
No. 学校名 内容 学年・教科等

1 5月18日 (木) 日光市立大沢小学校 貴族のくらし・武士と鎧 小6・社

2 5月19日 (金) 鹿沼市立みなみ小学校 貴族のくらし・武士と鎧 小6・社

3 5月26日 (金) 東京・暁星小学校 地層観察・化石取り出し体験 小6・理

4 5月27日 (土) 宇都宮海星女子学院中学校
化石についての講義・
化石取り出し体験

中1～3・理

5 6月13日 (火) 宇都宮市立明保小学校 貴族のくらし 小6・社

6 6月13日 (火) 大田原市立親園小学校 縄文時代のくらし 小6・社

7 6月24日 (土) 栃木県立足利高等学校 地層観察・化石採取・ほか 高1・理

8 6月25日 (日) 栃木県立足利高等学校 化石クリーニング・化石を探る・ほか 高1・理

9 8月9日 (水) 瑞穂野地区市民センター
化石についての講義・
化石取り出し体験

親子

10 8月29日 (火) 栃木県立大田原女子高等学校 貴族のくらし 高2・国

11 9月1日 (金) 宇都宮市立姿川第一小学校 貴族のくらし・武士と鎧 小6・社

12 9月2日 (土) 埼玉県立不動岡高等学校 地層観察・化石採取 高1～3・理

13 9月5日 (火) 宇都宮市立明保小学校 武士と鎧 小6・社

14 9月6日 (水) 宇都宮市立宝木中学校 化石を探る 中1・理

15 9月7日 (木) 宇都宮市立宝木小学校 武士と鎧 小6・社

16 9月8日 (金) 大田原市立西原小学校 地層観察・化石取り出し体験 小6・理

17 9月29日 (金) 宇都宮市立清原南小学校 地層観察・化石採取 小6・理

18 10月4日 (水) 宇都宮市立清原南小学校
化石についての講義・
化石取り出し体験・他

小6・理

19 10月19日 (木) 宇都宮市立河内中学校 化石からみた生物の進化 中2・理

20 10月20日 (金) 宇都宮市立河内中学校 化石からみた生物の進化 中2・理

21 10月25日 (水) 栃木県立烏山高等学校
烏山学「那須烏山ジオパーク構
想」

高1・理

22 10月26日 (木) 栃木県立烏山高等学校
烏山学「那須烏山ジオパーク構
想」

高1・理

23 11月6日 (月) 日光市立今市第三小学校
化石についての講義・
化石取り出し体験・他

小6・理

24 11月10日 (金) 宇都宮市立上河内中央小学校 流れる水のはたらき 小5・理

25 11月13日 (月) 宇都宮市立国本中央小学校
化石についての講義・
化石取り出し体験・他

小6・理

26 11月17日 (金) 宇都宮市立宝木小学校
化石についての講義・
化石取り出し体験・他

小6・理

実施日
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27 11月19日 (日) 埼玉県立不動岡高等学校 那須烏山ジオパーク構想 高1～3・理

28 11月20日 (月) 宇都宮市立清原南小学校 流れる水のはたらき 小5・理

29 11月20日 (月) 下野市立祇園小学校 昔を調べる 小3・社

30 11月22日 (水) 介護支援センター元気あっぷクラブ貴族のくらし・武士と鎧・ほか その他

31 11月24日 (金) 宇都宮市立瑞穂台小学校 地層観察・化石採取 小6・理

32 11月28日 (火) 益子町立益子小学校 昔を調べる 小3・社

33 12月1日 (金) 宇都宮市立瑞穂台小学校
化石についての講義・
化石取り出し体験・他

小6・理

34 12月2日 (土) 宇都宮市立豊郷北小学校 勾玉づくり 小学生

35 12月3日 (日) 宇都宮市立西が岡小学校
化石についての講義・
化石取り出し体験・他

小3・理

36 12月5日 (火) 下野市立石橋小学校 戦争中の人々の暮らし 小6・社

37 12月8日 (金) 下野市立石橋小学校 昔を調べる 小3・社

38 12月12日 (火) 宇都宮市立雀宮東小学校 昔を調べる 小3・社

39 12月12日 (火) 栃木県立上三川高等学校 wonderful life　生命38億年の旅 高3・理

40 12月13日 (水) 宇都宮市立昭和小学校 昔を調べる 小3・社

41 12月15日 (金) さくら市立氏家小学校 昔を調べる 小3・社

42 12月19日 (火) 下野市立薬師寺小学校 昔を調べる 小3・社

43 1月17日 (水) 宇都宮市立城山中央小学校 昔を調べる 小3・社

44 1月24日 (水) 宇都宮市立陽東小学校 昔を調べる 小3・社

45 1月26日 (金) 宇都宮市立姿川第一小学校 昔を調べる 小3・社

46 1月30日 (火) 茂木町立逆川小学校 昔を調べる 小3・社

47 1月31日 (水) 日光市立下原小学校 昔を調べる 小3・社

48 2月1日 (木) 栃木市立大宮南小学校 昔を調べる 小3・社

49 2月1日 (木) 鹿沼市立板荷中学校
化石についての講義・
化石を探る

中１・理

50 2月7日 (水) 宇都宮市立簗瀬学校小 昔を調べる 小3・社

51 2月8日 (木) 茂木町立茂木小学校 昔を調べる 小3・社

52 2月15日 (木) 宇都宮市立陽東小学校 昔のまつりを調べる 小3・社



No. 実施日 学校名 内容 学年

1 5月18日 (木)
栃木県立栃木特別支援学校
ひばり分教室

昔をしらべる
小学部
中学部

2 5月23日 (火) 宇都宮市立白沢小学校 貴族のくらし・武士のくらし 6年

3 6月2日 (金) シルバー大学校 貴族のくらし その他

4 6月6日 (火) 真岡市立大内西小学校 勾玉づくり 6年

5 6月8日 (木) 日光市立栗山小学校 勾玉づくり 6年

6 6月13日 (火) 宇都宮市立田原西小学校 勾玉づくり 6年

7 7月6日 (木)
日光市大沢地区特別支援学
級交流会

化石発掘体験
小学生
中学生

8 7月12日 (水) 宇都宮市まちかどの学校 貴族のくらし・武士のくらし
小学生
中学生

9 8月3日 (木) 柊児童クラブ 昔をしらべる 小学生

10 9月15日 (金) 日光市立足尾小学校 貴族のくらし・武士のくらし 6年

11 10月20日 (金) 栃木県立岡本特別支援学校 化石ひろい体験 中学部

12 10月21日 (土)
宇都宮市西生涯学習セン
ター

落ち葉ステンドグラスづくり 親子

13 10月27日 (金) 鹿沼市立上南摩小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

14 10月31日 (火) 宇都宮市立陽南小学校 昔をしらべる 3年

15 11月17日 (金) 塩谷町立大宮小学校 貴族のくらし・武士のくらし 6年

16 11月17日 (金) 真岡市立東沼小学校 貴族のくらし・武士のくらし 6年

17 11月10日 (金)
鹿沼市立清洲第二小学校
栃木市立真名子小学校

来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

18 11月14日 (火) 真岡市立山前南小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

19 11月29日 (水) 栃木県立盲学校
おじいさんやおばあさんの子ど
ものころの暮らし・道具体験

中学部

20 11月30日 (木)
大田原市立須賀川小学校
矢板市立乙畑小学校

来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

21 12月1日 (金)
宇都宮市立国本西小学校
日光市立清滝小学校

来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

22 12月7日 (木) 茂木町立中川小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

23 12月13日 (水) 宇都宮市立晃陽中学校 勾玉づくり 中1～3年

24 12月14日 (木) 上三川町立上三川小学校 昔をしらべる 5年

25 1月10日 (水)
栃木県立特別支援学校宇都
宮青葉高等学園

昔をしらべる 高等部2年

26 1月11日 (木)
栃木県立特別支援学校宇都
宮青葉高等学園

昔をしらべる 高等部1年

27 1月23日 (火) 宇都宮市立御幸小学校 昔をしらべる 3年

28 3月27日 (火) まこと幼稚園学びの学舎 昔をしらべる 小学生
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