
「ふじさん自然教室」のご案内

山梨県富士山科学研究所 教育事業

山梨県富士山科学研究所 環境教育・交流部 教育・情報担当

開館時間 9：00～17：00（最終入館16：30）

TEL 0555-72-6203 FAX 0555-72-6183

URL https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/edu/edutop.htm

富士山の麓の研究所で、富士山の成り立ち、水、動植物などについて学習しませんか？
私たちと一緒に、ふじさん博士をめざしましょう！

対 象 ： 幼児から一般の各種団体
（保育所、幼稚園、学校、自治会など）

実 施 日 ： 毎日（年末年始・館内点検日をのぞく）

実施時間 ： 午前の部 9：30から
午後の部 13：15から
1メニュー45分（幼児は30分より）

定 員 ： 120名 ※滞在時間や選択するプログラムによって異なります。

受 講 料 ： 無料

申し込み ： 利用希望日の6ヶ月前（県内の団体は1年前）の月の1日から受け付けます。
まずは、電話または専用フォームでお問い合わせください。

ふじさん自然教室専用
問い合わせフォーム

電話受付時間外でも
問い合わせを送れます！

http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/edu/edutop.htm
https://forms.gle/Cb1nRD2tcBoaaDj99
http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/edu/edutop.htm


森での学習

タイトル 場所 定員 内容 ねらい

フィールド
ビンゴ
（グループ活動）

野外
（雨天時✕）

スタッフ1人
に対して
60名程度

グループで協力しながら、

自然の中にあるものを見
つけ出し、数多くビンゴを
完成させていく。

五感を働かせて自然を観察
しながら楽しさを感じ、自然
に興味を持つ。

①
④

カム
フラージュ
（ １人ずつ挑戦）

野外
（雨天時✕）

スタッフ1人
に対して
15名程度

自然のコースの中に置い
てある人工物を見つける。

見ようという意識を持って見
ることにより、自然界の適応
について気づく。

①
②

動物ヒント
ゲーム
（グループ活動）

室内
スタッフ1人
に対して
30名程度

動物ヒントカードをもとに、

剣丸尾の森にすむ動物の
名前を当てていく。

剣丸尾の森にすむ動物につ
いて知り、動物と森との関係
を理解し、動物の命を大切
にする心を持つ。

②
③
④

居眠り
おじさん
（グループ活動）

野外
または
室内

スタッフ1人
に対して
30名程度

気づかれずに獲物のぬい
ぐるみを捕りに行く。

動物が獲物をとらえる方法
や身の守り方をまねることに
より、動物の行動や食性に
興味を持つ。

②
③

ご提供プログラム一覧（所要時間1プログラム45分）

○ゲームのねらい ①五感を使い、自然に親しむ。

②森の動物の生き方を知る。

③自然の多様性や生態系を知る。

④グループで協力しながら活動する。

ネイチャーゲーム
森の中で楽しくゲームをしながら、動物の習性や自然の仕組みを学ぶ。

タイトル一覧（以下からお選びください）

スタッフの数に限りがありますので、必ず事前にご相談ください。

自然観察学習 ※スタッフ1人に対して最大15名

森の中を歩きながら、富士山の成り立ちや、この森で生きている動植物などについて学ぶ。

※雨天時には実施できません。事前に代替メニューをご検討ください。

人数によって、グループ分けをお願いする場合があります。

引率の方も一緒に指導の補助をお願いします。

敷地内にはウルシ・ハチなど、注意を要する野生生物が生息しております。手袋などは必要に応じて

各自でご用意ください。

http://2.bp.blogspot.com/-aUf0uI4Zsqw/U3v3Io9TvFI/AAAAAAAAgoY/dVk5zRcP0Cs/s800/tree_seichou02.png
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ＤＶＤ上映
環境情報センター所蔵の映像資料の中から、様々なテーマの映像を見て学ぶ。

室内での学習

映像で学ぶ富士山

富士山とその周辺の自然について、スタッフが研究員の監修のもと作成したパワーポイント
プログラムで学ぶ。

楽しく学べる内容となってとなっています。

タイトル 項目 内容

富士山の自然 初級 ・富士山の成り立ちと水
・森に棲む動物たち
・森の移り変わり

富士山の自然について、幅広い視点から
その特徴を知り、富士山への関心を持つ。

富士山の自然 中級

火山としての富士山 初級 ・富士山の形成、噴火の形態
・噴火が引き起こす災害
・噴火への備え

噴火のメカニズムや、富士山の過去の

噴火について学ぶ。火山としての富士山 中級

富士山の水 初級
・富士山の気象
・地下水、湧水の特徴

富士山周辺の地下水や湧水の特徴に

ついて学ぶ。富士山の水 中級

富士山の動植物 初級 ・富士山の動植物の垂直分布
・富士山に棲む動物
・生きものと人間の関わり

富士山の植物の特徴や森林限界、富士山
に棲む動物と人間の関わりについて学ぶ。富士山の動植物 中級

展示見学・調べ学習
サイエンスラボの常設展示を見たり、環境情報
センター所蔵の資料を使ったりして学ぶ。

工作「種の模型づくり」
世界で一番大きな翼をもつ、種の模型を作る。
また、いろいろな種を見て、その広がり方を学ぶ。

研究員講義について
基本的には、高校生以上が対象となります。詳細はQRコードからHPをご覧ください。

詳しくは、広報・交流担当 TEL 0555-72-6206

初級編 （小学校中学年以上対象）は、クイズに答えながら楽しく学べる内容となっています。
中級編 （中学生以上対象）は、より専門的な内容となっています。※

タイトル一覧（以下からお選びください）

※最大120名

※最大120名

※最大30名

※最大120名
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申し込みから受講までの流れ

電話 ： 0555-72-6203 （電話受付時間：9：00～17：00）

１ 問い合わせ

予約時の確認事項は、以下のとおりです。

・希望日 ・学年 ・人数 ・時間 ・希望プログラム ・下見日時

雨天や晴天時のみ受講したい場合…
仮予約として受け付けます。確定は、実施日の２ヶ月前の1日です。
通常利用する団体の予約と重ならないことを確認後、こちらからの電話連絡をもって
正式な予約となります。

持参した昼食を研究所内で食べることができます。
ウッドデッキやホールが利用できます。「ふじさん自然教室」受講申込時に予約して

ください。昼食のみの利用はできません。

３ 下見・打ち合わせ

約30分の下見・打ち合わせにて、各種プログラムの説明と学習場所のご案内をします。
その後、プログラムを決定し、申込書に記入してください。
※山梨県富士山科学研究所ウェブサイトトップページ→各種案内・申込書→「ふじさん自然教室」申込書

申し込み、下見、打ち合わせは、必ず利用する団体が行ってください。

旅行業者の代行は受け付けられません。

４ 申し込み確定

申込書は、実施の 前月15日まで に以下の方法で提出してください。

・下見時
・FAX（ 0555-72-6183 ）
・メール（ kyouiku@mfri.pref.yamanashi.jp ）

内容をこちらで確認した後、「確認済」の印を押して返送しますので、必ずご確認ください。

問い合わせ専用フォーム ： https://forms.gle/Cb1nRD2tcBoaaDj99

２ 予 約

ご利用希望日時の空き状況を確認してください。利用の可否をお知らせします。

実施希望日の６ヶ月前
（県内団体は１年前）から

予約できます。
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屋内施設の紹介

１階 ホール 約120席

※持参した昼食を食べることができます。（要予約）
なお、昼食のみでの予約はできません。
ふじさん自然教室プログラムの予約が必要ですので、
詳しくはお問い合わせください。

トイレ 男 子 個室2 ・ 小3

女 子 個室2

多目的 個室2

１階ホール

当日のタイムスケジュールの例

A：35名 検温
・

トイレ

映像で学ぶ富士山
トイレ
休憩

フィールドビンゴ トイレ
・
昼食B：35名 フィールドビンゴ 映像で学ぶ富士山

2クラス70名〔2プログラム選択した場合〕

9：15 9：30 10：15 10：45 11：30 12：10

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策による制限が
緩和された場合には、変更する場合があります。

A・B合同
70名

検温
・

トイレ
工作

トイレ
休憩

映像で学ぶ富士山
トイレ
・
昼食

晴天時

雨天時

・申込書提出後、プログラムや時間など、内容に変更がある場合

・やむをえず到着が早くなる場合や遅れる場合

・「晴または雨天時のみ利用」を申し込んだ場合、実施当日の朝、研究所の利用の有無

以下の場合は、必ず電話連絡をお願いします。

山梨県富士山科学研究所本館は、学習のための施設です。下記の他、他の人の迷惑になるような
行為は慎んでください。受講者の入所から退所までの行動については、引率者や責任者が指導、監
督に当たってくださいますようお願いします。

・酒気を帯びた人の入所はお断りいたします。
・ゴミは持ち帰って処分してください。
・忘れ物にご注意ください。

・敷地内は禁煙です。

受講上の注意事項
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近隣の施設紹介

①山梨県立富士山世界遺産センター
②河口湖フィールドセンター
③生物多様性センター
④富士山五合目
⑤パインズパーク

※順不同

⑥富士山レーダードーム館
⑦ふじさんミュージアム
⑧忍野八海
⑨山梨県立富士湧水の里水族館

プラン例

★山梨県富士山科学研究所
45分～

※自然科学を学ぶ
（火山・動物・植物など）

①富士山世界遺産センター
45分～

※世界遺産の富士山を学ぶ
（信仰・芸術）

移動時間バス20分

構内地図

バス駐車場

本館入口
（バス乗降可能）

屋内施設の紹介

ウッドデッキ 約120名

生態観察園 一周約300m

自然観察路 一周約400m

駐車場 第一駐車場 普通車 26台

第二駐車場 普通車 43台

バス駐車場 大 型 5台

バスの駐車について

・バスは、構内道路一番奥のバス駐車場（5台駐車
可能）をご利用ください。

・バスの乗降は、本館入口付近の路上で行い、
石畳にはバスを乗り入れないでください｡

・駐車中は必ずエンジンを停止してください。

ウッドデッキ
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