
学校団体向け
体験学習プログラムのご案内

水族館だからこそお手伝いできること
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「新江ノ島水族館」「なぎさの体験学習館」は、江の島、富士山を望み、相模湾に触れることのできる環境を
生かして、「命の大切さ」「生物の多様性」「地球や地域の環境」「生活と文化」など、未来を担う子どもたちに
伝えたい様々な体験学習プログラムを開発し、実施しています。

子どもたちは、生きものや植物をはじめとする多様なテーマに対し、様々な角度からじっくり観察すること
を学び、五感を使って体感し、自ら行動し発見する楽しさを体験できます。

「新江ノ島水族館」は海洋生物の宝庫である「相
模湾と太平洋」と「生物」を基本テーマとする エデュ
テインメント型水族館です。コンセプトは“わくわく
ドキドキ冒険水族館”。来場するたびに海や生命に
ひそむ多くの不思議を「発見」し、「驚きや感動」を感じ
られるように、エデュテインメント性の高いコンテ
ンツと体験学習プログラムを開発・提供しています。
「なぎさの体験学習館」は、新江ノ島水族館に併

設し、湘南のなぎさとふれあい、なぎさの大切さを
「知る」「学ぶ」「考える」「行動する」ことを基本テー
マとする体験学習施設です。

新江ノ島水族館×なぎさの体験学習館

＊
新江ノ島水族館となぎさの体験学習館が提供す

る体験学習プログラムは、物事の表面にとらわれず、
展示や解説の先にある、ものの本質や裏側、それを
取りまく環境や自然に目を向け、驚き、発見し、そ
こから湧き上がる個々の「新たなる興味」「思考方法」

「多様な価値観」
を 発 掘 し て、 伸
ばすことを目指
します。

体験学習プログラム 実施の目的

◆発見する力
じっくりと観察することで、より深く見る力を養

い、自発的に発見する力を身につけます。
◆考える力

新たな興味を引き出すプログラムで、積極的に考
える力を身につけます。
◆想像する力

五感で感じる生物の命や環境・自然への関心を、
新たな発想へと結びつけ、想像する力を身につけ
ます。

体験学習プログラム 実施の効果
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一般向けプログラム
あらかじめ

日時が決まっています

団体向けプログラム
次項
以降

次項
以降

ご予約を承ります

団体学習型

一般参加型
あらかじめ

日時が決まっています

ご予約を承ります
次頁以降をご覧ください

入退場自由の期間中ほぼ毎日開催のプログラム

30～60分の作品作りがメインのプログラム

半日から1日かけてじっくり体験するプログラム

「自然」「命」「海遊び」など
1つのテーマを掘り下げる専門性の高いプログラム

“えのすい”まるわかりシリーズ
水族館の見学がより効果的になるように水族館の生きものと関連させたプログラム

海からの贈り物シリーズ
なぎさで集められる材料を使ったものづくりを中心としたプログラム

いつでもワークショップ

ちょっぴりワークショップ

じっくりワークショップ

スペシャルワークショップ

＊エデュテインメント （Edutainment）とは
　エデュケーション（Education：教育）とエンターテインメント（Entertainment：娯楽）を組み合わせた合成語で、
　近年、博物館や美術館などでは、楽しみながら学習する手法を表現する用語として認知されています。

“えのすい”まるわかりシリーズ７種類、 海からの贈
り物シリーズ６種類などの団体向けプログラムをは
じめ、随時、当館で実施している一般向けプログラ
ムを行っています。その他、年間を通して体験しな
がら学ぶプログラムなども用意しています。 

また、専属スタッフがプログ
ラムを企画、実施するため、団体
さまのご利用の状況に応じた
さまざまなリクエストにお応
えし、実施することが可能です。

（団体参加の場合は要予約）

各種体験学習プログラムのご案内
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“えのすい”まる  わかりシリーズ 写真はイメージです

実施場所	：なぎさの体験学習館 1F発見創造ラボ
実施時間 ：平日 9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間 ：約 30分（人数により変動あり）

※館内見学、ショー見学時間は含まれていません

対　　象 ：小学生以上
人　　数 ：20名～54名
費　　用 ：水族館入場料のみ

実施場所	：なぎさの体験学習館 1F発見創造ラボ
実施時間 ：平日 9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間 ：約 30分（人数により変動あり）

※館内見学、ショー見学時間は含まれていません

対　　象 ：小学生以上
人　　数 ：20名～54名
費　　用 ：水族館入場料のみ

クラゲにせまろう！
“えのすい”にはいろいろな種類のクラゲがいっぱ

い。クラゲってどのような一生を送るの？クラゲに
は目はあるの？何を食べるの？実物を目の前にしな
がら、クラゲにせまってみましょう！今まで知らな
かったクラゲのことが見えてくるかもしれません。

深海にせまろう！
“えのすい”といえば、“しんかい 2000” や “オオグ

ソクムシ ” など、深海にまつわる展示がもりだくさん。
深海の極限世界について、またそこに暮らす生きも
のについて、生きものを目の前にしながらせまって
みませんか？

※生物の状態により実施できない場合がございます。
　あらかじめご了承ください。
※まれに海水、クラゲなどに触れた時に皮膚がかぶれる
　方がいらっしゃいます。極端に皮膚の弱い方がご参加
　の場合は、予約時にご相談ください。

※生物の状態により実施できない場合がございます。
　あらかじめご了承ください。
※まれに海水などに触れた時に皮膚がかぶれる方がい　
　らっしゃいます。極端に皮膚の弱い方がご参加の場
　合は、予約時にご相談ください。

水槽よりも
生きものを近く
に感じるね

触って調べる
水辺の生きものには、変わった形やおちゃめな顔を

した生きものたちがたくさんいます。見た目は怖そう
な姿をしていても、実は、恥ずかしがりやだったりし
ます。五感を使って観察してみましょう。

実施場所	：なぎさの体験学習館 1F発見創造ラボ
実施時間 ：平日 9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間 ：約 30分（人数により変動あり）

※館内見学、ショー見学時間は含まれていません

対　　象 ：小学生以上 人　　数：20名～54名
費　　用 ：無料　※水族館入場料は別途
※生物の状態により実施できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※まれに海水、クラゲなどに触れた時に皮膚がかぶれる方がいらっしゃいます。
　極端に皮膚の弱い方がご参加の場合は、予約時にご相談ください。

ウミガメストーリー
ウミガメの生態や体のつくりなどを学びます。ウミ

ガメに餌をあげ、ウミガメを見つめることで海の生物
や陸上の生物、そして私たち人間の身近な自然環境に
ついて考えてみましょう。

実施場所	：なぎさの体験学習館１Fウミガメプール前
実施時間	：平日 9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間	：約30分 ※館内見学、ショー見学時間は含まれていません
対　　象	：すべての方 人　　数：20～40名

※小学生未満の方については、ウミガメに餌をあげる際に、必ず大人の
方の補助が必要となります

費　　用	：水族館入場料 ＋ プログラム運営費 60円
※ウミガメの体調や天候によっては実施できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

自ら発見し自然科学への学習興味を
より強くもつきっかけになります。

実施場所	：なぎさの体験学習館 2F
実施時間	：平日 9:00～12:00
所要時間	：約30分
対　　象	：小学生以上
人　　数 ：20名程度
費　　用	：無料　※水族館入場料は別途

実施場所	：なぎさの体験学習館 1F発見創造ラボ　　
新江ノ島水族館全域

実施時間	：平日 9:00～12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間	：約2時間 ※館内見学、ショー見学時間は含まれていません
対　　象	：小学校3年生以上 人　　数：20～30名
費　　用	：水族館入場料 ＋ プログラム運営費 550円

※天候や海の状況により予定していたプログラムが変更になる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

なぎさの
体験学習館 ガイドツアー 五感で感じるなぎさ

スタッフと一緒に海の生きものをとりまく環境な
どの展示をまわりながら、“ 江の島周辺の自然 ”、“ 山
から海へのつながり ”、 “ 目の前の砂浜の漂着物 ” など
を知ることで、自分たちに何ができるかを考えるきっ
かけにしましょう。

海の生きものたちは、身体のいろいろなところを
使って仲間や獲物、敵の存在を感じ取ります。私た
ちはどうでしょうか？見えているはずのものに気が
ついていますか？心で感じていますか？感じること
はすべての生命とのコンタクトのはじまりです。

水族館のすみずみを見て
自発性と行動を誘発し、
さまざまな興味や能力を発揮させます。実施場所	：新江ノ島水族館全域

所要時間	：説明 10分 +見学時間（標準 2時間）
対　　象	：難易度別にレベル分けしています
人　　数 ：何名でも可能
費　　用 ：水族館入場料のみ
持	ち	物：筆記用具　（“とてもやさしい”は必要ありません）
★問題の書かれた冊子をお渡しします。（事前配布はおこなっておりません。サンプルはご覧いただけます。）
★解説用の冊子もご用意しています。まとめの授業等にご活用ください。

よく見て発見 これな～んだ!?

  そうなんだ？
生きものって 
不思議だね

ヒントの写真を頼りに同じものを探していきます。
答えは水槽の中だけに隠れているとは限りません。水
族館をすみずみまで見ることで発見があります。水槽
の岩の裏側まで探す意気込みで参加してください。レ
ベル別に問題をご用意しております。“とてもやさしい”
“かんたん”“ふつう”“難しい”の中から選んでください。

“かんたん”

“とてもやさしい”
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湘南の海玉
楽しい海、美しい海をいつまでも大切に守りたい

から、海をそっと持って帰りましょう。小さな球に
砂や貝がらを閉じ込めると、いつでも好きな時に小
さな海を眺められます。＊事前にビーチコーミングをおこなうことを推奨しています。

実施時間	：平日9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間	：約 30分	※館内見学、ショー見学時間は含まれていません
対　　象	：小学生以上
人　　数：20～54名
費　　用	：材料費 220円 ※水族館入場料は別途

貝がらマグネット ストーンアート
目の前の海岸を歩いていると、思いがけず素敵な 

貝がらに出会うかもしれません。みなさんの発想で、 
浜辺に打ち上げられた貝がらへ新しい息吹を吹き込 
み、素敵なアートに変えてみませんか？＊事前にビーチコーミングを　　

　おこなうことを推奨しています。

波や砂にもまれて削られた石たちは、個性的なも
のが多く、じっと眺めていると何かに見えてきそうで
す。ビーチコーミングアートを楽しんでみましょう。
＊事前にビーチコーミングをおこなうことを推奨しています。

実施時間	：平日9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間	：約 30分	※館内見学、ショー見学時間は含まれていません
対　　象	：5歳以上
人　　数：20～54名
費　　用	：無料 ※水族館入場料は別途
持	ち	物 ：ビーチコーミングで集めた石（直径 5cm程度）
※ビーチコーミングの実施が難しい場合はご相談ください

実施時間	：平日9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間	：約 30分	※館内見学、ショー見学時間は含まれていません
対　　象	：5歳以上
人　　数：20～54名
費　　用	：無料 ※水族館入場料は別途
持	ち	物 ：ビーチコーミングで集めた二枚貝の貝がら（直径 5cm程度）
※ビーチコーミングの実施が難しい場合はご相談ください

触ってみてみてサンゴ染め
地球温暖化によって、自然環境が大きく変化して

きています。サンゴを通じて、海のこと、私たちの
こと、少し考えてみませんか？サンゴの骨格を使っ
て、ハンカチにサンゴ柄を染めていきます。

アクアプラント
瓶の中で小さな命を育ててみませんか？自分だ

けのオリジナル水草水槽を作ります。水を換え、お
日さまの光を当てて、毎日話しかけてみてください。
小さな水草の成長を見ることができます。

海からの贈り  物シリーズ 写真はイメージです

実施時間	：平日9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間	：約 40分	※館内見学、ショー見学時間は含まれていません
対　　象	：小学生以上
人　　数：20～54名
費　　用	：材料費 110円 ※水族館入場料は別途

実施時間	：平日9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間	：約 30分	※館内見学、ショー見学時間は含まれていません
対　　象	：小学生以上
人　　数：20～54名
費　　用	：材料費 330円 ※水族館入場料は別途

実施時間	：平日9:00～ 12:00 ※時間は変更になる場合があります
所要時間	：約 30分	※館内見学、ショー見学時間は含まれていません
対　　象	：小学生以上
人　　数：20～54名
費　　用	：材料費 220円 ※水族館入場料は別途

海辺のキャンドル作り
私たちのまわりの自然や環境は日々、少しずつ

変化しています。浜辺に流れ着く石や貝がらも毎
日違う表情を見せます。そんな浜辺の風景を小さ
な貝がらとともに、手作りのキャンドルに閉じ込
めてみませんか？キャンドルをともせば、ほのかな
香りがみんなで過ごした水族館の思い出を呼びおこ
してくれます。＊事前にビーチコーミングをおこなうことを推奨しています。

ビーチコーミングについて

海岸には貝がらや石をはじめいろいろなものが
流れ着きます。日によって漂着するものが異なる
のは自然ならではのこと。それらを集めることを
ビーチコーミングと呼びます。その日集めたもの
を作品に使えば自分だけのとっておきに変身。ま
さにビーチコーミングは宝探し！「何があるか
な？」「どのようにやってきたの？」と想像しなが
ら海へ出かけてみませんか。

＊新江ノ島水族館では生物に関する生態学（エコロジー）、そして環境
を考える活動（エコアクション）の 2 つの側面から独自に「えのすい
eco」に取り組み、定期的にビーチ
クリーン＆ビーチコーミングを開催
しています。

自然の恵みを感じ
発想豊かに表現してみませんか？

私たちの身近な環境についても
目を向けてみましょう。

植物たちの命や成長にふれ、私たちの
生きる世界について考えてみませんか？

楽しい海の想い出を閉じ込め
いつまでも大切に残してみませんか？

自分で見つけた貝がらで素敵なビーチ
コーミングアートを楽しみましょう。

江の島の海、出会った生きものなど…
さまざまな想いを形の残る思い出に。

宝 物＝
step.1

探 す
step.2

見つける
step.3

考える
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・・・ プログラム一覧 ・・・
各プログラムは、対象の学年に合わせてお話の難易度が変わります。お気軽にご相談ください。

プログラム名 5歳以上 小学生以上 人数 所要時間 参加費

“えのすい” 
まるわかり 
シリーズ

触って調べる ○ 20～54名 30分 無　料
ウミガメストーリー ◉ ○注１ ○ 20～40名 30分 60円
よく見て発見 これな～んだ！？  ◉ ○ ○ 何名でも可 館内見学時間 無　料
クラゲにせまろう！ ◉ ○ 20～54名 30分 無　料
深海にせまろう！ ◉ ○ 20～54名 30分 無　料
なぎさの体験学習館ガイドツアー ○ 20名程度 30分 無　料
五感で感じるなぎさ ◉ 小3以上 20～30名 2時間 550円

海からの 
贈り物 
シリーズ

海辺のキャンドル作り ◆ ○ 20～54名 30分 220円
貝がらマグネット ◆ ○ ○ 20～54名 30分 無　料
ストーンアート ◆ ○ ○ 20～54名 30分 無　料
湘南の海玉（うみだま） ◆ ○ 20～54名 30分 220円
アクアプラント ○ 20～54名 30分 330円
触ってみてみてサンゴ染め ○ 20～54名 40分 110円

＊◉印のプログラム…内容上、水族館見学が必須となります。
＊◆印のプログラム…内容上、事前にビーチコーミングをおこない素材を集めることを推奨しています。
＊注１…小学生未満の方については、ウミガメに餌をあげる際に、必ず大人の方の補佐が必要となります。
＊水族館に入場する場合は別途入場料がかかります。
＊プログラムの内容および参加費は変更する場合がございます。
＊所要時間は目安です。
＊消費税率の改定により、料金改定させていただく場合がございます。

（2022年4月1日以降）

実 施 日 ：「雨天時のみ」または「晴天時のみ」の予約では、お受けできないプログラムがございます。
スケジュールの都合上、実施日がご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

実施人数 ：プログラムごとに、対象年齢、実施可能人数を定めています。
人数の調整が必要な場合は、ご相談ください。

参 加 費 ：参加当日、なぎさの体験学習館で受け付けの際、お支払いください。

予約期限 ：ご予約は先着順となります。団体入場される日の１週間前までにお申し込みください。
注　　意 ：１団体１プログラムとなります。土日祝日はお受けできない場合がございます。

長時間、複数回にわたるプログラムもございます。事前に打ち合わせをしながら進めますので、お気軽にお問い合わせください。

年間プログラム
授業に組み込んでいただける体験学習プログラムを用意しています。年間を通して５回程度、体験学習をおこないます。
＊プログラム例：なぎさを知ろう！（小さな生きもの観察、ビーチコーミング等）

費　　用：水族館入場料のみ　（内容によって材料費が発生する場合があります。）

プログラム実施についての注意

プログラム予約について

もっと知りたい！もっと体験したい！団体のみなさまへ

感染症予防対策により、人数が変更となるプログラムもございます。詳細はお問い合わせください。
その他、対応可能なテーマもございます。お気軽にご相談ください。




