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来館・見学までの流れ0

展示見学のみ

　小・中学校や高校などの学校団体が、現地学習や社会見学、修学旅行などで当館を利用するためには、
「見学届」を事前にご提出いただく必要があります。�
�
　展示見学のみを希望される場合は、「見学届」の書式を当館ウェブサイトよりダウンロードし、ご記入・
ご送付ください。　→記入・提出方法については 4ページの「２　来館利用に必要な手続き」へ
※事前にお電話でご相談いただく必要はありません。また、校長先生からの依頼文なども必要ありません。�
�
　また、展示の見学以外にも、「じっくり観察する」「ホンモノにふれる」「道具を使う」などさまざまな体
験ができる「はっけん広場の利用」、当館の学芸員が 20分程度お話しをする「グループレクチャー」といっ
たオプションメニューをご用意しています。オプションメニューを希望される場合は、事前にお電話でお問
い合わせ・ご相談いただく必要があります。 

展示見学＋オプションメニュー

→「見学届」を記入・送付

→ �011-898-0500（学校団体予約・行事受付専用ダイヤル）
に電話でお問い合わせ

利用メニュー1
基本メニュー：展示の見学（総合展示室：約 1時間）

○総合展示室では、北海道の自然・歴史・文化を５つのテーマで紹介しています。�
　　第１テーマ　北海道 120万年物語�
　　第２テーマ　アイヌ文化の世界�
　　第３テーマ　北海道らしさの秘密�
　　第４テーマ　わたしたちの時代へ�
　　第５テーマ　生き物たちの北海道�
　　※それぞれのテーマのくわしい内容は当館ウェブサイトをごらんください。�
○滞在時間や目的に応じて、お好きなテーマからご見学いただけます。�
○各テーマの主な解説パネルは、小学４年生でも読んでもらえるように難易度を工夫しています。�
○�総合展示室内にいる解説員が学習のお手伝いをします。また、１階と２階には「情報デスク」があります
ので、何かわからないことがありましたら、気軽におたずねください。
○�特別展示室で企画展示（特別展、企画テーマ展、蔵出展など）を開催中の場合は、こちらもあわせてご見
学いただけます（特別展示室：約 30分）。
　※特別展の観覧は有料になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。�
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オプションメニューＡ：はっけん広場の利用（1クラス約 20分）

○�はっけん広場では、「じっくり観察する」「ホンモノにふれる」「道具を使う」など、さまざまな体験がで
きます。
○�団体利用向けのメニューとして「はっけんプログラム」（１クラス約 20分）をご用意しています。団体
でのご利用の場合は、必ず事前にご予約ください。

　※�はっけん広場には開館中、いつでも自由にお入りいただけますが、予約団体の利用中には、予約していない団体の
利用を制限させていただいておりますので、ご了承ください。

○団体でご利用の際、一度に入室できる人数は、１クラス分（30～ 40名程度）です。�

【はっけんプログラムのメニュー】�
　はっけんプログラムとして、次の５つの体験メニューをご用意しています。目的に応じて、お選びくださ
い。なお、同一の学校で複数のクラスがある場合、同じプログラムの提供とさせていただきます。
　①クマってこわい？　ヒグマについてもっと知ろう�
　　�北海道を代表するほ乳類、ヒグマ。どこにすんで、どんなくらしをしているのでしょうか？　いろいろな動物の毛

皮や骨などにさわったり、じっくり観察することで、その特徴を発見してみましょう。�
　　＊ヒグマの毛皮や骨にさわるなどの体験を通して、ヒグマのことを楽しく学べるプログラムです。
　②アンモナイトで発見！
　　�北海道の化石を代表するアンモナイトはどのような生き物だったのでしょうか？　ホンモノの化石をさわったり、

よく観察することで、たくさんの面白さや不思議さを発見してみましょう。
　　＊アンモナイト化石にさわるなどの体験を通して、アンモナイトのことを楽しく学べるプログラムです。
　③やってみよう！　アイヌ文化
　　�アイヌ民族の伝統的な衣服を着る、伝統楽器ムックリを鳴らす、アイヌ語のカルタで遊ぶなど、アイヌ民族の文化

のさまざまな要素について、実際に「やってみる」ことを通して、いろいろと発見してみましょう。

　＊�アイヌの伝統的な着物を着る、ムックリを鳴らすなどの体験を通して、アイヌ文化のことを楽しく学べるプログラ
ムです。

　④縄文文化のくらし
　　�縄文文化の人びとはどのようなくらしをしていたのでしょうか？　火おこしの道具や石斧などを使いながら、縄文

文化のくらしについて、いろいろと発見してみましょう。
　　＊火おこしや石斧などの体験を通して、縄文文化のくらしを楽しく学べるプログラムです。
　⑤くらべてみよう　—くらしの道具　いまむかし—
　　�現代のくらしで活躍する全自動洗濯機やＩＴ炊飯器…。昔も同じものが使われていたのでしょうか？　「洗う」「食

べる」「包む」をテーマに、昭和初期、昭和中期、現在の道具を比べて、違いや特色を発見してみましょう。
　　＊�たらいと洗濯桶で洗う、風呂敷で包むなどの体験を通して、昭和のくらしを楽しく学べるプログラムです。

【はっけんプログラムの予約時間】
＊�はっけんプログラムは、平日（火～金曜日）の次の時間から開始する形でご予約を受け付けます。ご希望
の開始時間をお選びください。土・日・祝休日は一般のお客さまと同様のご利用となります。
　※�その日の予約状況によっては、ご希望に沿えない場合があります。ご予約にあたっては、ご希望日の１

週間前までに、必ずお電話で予約状況をご確認ください。
　　(1)��9:30 ～　　(2)10:00 ～　　(3)10:30 ～　　(4)11:00 ～　　(5)11:30 ～　　(6)12:00 ～　　(7)12:30 ～
　　(8)13:00 ～　　(9)13:30 ～　�(10)14:00 ～　�(11)14:30 ～　�(12)15:00 ～　�(13)15:30 ～　�(14)16:00 ～
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オプションメニューＢ：グループレクチャー（1クラス約 20分）

○�総合展示の見どころや、北海道の自然・歴史・文化に関する話題について、当館の学芸員が、映像などを
使いながら、わかりやすくお話しします（約 20分）。
○�グループレクチャーは中地階（MBF）の講堂で行います。一度に入れる人数は、机・イス付で約 120名、
です。120名を超える場合は、数回に分けてレクチャーを行います。
　レクチャーを希望される場合は、ご希望日の１週間前までに、必ず事前にご予約ください。

【グループレクチャーのメニュー】
(1) 総合展示の見どころ紹介
　　�社会科見学や現地学習、修学旅行などで当館を利用される場合は、以下の①～⑥のメニューを選択され
ることをオススメします。

　①北海道博物館の見どころ
　　　�総合展示第 1～ 5テーマの内容をダイジェストでお話しします。総合展示を観覧する前に、どんな

展示なのかの概要を学ぶのに最適なメニューです。
　②第１テーマ「北海道 120 万年物語」
　　　�総合展示第 1テーマの内容をダイジェストでお話しします。120万年前から明治初期の北海道開拓

がはじまるころまでの北海道の歴史のながれを学ぶのに最適なメニューです。
　③第２テーマ「アイヌ文化の世界」
　　　�総合展示第 2テーマの内容をダイジェストでお話しします。アイヌ文化の概要や明治以後の近現代の

アイヌの歴史を学ぶのに最適なメニューです。
　④第３テーマ「北海道らしさの秘密」
　　　�総合展示第 3テーマの内容をダイジェストでお話しします。明治以後本州から渡ってきた移住者のく

らし、北海道の資源や産業など、本州とは異なる北海道の〈らしさ〉を学ぶのに最適なメニューです。
　⑤第４テーマ「わたしたちの時代へ」
　　　�総合展示第 4テーマの内容をダイジェストでお話しします。戦争の時代から高度経済成長、そして現

在・未来へとつづく 20世紀・近現代の北海道の歴史のながれを学ぶのに最適なメニューです。
　⑥第５テーマ「生き物たちの北海道」
　　　�総合展示第 5テーマの内容をダイジェストでお話しします。ヒグマやエゾシカ、サケのほか、北海道

の動物・植物・昆虫などの生き物、北海道の自然環境を学ぶのに最適なメニューです。
(2) 北海道の自然・歴史・文化に関する専門的な話題
　　�特定のテーマにもとづく授業を構成するなど、ある特定の専門的な話題でのお話しを希望される場合は、
以下のメニューを参考にお問い合わせください。

　　※�以下のメニューは、専門的な話題となるため、担当学芸員との日程・内容の調整が必要となります。そのためご
希望の日程・内容に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

　①北海道の生き物（昆虫・動物・植物ほか）
　②北海道から見つかる化石（マンモスゾウ・ナウマンゾウ・アンモナイトほか）
　③北海道の歴史（考古・中近世・近現代など、各時代別）
　④アイヌ民族の歴史
　⑤アイヌ文化（アイヌ語・口承文芸・芸能・伝統的な生活文化）
　⑥北海道の生活文化（衣食住・民俗芸能・寒冷地の生活ほか）
　⑦北海道の産業（農業・林業・漁業・鉱工業ほか )
　⑧北海道の地名
　＊�①～⑧のメニュー内容の詳細は、担当学芸員と直接相談の上、決めることとなります。まずは、受付係に希望され
る内容についてお電話でお問い合わせください。

3



【グループレクチャーの予約時間】
＊�グループレクチャーは、次の時間から開始する形でご予約を受け付けます。ご希望の開始時間をお選びく
ださい。
　※�その日の予約状況によっては、ご希望に沿えない場合もあります。ご予約にあたっては、必ずお電話で
予約状況をご確認ください。

　　(1)��9:30 ～　　(2)10:00 ～　　(3)10:30 ～　　(4)11:00 ～　　(5)11:30 ～　　(6)12:00 ～　　(7)12:30 ～
　　(8)13:00 ～　　(9)13:30 ～　�(10)14:00 ～　�(11)14:30 ～　�(12)15:00 ～　�(13)15:30 ～　�(14)16:00 ～
＊同一時間帯に複数のテーマをいくつかのグループに分けて実施することはできません。
＊ �20 名以上の団体については、一つの団体で 2コマまで予約することができます。総合展示第 1テーマと
第 2テーマの内容を 20分 +20分で実施するなど、異なるテーマを選択して、レクチャーを受けること
ができます。滞在時間や目的に応じてお選びください。

オプションメニューＣ：昼食場所としての講堂の利用（30分）

○�雨天時などの昼食場所として、講堂を利用することができます。ご希望の団体は必ず事前にご予約くださ
い。なお、講堂は、一度に入れる人数は、机・イス付きで約 120名です。
○�使用時間は、一団体につき 30分です。12:00 ～ 12:30、もしくは 12:30 ～ 13:00 のように、毎時 00
分から 30分間、もしくは毎時 30分から 30分間です。
○複数の団体に同時にご利用いただく場合もありますので、ご了承ください。
○�展示を見学する団体を優先させていただくため、昼食場所の確保のみの予約は受け付けておりません。た
だし、当日、講堂が空いている場合は使用することができます。

　※�中 2階（M2F）の休憩ラウンジでも昼食をとることができます（予約不要、当日先着順）。ただし、一般のお客さ
まも利用していますので、他のお客さまのご迷惑にならないようご配慮をお願いします。

○利用後は、次に利用される団体のために、机の上をふいたり、ゴミを持ち帰るなどの清掃をお願いします。

来館利用に必要な手続き2
学校団体でご来館される場合には、「見学届」をご提出ください。
FAXもしくは郵便で見学の 1週間前までにお送りください（校長先生からの依頼文などは必要ありません）。
　展示見学のみ　⇒お電話でご相談いただく必要はありません。直接「見学届」にご記入・ご送付ください。
　展示見学＋オプションメニュー　⇒�必ず事前にお電話（011-898-0500：学校団体受付専用ダイヤル）で

ご相談の上、確定したご予約の内容を「見学届」に記入し、ご送付く
ださい。

◎「見学届」送付先
　・FAXの場合：011-898-0590（学校団体受付専用 FAX）
　・郵送の場合：〒 004-0006　札幌市厚別区厚別町小野幌 53-2
　　　　　　　　　北海道博物館　道民サービスグループ　学校団体受付係
◎「北海道開拓の村」もご見学の場合
　・北海道開拓の村は、当館から徒歩 10～ 15分のところにあります。
　・当館とは運営が異なりますので、お手数ですが、別にお手続きください。駐車場も別です。
　　詳しくは、北海道開拓の村までお問い合わせください。
　　　電話：011-898-2692　　ウェブサイト：http://www.kaitaku.or.jp
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見学当日のながれ3
(1) 駐車場
　○貸切バスなどの駐車場は「百年記念塔前駐車場」です。
　○駐車場から当館まで歩いて 10分程度かかります。
　○駐車料金は無料です。
(2) バスの乗降
　○当館の入口横にバスを止めて、乗降していただくことができます。
　○降車後、バスは「百年記念塔前駐車場」に移動してください。
　○見学終了後、再び当館の入口横にバスを止めてご乗車ください。
　　　※�当館横の道路は、2015 年４月以降、バス路線になっています。路線バスの到着時刻には、停車・

乗降はできませんので、係員の指示に従って移動してください。
　　　　　＊ JRバス停留所「北海道博物館」へのバスの到着時刻は以下の通りです。
　　　　　　　��8:36　�　�9:13　　10:13　　10:32　　10:43　 ��11:13　　11:32　　11:43
　　　　　　��*12:02　　12:13　　12:32　���13:13　　13:32　　14:13　　14:32����*15:02
　　　　　　　15:32　　16:12　　16:42　　17:12　　17:42
　　　　　　　*の時刻は、平日のみ
　　　※�北海道開拓の村前にある「北海道開拓の村駐車場」から当館までは、徒歩で 10～ 15分程度の距

離がありますので、お間違えのないようにご注意ください。
(3) 到着したら、まず総合案内へ！
　○当館に到着したら、まず総合案内で受付をしてください。
　○その場で、学校名と実際の来館人数をお伝えください。リーフレットを希望される場合は、お渡しします。
(4) さあ入場です
　○受付が終わり、全員集まりましたら、順次、中へお入りください。
　○�まず「グループレクチャー」を予約されている場合は、講堂へ（都合によって会場が異なる場合もあり
ます）。

　○まず「はっけんプログラム」を予約されている場合は、はっけん広場へ。
　○それ以外の場合は、総合展示室へどうぞ。
　○入場に先立って、先生もしくは添乗員の方から見学マナーについてお伝えください。
　　　※見学にあたってのお願い
　　　　当館は、さまざまなお客さまが利用されています。
　　　　お互いに気持ちよく見学できるように、次の見学マナーをあらかじめご指導ください。
　　　　　・大きな声を出したり、走ったりしないで、静かに見学してください。
　　　　　・エレベーターやエスカレーター、階段では遊ばないでください。
　　　　　・展示物には、さわらないでください。
　　　　　　　＊�一部の展示物には、さわることができることを示すサインが付いています。そのような展

示物は、ご自由にさわることができます。ただ、乱暴に扱わないでください。
　　　　　・展示室の中では、飲んだり、食べたりしないでください。
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利用料金4
○小・中学校でのご利用については、引率の先生や添乗員（乗務員は除く）も含め、すべて無料です。
○高校でのご利用については、人数によって、総合展示室の入場料が必要になります。
　＊高校でのご利用の場合、生徒は、10名未満は有料、10名以上は無料です。
　＊高校でのご利用の場合、生徒 10名につき引率者１名が無料になります。

見学利用を計画するにあたって5
(1) 混雑する時期・時間帯
　○時期や時間帯によっては、学校団体の利用が集中して、混雑する場合があります。
　○ゆっくり見学したい場合には、お電話で他の学校の申込み状況をご確認ください。
　○学校団体の利用が集中する時期は、６月中旬から７月初旬、８月下旬から 10月中旬です。
　○学校団体の利用が集中する時間帯は、開館から午前中までです。
(2) こども用リーフレット
　○�小学校の団体へ配布するリーフレットは「こども用リーフレット」となります。このリーフレットは、
展示の各コーナーの内容を理解したら鉛筆でチェックを入れる方式となっており、簡単なワークシート
としてもお使いいただけます。また、こどもたちが本当に展示内容を理解したかを、後でテストしたり
するのにもお使いいただけます。「こども用リーフレット」は当館ウェブサイトからダウンロードでき
ますので、見学の前の事前学習としてこどもたちに配布することもできます。ぜひご利用ください。

(3) ガイドブック
　○�総合展示の内容をまとめたガイドブックは 2タイプ（B5版 64ページ・A4版 120ページ）あり、
　　館内の「Museum�Shop」で販売しています。詳しくは 011-898-0466（ハローダイヤル）にお問い
　　合わせください。
(4) 事前の下見
　○�見学をより充実したものにするため、事前に下見される先生もいらっしゃいます。また、見学コースや
学習テーマの設定、ワークシートや「学習のしおり」などの作成で、わからないことがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
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見学上の注意事項６
　博物館には、いろいろなお客さまがいらっしゃっております。他のお客さまのご迷惑にならないようお気
をつけいただき、ご観覧をお楽しみくださいますようお願いいたします。

①�展示物をご覧になっている他のお客さまの前を横切ることは極力お避けください。

②�スナップ写真は、撮影自由です。ただしフラッシュや三脚を用いての撮影は、他のお客さまのご迷惑と
　�なりますので禁止とさせていただいております。

③�展示物には、お手をおふれになりませんよう、お願いいたします。（展示の一部は、さわることができます。）

④�館内で走ったり、騒いだりしますと、他のお客さまのご迷惑になるばかりか、危険な事故にもつながり　
　�ますので、周知をお願いいたします。

⑤�集合時間、集合場所の周知をお願いします。（呼び出しの放送は、原則として行っておりません。）

⑥�展示室内の飲食（あめ、ガムを含む）は禁止されています。

⑦�資料保護のため、展示室内で使える文房具はえんぴつだけです。（マジック、ボールペン、シャープペン
　�は使えません。えんぴつをお持ちでない児童・生徒様には情報デスクで貸し出しいたします。）

⑧�第 5テーマ「生き物たちの北海道」にある「どんぐりコロコロ」は、子どもたちに大人気のアトラクショ
　�ンですが、学校団体の児童・生徒様が全員ご利用になられますと、他のお客さまがご利用できなくなり　�
　�ます。そのため、先生が見本を示す形で、ご利用くださいますようお願いいたします。

⑨�クイズにこたえてスタンプを集める「ちゃれんがラリー」は、こども同士や親子連れなど大人同伴のこ
　�ども（中学生以下）を対象としたイベントです。学校団体は対象外とさせていただいておりますので、
　�周知をお願いします。

お問い合わせ先：北海道博物館　道民サービスグループ
　　　電話：011-898-0500（学校団体受付・行事受付専用ダイヤル）
　　　FAX：011-898-0590（見学届送信専用）
　○お電話の際、「学校団体での利用」と一言お伝えください。
　○お電話は、開館日の�9:30 ～ 17:00�にお願いします。
　○開館時間：9:30 ～ 17:00（５～９月）　＊入館は 16:30 まで
　　　　　　　9:30 ～ 16:30（10～４月）＊入館は 16:00 まで
　○休館日：毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は直後の平日）、年末年始（12/29 ～ 1/3）
　　　　　　※館内清掃などのために、臨時に休館させていただく場合があります。


