを行う。
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