
学校向け団体利用ガイド
Guidance on school group use

神奈川県教育委員会

神奈川県立歴史博物館神奈川県立
生命の星・地球博物館

神奈川県立近代美術館
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見て・ふれて・体感する

★ご利用の場合は学校現場での経験が豊富な学習指導員へご相談ください。
　お待ちしております。
　連絡先：〒250-0031　神奈川県小田原市入生田 499
　神奈川県立生命の星・地球博物館　団体受付（学習指導員室）
　http://nh.kanagawa-museum.jp/info/teacher/index.html
　Tel. 0465-21-1515　／　Fax. 0465-23-8846

団体利用相談・予約窓口

　　どんな博物館？
　地球は生命の星、かけがえのない星。太陽系の星の中で生物が
生活できるただ一つの星です。生命の星・地球博物館ではその名
が示すとおり、46億年にわたる地球の歴史とそこに生きる生命の
多様性を、「地球」、「生命」、「神奈川」、「共生」の４つのテーマと、
実物図鑑の「ジャンボブック」で展示しています。また、神奈川
県の自然史博物館として、神奈川県内の自然環境をトータルに知
ることができる唯一の博物館です。

　　館内の写真撮影について
　子どもたちがお気に入りの展示物を撮影することもできます。撮影した写真は、学習内容をふりかえるよ
い素材となるでしょう。

　　夏休みの学習相談
　夏休み期間中は、毎日、学習指導員による「夏休み理科自由研究なんでも相談コーナー」を開催しています。
テーマの選び方からまとめ方まで相談に応じます。
　また、夏休み後半には、「夏休み標本の名前を調べよう」を開催しています。理科自由研究で集めた標本
のうち、調べてもわからなかったものを学芸員が一緒に調べます。

　　基本情報
【開館時間】９時～ 16 時 30 分（入館は 16 時まで）
【休  館  日】月曜日 ( 祝日・振替休日にあたる場合は翌平日 )、館内整備日 ( 奇数月の第 2火曜日 )、
　　　　　  年末年始 (12 月 29 日～ 1月 3日 )
【観  覧  料】小中学生無料（引率者無料）、高校生 100 円 ( 教育活動として入館する場合は無料 )
【駐  車  場】大型バス 22 台（無料）
【食事場所】３階テラス、屋外前庭広場、講義室（雨天時のみ・要予約）

　　 ミュージアムライブラリーの利用
　自然史の図書・雑誌を所蔵しています。動植物や岩石・鉱物の図鑑類が豊富に
そろっています。博物館の収蔵資料などについて、パソコンで調べることもでき
ます。調べ学習にご利用ください。

　　実習・観察会
　出前講座のほか、室内
実習や野外観察会などの
行事を行っています。

　　展示と学習指導要領（理科）との関連
　自然史の展示は、「身近な自然の観察」「土地のつくりと変化」「生物と環境」などの学習単元と関連
づけることができます。

　　利用の仕方は？
　遠足、林間学校などでの展示見学のご利用、理科等の教科や、総合的な学習の時間への対応や支援、
職場体験実習やインターンシップの対応や受け入れ、ライブラリーのご利用など、様々にご利用いただ
いております。団体でのご利用は必ず予約 ( 連絡 ) をお願いします。
　学芸員、学習指導員、総合案内員が皆様のお手伝いをいたします。遠慮なくご相談ください。
　そのほかにも…
　・箱根登山鉄道入生田駅から徒歩３分と便利です。
　・雨天時に講義室で昼食をとることが可能ですので、当館を遠足等のコースに組みこむと天候の急変
　　にも対応できます。
　・前庭が広いので、複数校が学年全体で集合することが可能です。晴天時の昼食や班別行動のチェッ
　　ク場所としてもご利用いただけます。

　　ガイダンス
　子どもたち ( 児童・生徒 ) に見学前のガイ
ダンスはいかがですか。学習指導員が、展示
の見どころや、効果的な見学の仕方を説明し
ます。見学のポイントが明確になり、分かり
やすく充実した見学が可能となります。

　　展示室でクイズ！
　   ～地球について考えよう～
　クイズ形式のワークシートで、展示室を
見学しながら、楽しくわかりやすく地球に
ついて考えます。

おすすめコースガイド

室内実習 野外観察

ミニ火山を作ろうろうミニ火山を作ろう 講演・ガイダンス境川遊水地化石ウォッチング

午前
9:00
9:30
9:50
10:30
10:50

11:30

午後
13:30
14:00
14:20
15:00
15:20

　　　　　　　　　内　　　容
到着。ガイダンス ( 展示見どころ説明 )
ハイビジョン映像「奇跡の旅立ち」
地球展示室見学
ハイビジョン映像「生命の輪舞」
生命・神奈川・共生・ジャンボブック等、各展示室を
自由見学（見学後ライブラリーで学習。学芸員・学習
指導員に質問もできます）

参加型クイズ映像「怪人ネイチャーランドの挑戦」





神奈川県立近代美術館
The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama

 

開館時間
午前 9時 30 分－午後 5時（入場は午後 4時 30 分まで）

休館日
月曜日（ただし祝日の場合は開館）、
展示替え期間、年末年始

観覧料
小・中学生無料（引率者無料）
高校生 100円（教育活動として入館する場合は無料）

ホームページ
http://www.moma.pref.kanagawa.jp

団体利用相談・予約窓口
団体で利用される場合は、下記へお申込みを
お願いいたします。団体来館申込みフォームは、
ホームページからダウンロードできます。

葉山館
• Tel：046-875-2800（代表）
• Fax：046-875-2968

鎌倉館・鎌倉別館
• Tel：0467-22-5000（代表）
• Fax：0467-23-2464

 　  一枚の絵には無限の宇宙がひろがっている。
　美術館で絵や彫刻を「見る」ことは、子どもたちがそれぞれに新
たな発見を「つくりだす」ことでもあります。神奈川県立近代美術
館では、子どもたちが美術作品を楽しく鑑賞し、豊かな感性を育く
むための教材や環境を用意しています。

　    一万点以上のコレクションが近代美術館には収蔵され
ています。当館ではその収蔵作品に親しむための学習教材
「Museum Box 宝箱」の無料貸出しをしています。美術館で本物の
作品に出会う前の、事前学習や鑑賞の授業などでご利用いただけま
す。「Museum Box 宝箱」の中には代表的な作品５６点のカードと、
美術館の学芸員の仕事を追体験できるオリジナル「すごろく美術館」
などが入っています。貸出しについては当館ホームページをご参照
ください。

　  

　  「先生のための特別鑑賞の時間」を実施しています。子
どもたちが美術館に親しみ、楽しく美術作品を鑑賞できるようにな
るためには、先生たちの助けが必要です。学習指導要領でも美術館
と連携した「鑑賞」の充実が求められています。そこで、近代美術
館では展覧会ごとに「先生のための特別鑑賞の時間」を設けています。
内容はガイダンス、自由鑑賞、ギャラリートーク、質問・相談の時
間などです。詳細はホームページをご覧ください。参加ご希望の方
は申込用紙に必要事項を記入の上、ファックスで事前にお申し込み
ください。申込用紙は当館のホームページよりダウンロードできま
す。

　   「美術館はどんなところ？」「美術館の展覧会はどうやってできるの？」「学芸員
はどんな人？」といった素朴な疑問や、当美術館の半世紀の歴史、そして美術館のヴィジョンなどを、
約２０分の「美術館を知るＤＶＤ」にまとめました。無料貸出しを行っていますので、学校での事前学
習の際に視聴いただけるほか、来館する当日に葉山館の講堂で鑑賞することもできます。

　   引率者の観覧料は免除になります。授業のプランづくり、児童・生徒の館内での動き
など、よりよい美術館の体験ができるようサポートしております。事前に電話、ファックスで、ご
来館の日時や人数などをご連絡ください。下見のためのご来館も受付けています。

　  おすすめコースガイド（葉山館の場合）
   9:30　到着。中庭で挨拶、ガイダンス。（マナーブックなど資料配布）
　　　　　　  展示室でのマナーの確認。
   9:40　講堂へ移動「美術館を知るＤＶＤ」鑑賞。
 10:00　展示室へ移動。作品鑑賞。学芸員によるギャラリートーク。ワークシート
　　　　　　  の書き込みやメモをとる。（筆記用具は鉛筆のみ使用可です）
 11:00　庭の散策（参加クラスが多い場合は、グループに分かれて先に庭の散策を
　　　　　　  するなど、時間をおいて順次、館内にローテーションで入館します）
 11:30　まとめ。質問に学芸員がお答えします。

　  葉山館の目の前には青い海と三ヶ岡山、鎌倉館の目の前には亀や鯉も顔を出す
平家池 があります。恵まれた自然環境の中に位置する葉山館と、古都鎌倉の豊かな歴史を背景とした
鎌倉館ともに、近隣の施設とあわせてさまざまな見学コースが組み立てられます。
葉山館おすすめコース：近代美術館 葉山→葉山しおさい公園→一色海岸
鎌倉館おすすめコース：近代美術館 鎌倉→鶴岡八幡宮→近代美術館 鎌倉別館→建長寺
　　　　　　　　　　　

神奈川県立近代美術館 葉山
〒240-0111
神奈川県三浦郡葉山町一色 2208-1
JR 横須賀線「逗子」駅前［3番のりば］または
京浜急行「新逗子」駅前［南口 2番のりば］から
京浜急行バス「海岸回り［逗 11、12 系統］」で
「三ヶ丘・神奈川県立近代美術館前」下車
［所要時間約 18 分］

神奈川県立近代美術館 鎌倉
〒248-0005
神奈川県鎌倉市雪ノ下 2-1-53
鶴岡八幡宮境内
JR 横須賀線・江ノ島電鉄「鎌倉」駅下車
徒歩約 10 分

神奈川県立近代美術館 鎌倉別館
鎌倉館より北鎌倉方面へ徒歩約 5分

（鎌倉館、鎌倉別館には駐車場がございません。）

（C）Ueno Norihiro

見ることはつくりだすこと

Museum Box 宝箱

利用のためのアイディア

教室でも使える教材・ツール

先生に向けて



    
金沢文庫
　鎌倉時代後半に、執権北条氏の一族である
金沢北条氏が集めた蔵書が「金沢文庫」です。
当時から良い本があることで有名でした。
　現在はその名跡を継いで、中世歴史博物館
として鎌倉時代を中心にして、歴史・仏教・
美術・文学等の資料を展示する県立の博物館
となりました。
　年に６回展覧会を開催しています。
　小さな博物館ですが、隣には浄土庭園のあ
る称名寺があり、一体として見学することが
できます。

　学校からのご依頼に応じて、学芸員が各学年に合わせた説明や、展示室での解説を行います。
地下大会議室は 100 名収容できます。ただし、飲食はお断りしております。
　隣の史跡・称名寺を見学すると、鎌倉時代の寺院の雰囲気が味わえます。

　京浜急行線「金沢文庫」駅から歩いて 12 分、シーサイドライン「海の公園柴口」駅から徒歩
10 分です。バスが近くまで入れませんので、公共交通機関をご利用ください。
【近隣の施設】金沢区内には江戸時代の「金澤八景」ゆかりの野島公園や、海の公園・金沢動物園・
　　　　　　  八景島シーパラダイス水族館といった施設もあります。
基本情報
【開館時間】午前 9時～午後 4時 30 分
　　　　　  ( 入館は午後４時まで )
【休  館  日】月曜日 ( 祝祭日にあたるときは開館 )
　　　　 　 祝日の翌日 ( 土・日にあたるときは
　　　　 　 開館 )・年末年始 (12月29日～1月3日 )
【観  覧  料】小中学生無料（引率者無料）、
　　　　　  高校生 100 円（教育活動として入館　　
　　　  　　する場合無料）

お問い合わせ先
神奈川県立金沢文庫
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町 142 
電話 045-701-9069 
FAX 045-788-1060
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

金 沢 文 庫 っ て 何 だ ろ う ？

学校団体利用について

アクセス

児童・生徒向け事業
　小学生・中学生には難しい古文書・仏典な
どの展示が多いのですが、小学生向け「子ど
も夏休み金沢歴史教室」では初めて出逢う昔
のモノに驚いたり、中学生向けには文化財の
梱包材を作る職場体験などを行っています。
　高校生は、歴史教室の補助、展示替見学、
歴史資料を取り扱うなど、様々な体験が可能
です。( インターンシップ )　

神奈川県教育委員会 教育局生涯学習部生涯学習課
〒231-8509　横浜市中区日本大通33  電話（045）210－8337 

（23.2）
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