
北海道博物館ってどんなところ？

博物館を学校教育で利用したいけど、どうすればよいの？

このガイドでは、遠足、社会科見学（現地学習）、修学旅行などで
学校団体が北海道博物館をご利用いただく際に必要な情報をまとめました。
ご不明な点がございましたら、お気軽に011-898-0500へお問い合わせください。
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北海道博物館は
北海道立の総合博物館です



はじめての北海道博物館1

北海道博物館とは

　北海道博物館（愛称：森のちゃれんが）は、北海道の自然・
歴史・文化を紹介する北海道立の総合博物館です。自然環境
と人とのかかわりや、アイヌ民族の文化、本州から渡って
きた移住者のくらしなどを調査・研究し、北海道民の貴重な
宝である資料を収集・保存し、展示や教育、イベント・事業
などを行っています。　

北海道博物館とはどんなところなのでしょう？
どんな利用が可能なのでしょう？

北海道博物館の利用案内

どこにあるの？
　札幌市の中心部から東へ約10kmにある自然豊かな野幌森
林公園のなかにあります。札幌市厚別区にあり、JR新札幌
駅（地下鉄新さっぽろ駅）からバスで約13分で到着します。
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開館時間
　9:30〜17:00 （ 5  – 9月）
　9:30〜16:30 （10 – 4月）
　※閉館時間の30分前までにお入りください

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月29日〜1月3日）
　臨時休館（12月14日・15日）

交通案内
●バス
　新札幌駅から　バスターミナル・のりば⑩（北レーン）
　　 ジェイ・アール北海道バス　新22「開拓の村」行きに

乗車し、「北海道博物館」で下車
　森林公園駅から　東口のりば
　　新札幌駅からの上記のバスが森林公園駅に寄ります
　　※北海道博物館まで徒歩20〜25分かかります
　大麻・江別方面から
　　 ジェイ・アール北海道バス・夕鉄バス新札幌方面行きに

乗車し、「厚別東小学校前」で下車（バス停から徒歩15分）
●タクシー
　　新札幌駅から約10分

料金（総合展示室）
　一般600 (500)円、大学生・高校生300 (200)円
　※（　）内は10名以上の団体料金
　※特別展は別料金がかかります。
　※ 障害のある方は無料。入館の際に障害者手帳などをご

提示ください。
　※ 中学生以下、65歳以上の方は無料。入館の際に年齢の

わかるもの（生徒手帳、健康保険証、運転免許証など）
をご提示ください。

URL ／ http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp
Twitter ／ https://twitter.com/Hokkaido_Museum
住所／〒004-0006　札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
電話／ 011-898-0466 （総合案内）

 　［お問い合わせ先・ご予約・ご連絡先］
 　北海道博物館    学芸部道民サービスグループ
 　電話／ 011-898-0500（学校団体受付、9:30〜17:00）
 　FAX ／ 011-898-0590（学校団体受付・見学届送信専用）



どんなことができるの？

① 総合展示室を見学して学ぶ
　 〈総合展示室〉を見学することで、北海道の歴史、アイヌ

文化、北海道らしさの秘密、北海道の生き物など、自然・
歴史・文化を、展示物を見ながら学習することができます。

　⇒4ページへ
② 自ら体験して学ぶ
　 〈はっけん広場〉で行う学習プログラム（はっけんプログ

ラム）を利用すると、「じっくり観察する」「ホンモノにふ
れる」「道具を使う」といった体験ができます。

　⇒6ページへ
③ 学芸員のレクチャーを聞いて学ぶ
　 北海道博物館には専門の研究スタッフ（学芸員）がいます。

講堂で学芸員の話（グループレクチャー）を聞いてから、
展示を見ると、展示をより深く理解することができます。

　⇒7ページへ

どんなふうに利用されているの？
　北海道博物館は、年間300校ほどの学校団体にご利用いた
だいています。札幌市や近隣市町村、道内各地のみならず、
本州からもお越しいただいており、それぞれの目的に合わ
せてご利用いただいています。

主な利用状況

小学校 中学校・高校

○社会科見学（中学年）
　 「む か し の 道 具 と く ら

し」、「アイヌ民族」の学
習で利用されています。

○宿泊・修学旅行（高学年）
　 「縄文文化」の学習を中

心に利用されています。

○宿泊・修学旅行
　 北海道の自然・歴史・文化

についての全体的な学習
で利用されています。

○その他
　 総 合 的 な 学 習 の 時 間、

キャリア教育などの一環
で利用されています。

野外博物館・北海道開拓の村のごあんない

施設紹介
　北海道開拓の村は、貴重な文化遺産を保存し、後世に伝えるとと
もに、開拓当時の人びとのくらしを体験的に理解してもらうことを
目的として、1983（昭和58）年に開村しました。市街地、漁村、農村、
山村の4つのエリアに52棟の歴史的建造物が軒を並べ、村全体が展
示場になっています。夏には、「馬車鉄道」が市街のメインストリー
トを走り、冬には「馬そり」が村内を回ります。季節の移り変わり
を知らせる村祭りや年中行事、農作業などの生活体験イベントを定
期的に行っています。開拓の村での学習活動の内容としては、学習
課題に合わせた概略説明を行う「オリエンテーション」、団体対応
可能な制作体験「伝統玩具・わら細工づくり」、唐箕や石臼、洗濯板
等を活用した「くらし体験」、昔の学校の教室で行う「昔の授業体験」
などが対応できますので、ご希望の方は開拓の村までお問い合わせ
ください。

博物館における学校団体受け入れの実態  —なぜ学校団体が博物館を利用するの？
　1989（平成元）年に改訂された学習指導要領で、小・中学校の社会科においてはじめて「博物館や郷土資料館等の活用
を図る」ことが盛り込まれて以来、学校教育において博物館を利用していただく機会が増えています。博物館側も学校
団体を積極的に受け入れており、先生方の指導案作成に役立つような学習プログラムを開発しています。2002（平成14）
年には、「総合的な学習の時間」（総合学習）が新たに導入され、地域の調べ学習などでグループ訪問をされる機会が増
えています。また、近年はキャリア教育の一環として、博物館での職場体験を希望される学校団体が増えています。
　全国の博物館のうち、約76%が「小中学校、高等学校の受け入れ」を行い、公立博物館のほぼすべてが学校団体の受
け入れを行っているのが現状です。

　北海道開拓の村は、明治から昭和初期にかけて建てられ
た北海道の歴史建造物を移築復元・再現した野外博物館で
す。北海道博物館と開拓の村は、ともに野幌森林公園の中
にあり、開拓の村は博物館から徒歩15分の場所にあります。
博物館で展示されている開拓時代の道具が、実際にどのよ
うに使われていたのかを見ることができるため、人びとの
くらしをより具体的に理解することができます。
　両施設をセットで見学すると、学習効果をより高めるこ
とができます。

［お問い合わせ先・ご予約・ご連絡先］
北海道開拓の村
〒004-0006 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1
電話／ 011-898-2692　　FAX ／ 011-898-2694
URL ／ http://www.kaitaku.or.jp

開拓の村の見学の申し込みは
北海道博物館の見学とは別に申し込みを行う必要があります
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総合展示室における学習活動2

　総合展示は、1階と2階の合わせて3,000㎡の面積で展
開されており、北海道の自然・歴史・文化を5つのテーマ
に分けて紹介しています。
　第１テーマから順番に観覧すると、だいたい60〜90

分かかります。じっくり丁寧にご覧いただくと、約180

分（約3時間）かかります。
　順路は決まっておらず、どのテーマからでも見学をは
じめられます。滞在時間や学習の目的によって、自由に
見学コースを設定することもできます。

【見学モデルコース】
① 北海道博物館ハイライト（60分）
　 第1テーマから第5テーマまで、順番に総合展示室1

階と2階を回ってください。北海道の自然・歴史・文化
を幅広く学ぶことができます。

② 北海道の歴史とアイヌ文化を学ぶコース（40分）
　 見学時間に余裕がない場合は、1階の第1テーマと第2

テーマをご見学ください。本州とは異なる北海道独自
の歴史や、アイヌ文化について学ぶことができます。

③ 北海道開拓と人びとのくらしを学ぶコース（30分）
　 2階の第3テーマと第4テーマをご見学ください。雪や

寒さをしのいだ冬のくらしや、農業・漁業・鉱工業など
の産業のあゆみ、開拓時代から戦中・戦後の人びとの
くらしについて学ぶことができます。

④ 北海道の自然を学ぶコース（20分）
　 2階の第5テーマをご見学ください。北海道の生き物

のつながりやヒトと自然の関係について学ぶことがで
きます。

総合展示室に入ると、北海道を中心とする北東アジアの衛
星写真が床一面に広がります。その上に、ナウマンゾウと
マンモスゾウの復元骨格が、北海道をはさんで向かい合う
ように展示されています。北海道の上に立ち、まわりを眺
めてみたり、正面のスクリーンで映像を見ると、北海道が
どんなところなのかを知ることができます。

プロローグ　北と南の出会い

1階と2階にある「情報デスク」には、スタッフが常駐して
います。何かわからないことがございましたら、気軽にお
たずねください。

情報デスク

北海道博物館のメインとなる展示は総合展示です
展示全体のコンセプトは「北東アジアのなかの北海道」と「人と自然のかかわり」です

4

※3,000㎡は600㎡の体育館5つ、64㎡の教室47室分に相当します。



およそ120万年前から、開拓が本格的にはじまった19世紀のおわ
りごろまでの北海道と、そこに生きた人びとのあゆみを紹介して
います。北海道の大地の成り立ちから、旧石器文化、縄文文化、
続縄文文化、擦文文化へと展開する人びとの文化、そして蝦夷地
から北海道へと移り変わるころのアイヌ民族と和人の歴史や、開
拓初期の歴史について学ぶことができます。

第1テーマ　北海道120万年物語

日本の先住民族であるアイヌは、北海道をはじめ、サハリン（樺太）、
千島列島などを生活の舞台として、さまざまな文化を育んできま
した。このテーマでは、アイヌ民族の現在や、昔のくらしの道具、
信仰、物語や歌など伝承されてきた文化、さらに近現代を生きる
アイヌのすがたを学ぶことができます。

第2テーマ　アイヌ文化の世界

北海道ならではの景色、海や大地の資源を活かし育ってきた数々
のモノづくり、多雪寒冷な気候に適応しようと模索した生活スタ
イルなど、いまの北海道には〈らしさ〉がたくさんあります。こ
のテーマでは、農業・漁業・鉱工業といった産業や産物、人びとの
くらしの歩みをたどることにより、北海道の魅力とアイデンティ
ティを再発見することができます。

第3テーマ　北海道らしさの秘密

戦後の復興期を経て経済発展が進むなかで、北海道の産業や人び
とのくらしは大きく変化しました。このテーマでは、20世紀のは
じまりから現代までの、私たちが生きている「いま」と直接結び
ついている約100年の北海道のあゆみを紹介しています。昭和の戦
争の時代や、戦後の高度経済成長期の人びとのくらしについて学
ぶことができます。

第4テーマ　わたしたちの時代へ

明治時代からわずか百数十年で、北海道の自然は急速に変えられ
ました。このテーマでは、ヒグマやエゾシカ、サケなど、生き物
の視点で北海道の自然を見つめ、生き物どうしのつながりを知り、
ヒトと自然の関係について考えることができます。動物型のソファ
や、どんぐりとほかの生き物のつながりを実感できる装置「どん
ぐりコロコロ」など、子どもが楽しめる展示物もたくさんあります。

第5テーマ　生き物たちの北海道

アイヌ民族の交易品が展示される「蝦夷地の産物コレクション」のコーナー

アイヌ民族の昔の家屋（復元）

洋式農具（プラウ）による馬耕の様子

高度経済成長の時代のさまざまな道具

生き物たちのつながり（サケが森と海をつなぐ）
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より深く学ぶための教育プログラム3

A　はっけんプログラム（所要時間20分）

博物館を学校の授業で活用していただくために、当館では2種類の教育プログラムを用意しています。
どちらも事前予約が必要となります。
見学予定の日時とプログラムを決め、1週間前までにお電話にてご予約ください。

小学校、中学校などの学校団体を対象に、北海道の自然・歴史・文化を
楽しく学んでもらうための体験型学習プログラムです。
会　　場 ：  はっけん広場（「じっくり観察する」「ホンモノにふれる」「道

具を使う」などの体験ができる部屋）
定　　員 ： 1回につき30〜40名程度（1クラス単位）
所要時間 ： 20分（＋展示場までの移動5分＋総合展示見学60分＝90分）
予約時間 ：  平日（火〜金曜日）の9：30 〜 16：00まで30分単位（開始時間

は毎時00分、30分）

はっけんプログラムのメニュー

要予約

ヒグマの毛皮や骨にさわったり、じっくり観
察したりする体験を通して、ヒグマの生態や
くらしを楽しく学ぶプログラムです。

① ヒグマ

ホンモノのアンモナイト化石にさわったり、
よく観察したりする体験を通して、アンモナ
イトを楽しく学ぶプログラムです。

② アンモナイト

アイヌ民族の伝統的な衣服を着る、ムックリ
を鳴らすなどの体験を通して、アイヌ文化を
楽しく学ぶプログラムです。

③ アイヌ文化

火おこしの道具や石斧などを使いながら、縄
文文化のくらしを楽しく学ぶプログラムで
す。

④ 縄文文化のくらし

天秤棒で水を運ぶ、たらいと洗濯板で洗う、
風呂敷で包むなどの体験を通して、昭和のく
らしを楽しく学ぶプログラムです。

⑤ 昭和のくらし

はっけん広場に置いてある「はっけんキット」
を自由に使って学ぶプログラムです。

⑥ はっけんキットを使ってみよう【対象：保育園、幼稚園のみ】
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B　グループレクチャー（所要時間25分）

総合展示の概要や、北海道の自然・歴史・文化などに関する各種のテー
マについて、当館の学芸員がスライド（パソコン＋プロジェクター）を
使いながら授業を行う学習プログラムです。
会　　場 ： 講堂
定　　員 ：  120名（机、イス付き）　通路にイスを出すことで、150名ま

で対応することも可能です。
所要時間 ： 25分（+展示場までの移動5分＋総合展示見学60分＝90分）
予約時間 ： 9：30 〜 16：00まで30分単位（開始時間は毎時00分、30分）

グループレクチャーのメニュー
メニュー 内　容

① 総合展示ダイジェスト 総合展示第1〜5テーマの内容をダイジェストでお話しする授業です。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 北海道の生き物 北海道の動物、植物、昆虫などの生き物の概要や、自然環境とヒトとの関わりなどについてお話しする
授業です。理科や生物の授業と組み合わせたり、総合展示第5テーマ「生き物たちの北海道」の内容を
より深く理解するのに最適なメニューです。

③ 北海道の化石 北海道から見つかる恐竜やアンモナイト、ナウマンゾウ、マンモスゾウ、貝の化石などについてお話し
する授業です。理科や地学の授業と組み合わせたり、総合展示第1テーマ「北海道120万年物語」の「1
人類の時代へ」の内容をより深く理解するのに最適なメニューです。

④ アイヌ文化の世界 アイヌ民族の現在、伝統文化、ことば、近現代の歩みなどアイヌ文化について体系的にお話しする授業
です。郷土学習の授業と組み合わせたり、総合展示第2テーマ「アイヌ文化の世界」の内容をより深く
理解するのに最適なメニューです。

⑤ 北海道の歴史 北海道の旧石器文化、縄文文化、続縄文文化、擦文文化・オホーツク文化から中世・近世の蝦夷地のころ、
そして明治の開拓使設置から大正、昭和の高度経済成長の時代まで、北海道の歴史のあゆみを概説する
授業です。社会や日本史の授業と組み合わせたり、総合展示第1テーマ「北海道120万年物語」や第4テー
マ「わたしたちの時代へ」の内容をより深く理解するのに最適なメニューです。

⑥ 北海道のくらし 明治以後本州から渡ってきた移住者のくらし、開拓期の人びとのくらしを彩る道具、厳しい寒さや雪に
そなえ冬を過ごしやすくするための知恵や工夫などについてお話しする授業です。小学校社会科の「昔
のくらし」に関する授業と組み合わせたり、総合展示第3テーマ「北海道らしさの秘密」や第4テーマ「わ
たしたちの時代へ」の内容をより深く理解するのに最適なメニューです。

⑦ 北海道の産業 農業、漁業、林業、鉱工業、交通・運輸業など明治以後の北海道の産業のあゆみについて体系的にお話し
する授業です。小学校社会科の授業や総合展示第3テーマ「北海道らしさの秘密」や第4テーマ「わたし
たちの時代へ」の内容をより深く理解するのに最適なメニューです。

⑧ 博物館・学芸員の仕事 博物館で働く学芸員の普段の仕事についてお話しする授業です。小学校の「総合的な学習の時間」、中学
校・高等学校のキャリア教育（職場体験）、大学の博物館学・博物館実習等での利用に最適なメニューです。
学芸員が事前に利用者側から送付された質問に答える形で対応したり、ディスカッション形式で対応す
ることも可能です。

⑨ 北海道博物館のあらまし 北海道博物館の沿革、使命、基本理念、事業の内容、組織体制などについてお話しする授業です。博物
館関係者や議員等の視察、各種研究会、大学の博物館学・博物館実習等での利用に最適なメニューです。

⑩ その他【要相談】 利用団体の要望に応じて、学芸員が専門的な内容のテーマでお話しする授業です。
※ 実施にあたっては担当学芸員との綿密な打ち合わせが必要です。まずは希望するテーマと日時をお知

らせください。

＊ 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。
＊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回まで予約することができます。
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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。
○定員：120名（机、イス付き）
○利用時間：１団体につき30分（9:30〜16:00まで30分単位（開始時間は00分・30分））
○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、一般のお客さまもご利用されていま

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へのご協力をお願いします。



見学の予約を行う4

見学の申し込みから事後学習までの流れ

北海道博物館を利用するためには、何をすればよいのでしょうか。
ここでは、見学の申し込み方法を説明し、見学当日までに何をすれば良いのかをご紹介します。
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学校団体が北海道博物館を利用するには、事前に「見学届」を提出していただく必要があります

①
校外計画

②
見学申込

③
下見

④
活動計画

⑤
教材作成

⑥
事前学習

⑦
見学

⑧
事後学習

 　まずは博物館での学習目的、実施日、来館時間、滞在時間、
博物館までの交通手段、事前学習と事後学習の展開方法等
を決めましょう。総合展示の見学のみを行うか、教育プロ
グラムもセットで申し込むかも決めてください。
　　　　　　　　＊滞在時間は90分以上をおすすめします
　　　　　　　　　教育プログラムも申し込む場合は120分以上

　【学校団体の見学が集中する時期・時間帯】
○ 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。
○ ゆっくり見学される場合には、お電話で他の学校の申し込み状況

をご確認されることをおすすめします。

① 校外学習計画を立てる

② 博物館へ見学を申し込む

展示見学 ＋ 教育プログラム（はっけんプログラム・グループレクチャー）の場合
展示見学 ＋ 昼食場所として講堂の利用の場合
展示見学 ＋ 教育プログラム（はっけんプログラム・グループレクチャー） ＋ 昼食場所としての講堂の利用の場合

お電話でご相談いただく必要はありません。
「見学届」に必要事項を記入し、学校団体受付係までお送りください。

必ず事前にお電話（011-898-0500：学校団体受付専用ダイヤル）でご相談ください。
「見学届」には、確定したご予約の内容を記入していただくことになります。

［お問い合わせ先・ご予約・ご連絡先］
〒004-0006 札幌市厚別区厚別町小野幌50-1
電話／ 011-898-2692　　FAX ／ 011-898-2694
URL ／ http://www.kaitaku.or.jp

開拓の村の見学の申し込みは
北海道博物館の見学とは別に申し込みを行う必要があります

どうするか決まっていない場合 先に下見をしてから
計画を立てることを
おすすめします

（→③下見へ）
内容がよくわからない場合

総合展示の利用料金
○ 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。

展示見学のみの場合

見学届の送付方法
○FAX、もしくは郵送で見学の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。
○送付先
　FAX　011-898-0590（学校団体受付専用FAX）
　郵送　〒004-0006 札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
　　　　　　　　　   北海道博物館　学校団体受付係



　博物館の展示をよく見たり、じっくり考えたり、想像を
ふくらませたりすることを児童・生徒へ促すためには、ワー
クシート（見学のしおり）などの教材を作成しておくことが
効果的です。
　教材を作成するためには、先生ご自身が総合展示の内容
をある程度把握し、理解しておく必要があります。実際に
展示場を下見していただくのが最も効果的ですが、そのほ
かにも下記のような方法で総合展示の内容を知ることがで
きます。教材作成等にお役立てください。

○当館ウェブサイト（ホームページ）
　 総合展示の内容が紹介されています。各コーナーごとの

解説ボードのPDFファイルがダウンロードできるように
なっています。展示物の写真などは、教育目的であれば
ご自由にお使いいただけます。

○ガイドブック
　 総合展示室の内容をまとめたガイドブックを用意してい

ます。2種類（B5版64ページ・左、A4版120ページ・右）あり、
館内の「Museum Shop」で販売しています。詳しくは011-

898-0466（総合案内）へお問い合わせください。
　※ 『ビジュアル北海道』は各学校へ1部無料でお渡しして

います。まだお持ちでない学校には、1部無料でお渡し
しておりますので、下見の時などに博物館スタッフへ
お申し付けください。
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③ 下見（事前打ち合わせ、見学相談）

 　北海道博物館では、学校団体の見学をより有意義なものとしていただくため、事前に下見をされることをおすすめしています。
学校の先生や、学校団体から委託を受けた旅行会社の担当の方は、総合展示室やはっけん広場等の館内施設（有料の特別展示室
をのぞく）を無料で自由に見学することができます。下見を希望される場合は、事前に011-898-0500（学校団体受付専用）までお
問い合わせください。
　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、ご不明な点などがございましたら、
気軽にお問い合わせください。下見当日も、総合展示室やはっけん広場には、解説スタッフがおりますので、お気軽にご質問
ください。
　博物館の教育担当スタッフ（学芸員）と、個別に打ち合わせを行ったり、学習相談に対応することもできます。【要予約】

④ 活動計画を作成する

　児童・生徒にとって校外学習が有意義なものとなるよう、活動計画を立てましょう。北海道博物館を利用した学習のねらいや
目的を明確にし、そのためにはどんな教材（ワークシート、見学のしおり）を作成する必要があるか、また事前学習、事後学習
をどのように展開するのかを考えましょう。
　当館の総合展示室は大変広く、限られた見学時間を有効にお使いいただくためにも、見学当日の活動計画を作成されること
をおすすめします。展示場で一斉見学を行うか、集合時間を決めて自由見学を行うか、それとも少人数のグループによる調べ
学習を展開するかなども決めておきましょう。
　近年、行程から学習内容まで、すべてを旅行会社にお任せているケースも見受けられます。北海道博物館の見学が、児童・生
徒にとって一生の思い出となるよう、職員一同、先生方への最大限のご協力をさせていただきたく思います。博物館の中でも
指導の主体はあくまでも先生です。活動計画の作成等でご不明な点などがございましたら、下見の際などにお気軽におたずね
ください。

⑤ 教材（ワークシート、見学のしおり）を作成する

こども用リーフレットについて
小学校の団体へは「こども用リーフレット」を配布しています。
このリーフレットは、展示の各コーナーの内容を学んだら鉛筆
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
容を理解できたかを、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。

北海道博物館ガイドブック ビジュアル北海道



北

バスルート
徒歩ルート
一般駐車場

乗降場所

札幌方面→

開拓の村
駐車場

約600m

開拓の村

駐車場

国道12号旭川方面←

博物館
北海道百年記念塔

貸切バスでご来館される場合のバスの乗降について
○ 当館の入口横にバスを止めて乗降できます。
○ 降車後、バスは「百年記念塔前駐車場（公園案内所

側駐車場）」へ移動してください。
○ 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。
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⑦ いざ見学！—見学当日のながれ

⑥ 事前学習を行う

　児童・生徒に対し、「北海道博物館とはどんなところなのか？」、「なにがあるのか？」「展示を見て何を学ぶのか？」、「どうやっ
て見学すればよいのか？」、「どういうところに注意しなければならないのか」などを、事前に説明し理解させておくと、当日
の博物館での学習効果が高まります。見学日の直前などに、北海道博物館についての事前学習を実施しましょう。
　あらかじめ、見学のマナー（→次ページ）などを周知しておくと、当日注意する手間が省け、見学時間を有効に使うことがで
きます。
　また、展示室の風景を紹介したプロモーション動画を用意しております。当館ウェブサイトからYoutubeへリンクが貼ってあ
ります。事前学習などにお役立てください。

北海道博物館へ到着したら、まず総合案内へ！

○ 当館に到着しましたら、担当の先生（または代理の方）は、まず
「総合案内（チケットカウンター）」で受付をお願いします。「総
合案内」は、正面の階段をのぼって左手にございます。

時 分
8  36
9  13
10  13　　32　　43
11  13　　32　　43
12 *02　　13　　32
13  13　　32　　
14  13　　32
15 *02　　32
16  12　　42
17  12　　42

貸切バス駐車場について

○貸切バスなどの駐車場は「百年記念塔前駐車場」となります。
○ 「百年記念塔前駐車場」から当館までは歩いて10分程度かかります。
○駐車料金は無料です。
○ 北海道開拓の村前にある「開拓の村駐車場」から当館までは、徒

歩で15分程度の距離があります。お間違えのないようにご注意く
ださい。

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児童・生徒へ見学マナーについてお伝えください。

グランド
ホール

記念塔側出入口（北口）

正面出入口
（南口）

記念ホール総合展示室

総合案内

事務室

はっけん広場
講堂（グループレクチャー）

総合案内

展示室入口

○ 総合案内の係の者へ、「学校名」と「実際の来館人数」を
お知らせください。その際、リーフレットを希望される
場合は、お渡しします。

○ 見学の際に、リュックサックなどの荷物のお預けを希望
される場合は、受付時に総合案内へお申し付けください。

路線バス（ジェイアールバス）の
「北海道博物館」停留所到着時刻
*の時刻は、平日のみ



見学を指導するにあたって
（学校の先生方への注意事項）

　博物館には、一般のお客さまも大勢いらっしゃっております。他
のお客さまに迷惑をかけることのないよう、児童・生徒へのご指導
の徹底をお願いします。その他、以下の点にご注意ください。
１　 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。

２　 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。）

３　 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・生徒には情報デスクで貸し出しい
たします。）

４　 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・生徒が全員利用されると、他のお客さまがご利用できな
くなるため、先生が見本を示す形で、お使いくださいますよう
お願いします。

５　 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。

11

⑧ 事後学習を行う

よりよい学校利用をめざして
　北海道博物館では、学校団体による利用を促進し、よりよい学習プログラムやサービスを提供していくため、学校の先生方
に以下の三点についてご協力をお願いしています。
① 先生方が作成された「見学のしおり（ワークシート）」を送ってください！
　 学校で制作された「見学のしおり」「手引き」等を収集しています。制作物がある場合は、１部をご来館時にお持ちいただくか、

郵送していただけると大変参考になります。ご協力をお願いいたします。
② 先生方の意見・要望をお寄せください！
　 次年度以降のサービス向上、新たなプログラム開発の参考のため、アンケートを実施しています。ご来館時にお渡しします

ので、FAXや郵送等でお送りいただけると大変参考になります。ご協力をお願いいたします。
③ 教育プログラム研修会への参加
　 夏休みと冬休みの期間中に、学校の先生方を対象とした「博物館教育プログラム研修会」を北海道開拓の村と合同で開催し

ています。両施設のガイダンスや授業活用事例、展示室での学習活動、見学のしおり（ワークシート）作成のポイント、体験
型メニュー（はっけんプログラム）の実演などを内容とする研修会です。たくさんの先生方のご参加をお待ちしております。

　※詳細はウェブサイトでお知らせします。

見学のマナー
（見学の前に児童・生徒に伝えてください）

北海道博物館には、さまざまなお客さんが来ています。
ほかのお客さんのご迷惑にならないように、これから
先生が言う5つの見学マナーを守ってください。
１　 大きな声を出したり、走ったりしないで、静かに

見学すること！
２　 エレベーターやエスカレーター、階段では遊ばな

いこと！
３　 展示物には、基本的にさわってはいけませんが、

「さわってみよう」のマークが付いているものに
は、さわることができます。ただし、乱暴にあつ
かってこわしたりしないこと！

４　 展示室の中では、飲んだり、食べたりできません。
アメやガムも禁止です。

５　 第5テーマの「どんぐりコロコロ」は、先生しか
使えないので、さわらないこと！

　校外学習終了後には、ぜひ事後学習を実施しましょう。オススメの展示物や感想、どんなことがわかったかなどをグループ
ごとに発表し合ったりすることで、学習の成果を子ども同士で共有することにより、さまざまな発見を促すことができます。

北海道博物館
道民サービスグループ
電話：011-898-0500（団体受付専用）
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。
http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp

○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月29日〜1月3日）、臨時休館（12月14日・
15日）

                  ※ そのほか臨時に休館させていただく場合がござい
ます。くわしくはウェブサイトでご確認ください。

〒004-0006　札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
TEL／011-898-0456（代表）
FAX／011-898-2657



北海道博物館見学届（学校団体等）
■学校等 提出日　　平成　　　　年　　　　月　　　　日

学校名
（団体名） 学年　　　　　　　年生

所在地　（〒　　　　ー　　　　　） 電話番号

FAX番号

■見学日時等

見学日　　 平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　　曜日
引率の先生

（代表者）

見学時間　

到着予定時刻 出発予定時刻 見学人数

　　　　時　　　　分 　　　　時　　　　分

引率の先生

　名　　　

児童・生徒

　名　　　

合計

　名　　　

クラス数

□雨天時のみ（あてはまる場合、✓してください）

■見学内容（あてはまるものに✓をつけ、必要事項を記入してください）

□総合展示室を見学する　　　　　　　　　　　　　　□特別展示室を見学する　※開催中のみ

以下のA 〜 Cは、事前予約が必要です。あらかじめ電話でご相談の上、決定した内容をお書きください。

□ A　はっけんプログラム
クラス数 時　　　分　　〜　　　時　　　分

メニュー

□ B　グループレクチャー
回数 回 時　　　分　　〜　　　時　　　分

メニュー

□ C　昼食場所としての講堂の利用　（□雨天時のみの利用） 時　　　分　　〜　　　時　　　分

その他

■旅行会社等
会社名 所在地

ご担当者名 電話番号

■連絡先
〒004-0006 札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
　　　　　北海道博物館　学校団体受付係
電話／011-898-0500（学校団体受付・行事申込専用）

FAX　011-898-0590
（学校団体受付専用）


