
No. 学校名 内容 学年・教科等

1 5月8日 (火) 宇都宮市立宝木小学校 貴族のくらし 小6・社会

2 5月17日 (木) 日光市立大沢小学校 貴族のくらし・武士と鎧 小6・社会

3 5月29日 (火) 大田原市立福原小学校 貴族のくらし・武士と鎧 小6・社会

4 6月12日 (火) 鹿沼市立みなみ小学校 貴族のくらし・武士と鎧 小6・社会

5 6月21日 (木) 栃木県立黒磯南高等学校 日本文化の紹介 米国留学生

6 7月26日 (木) 瑞穂野地区市民センター 勾玉づくり 親子

7 8月22日 (水) まこと幼稚園　After School 夢の学舎
地層観察、化石採取（那須塩原
市），化石クリーニング、同定、講義

小1～3

8 9月7日 (金) 宇都宮市立横川東小学校 昔をしらべる 小3・社会

9 9月14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3・理科

10 9月14日 (金) 那須町立那須高原小学校 地層観察・化石取り出し体験 小1～3・理科

11 9月14日 (金) 那須塩原市立波立小学校 地層観察・化石取り出し体験 小1～3・理科

12 9月20日 (木) 宇都宮市立宝木小学校 武士と鎧 小6・社会

13 9月26日 (水) 高根沢町立阿久津中学校 貴族のくらし・武士と鎧 中学・社会

14 9月29日 (土) 埼玉県立不動岡高等学校
地層観察、那須烏山ジオパーク
構想、化石採取

高1～3・理科

15 10月3日 (水) 宇都宮市立陽東小学校放課後子ども教室 紙すき体験 学童保育児童

16 10月5日 (金) 宇都宮市立陽東小学校放課後子ども教室 紙すき体験 学童保育児童

17 10月10日 (水) 宇都宮市立東小学校放課後子ども教室 紙すき体験 学童保育児童

18 10月13日 (土) 芳賀町生涯学習センター祖母井分館 昔をしらべる 小学生

19 10月19日 (金) 大田原市立薄葉小学校 地層観察、化石取り出し体験 小3・理科

20 10月19日 (金) 真岡市立山前小学校 地層観察、化石取り出し体験 小3・理科

21 10月19日 (金) 那須塩原市関谷地区小学校（横沢、大貫、関谷） 地層観察、化石取り出し体験 小6・理科

22 10月19日 (金) 那須塩原市立三島小学校 地層観察、化石取り出し体験 小3・理科

23 10月19日 (金) 大田原市立石上小学校 地層観察、化石取り出し体験 小1～3・理科

24 10月19日 (金) 大田原市立大田原小学校 地層観察、化石取り出し体験 小3・理科

25 10月20日 (土) 埼玉県立不動岡高等学校
地層観察、地層剥ぎ取り標本作
成、化石採取

高1～3・理科

26 10月24日 (水) 栃木県立烏山高等学校 那須烏山ジオパーク構想 高1～2・烏山学

27 10月25日 (木) 栃木県立烏山高等学校 那須烏山ジオパーク構想 高2・烏山学

実施日

出　　前　　授　　業
H30年度　出前授業・館内体験学習　実績



出　　前　　授　　業
28 10月26日 (金) 栃木県立烏山高等学校 那須烏山ジオパーク構想 高2・烏山学

29 10月30日 (火) 宇都宮市立瑞穂台小校外学習 地層観察、化石採取 小6・理科

30 10月31日 (水) 宇都宮市立上河内中央小学校 流れる水のはたらき 小5・理科

31 10月31日 (水) 宇都宮市立豊郷中央小学校放課後子ども教室 紙すき体験 学童保育児童

32 11月1日 (木) 宇都宮市立宝木小学校 流れる水のはたらき 小5・理科

33 11月5日 (月) 宇都宮市立瑞穂台小学校
地層、化石についての講義、化
石取り出し体験

小6・理科

34 11月7日 (水) 宇都宮市立御幸が原小学校放課後子ども教室 紙すき体験 学童保育児童

35 11月8日 (木) 宇都宮市立富士見小校外学習
化石についての講義、レプリカ
作成、化石取り出し体験

小6・理科

36 11月14日 (水) 宇都宮市立御幸が原小学校放課後子ども教室 紙すき体験 学童保育児童

37 11月16日 (金) 宇都宮市立岡本小校外学習 地層観察、化石採取 小6・理科

38 11月22日 (木) 宇都宮市立国本中央小学校
地層、化石についての講義、化
石取り出し体験

小6・理科

39 11月23日 (金) 栃木県立足利高等学校
講義、化石クリーニング、同定、
化石を探る

高1・理科

40 11月28日 (水) 下野市立石橋小学校 昔をしらべる 小3・社会

41 12月1日 (土) 宇都宮市立豊郷北小学校 勾玉づくり 小1～6・学校行事

42 12月4日 (火) 大田原市立親園小学校 昔をしらべる 小3・社会

43 12月6日 (木) 宇都宮市立陽東小学校 昔をしらべる 小3・社会

44 12月7日 (金) 宇都宮市立岡本小校外学習
地層・化石・進化についての講
義

小6・理科

45 12月11日 (火) 宇都宮市立平石中央小学校 昔をしらべる 小3・社会

46 12月11日 (火) 宇都宮市立宝木中学校 化石を探る 中1・理科

47 12月19日 (水) 下野市立薬師寺小学校 昔をしらべる 小3・社会

48 12月20日 (木) 下野市立祇園小学校 昔をしらべる 小3・社会

49 12月21日 (金) 宇都宮市立雀宮東小学校 昔をしらべる 小3・社会

50 1月17日 (木) 宇都宮市立簗瀬小学校 昔をしらべる 小3・社会

51 1月18日 (金) 栃木県立上三川高等学校
化石からみた生物の進化、化
石取り出し体験

高3・理科

52 1月22日 (火) 茂木町立逆川小学校 昔をしらべる 小3・社会

53 1月23日 (水) 宇都宮市立瑞穂台小学校 昔をしらべる 小3・社会

54 1月25日 (金) 佐野市立出流原小学校 いずてら学 小3～6

55 2月5日 (火) 栃木市立大宮南小学校 昔をしらべる 小3・社会

56 2月7日 (木) 佐野市立出流原小学校 いずてら学 小3～6



出　　前　　授　　業
57 2月7日 (木) 宇都宮市立姿川第一小学校 昔をしらべる 小3・社会

58 2月8日 (金) 宇都宮市立宝木小学校 平安貴族と百人一首 小4・社会

59 2月13日 (水) 鹿沼市立板荷中学校
地層、化石についての講義、化
石を探る

中1・理科

60 2月14日 (木) 宇都宮市立陽東小学校 地域に残る古いもの 小3・社会

61 2月15日 (金) 佐野市立出流原小学校 いずてら学 小3～6

62 2月19日 (火) 茂木町立茂木小学校 昔をしらべる 小3・社会

63 2月21日 (木) 宇都宮市立白沢小学校 昔をしらべる 小3・社会

64 2月22日 (金) 佐野市立出流原小学校 いずてら学 小3～6



No. 実施日 学校名 内容 学年

1 5月17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22日 (火) 日光市立下原小学校 貴族のくらし・武士と鎧 6年

3 5月24日 (木) 下野市スマイル教室 勾玉づくり・武士と鎧 中学生

4 5月30日 (水) シルバー大学校中央校 貴族のくらし その他

5 5月31日 (木) シルバー大学校中央校 貴族のくらし その他

6 6月14日 (木) 東京都葛飾区立綾南小学校 勾玉づくり 6年

7 7月8日 (日) 子どもワクワク教室あすなろ 武士と鎧 小学生

8 8月10日 (金) 日光市豊岡公民館 化石発掘体験 小学生

9 8月31日 (金) 日光市立小百小学校 貴族のくらし・武士と鎧 5・6年

10 9月14日 (金) 日光市立足尾小学校 貴族のくらし・武士と鎧 6年

11 9月21日 (金) 下野市立国分寺東小学校 昔をしらべる 5年

12 10月12日 (金) 茂木町立中川小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

13 10月16日 (火) 日光市立今市小学校 化石発掘体験 6年

14 10月23日 (火) 宇都宮市立陽南小学校 昔をしらべる 3年

15 10月26日 (金) 宇都宮市立国本西小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

16 10月26日 (金) 栃木市立都賀中学校 昔をしらべる 中1・2年

17 10月30日 (火) 上三川町立本郷北小学校 貴族のくらし 5年

18 11月1日 (木) 宇都宮市立城東小学校 昔をしらべる 6年

19 11月9日 (金) 日光市立湯西川小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 5・6年

20 11月13日 (火) 矢板市立乙畑小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

21 11月15日 (木)
鹿沼市立清洲第二小学校
鹿沼市立池ノ森小学校

来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

22 11月16日 (金) 宇都宮市立国本中央小学校 化石ひろい 5年

23 11月22日 (木) 佐野市立栃本小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

24 11月27日 (火) 栃木市立国府南小学校 来て！見て！学ぼう博物館！ 6年

25 11月27日 (火) 日光市立中宮祠小学校 貴族のくらし・武士と鎧 6年

26 11月30日 (金) 上三川町立明治小学校 火山灰と鉱物 6年

27 12月5日 (水) 下野市立古山小学校 昔をしらべる 3年

館　　内　　体　　験　　学　　習



館　　内　　体　　験　　学　　習

28 12月13日 (木) 日光市立日光小学校 火山灰と鉱物 6年

29 12月14日 (金) 宇都宮市立戸祭小学校 貴族のくらし・武士と鎧 6年

30 12月27日 (木) （株）ウエイク 化石発掘体験 小学生

31 1月10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1年

32 1月22日 (火) 宇都宮市立御幸小学校 昔をしらべる 3年

33 1月25日 (金) 矢板市立片岡小学校 化石発掘体験 6年

34 2月28日 (木) 益子町立益子小学校 化石ひろい 1～6年

35 3月12日 (火) シルバー大学校中央校 貴族のくらし その他


