自然・科学

スリーエム仙台市科学館
見て

ふれて

ためして

科学を体験しよう

施設概要

見学体験概要

市の北東部、台原森林公園内に位置してい
ます。特色の一つが“透析空間”であり、建
築構造や設備等館全体を展示物として位置づ
けています。また、館内をコンピュータでネ
ットワーク化し、知りたい展示物の説明や設
置場所、科学情報を写真やイラストとともに
表示し、利用者の便宜を図っています。さら
に恵まれた自然環境を生かし、周辺の自然と
一体となった展示構成をとっています。

１．展示見学
常設展は自然史系、理工系、生活系の３つのテーマで
構成されています。
「見て ふれて ためす」ことができ
る参加体験型の展示が多く、科学の原理法則、科学と生
活との関わりなどについて楽しく学ぶことができます。
２．モジュール学習
科学を学習の場として、10～30 分程度の短時間で完結
する指導案を基に、引率した先生方が実施する観察・実
験型学習プログラムです。事前に科学館職員が先生方に
説明やアドバイスを行います。
３．わくわく探検隊（探検シートの活用）
シートにあるクイズを解きながら館内を見学する学習
プログラムです。シートは分野や難易度の違いによって
５種類あり、事前の打ち合わせで種類と活用の仕方を決
定します。
【インフォメーション】

見学体験可能時間
見学体験所要時間
予約
案内人・指導員
受入可能人員
交通案内

9：00～16：45 まで（ただし、入館は 16：00 まで）
見学：約 60 分
体験：メニューによります
不要／団体の場合は要予約
職員・ボランティアが対応
見学：制限なし
体験：要相談
1.地下鉄利用
仙台市営地下鉄南北線「旭ケ丘駅」東 1 番出口から徒歩約 5 分

2.東北自動車道利用
東北自動車道「仙台宮城 I.C」を降り、仙台北環状線経由約 30 分
または東北自動車道「泉 I.C」を降り、国道 4 号・県道仙台泉線経由約 30 分

大型バス駐車
休業日

可
月曜日（休日を除く）、
休日の翌日（土・日曜日、10 月の第 2 月曜日の翌日、休日を除く）、
毎月第 4 木曜日（12 月、休日を除く）、12 月 28 日から 1 月 4 日

入館料

利用区分

一般

高校生

中学生・小学生

（特別展観覧料は
別に定めます）

個人

540 円（※1）

320 円

210 円

団体（※2）

430 円

260 円

170 円

(※1) 令和元年 10 月から 550 円。
(※2) 団体（30 人以上）利用の場合には、30 人に 1 人の割合で無料になります。

【お問い合わせ先】
スリーエム仙台市科学館
〒981-0903
宮城県仙台市青葉区台原森林公園 4 番 1 号
電話 022-276-2201
FAX

022-276-2204

http://www.kagakukan.sendai-c.ed.jp
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自然・科学

仙台市天文台
宇宙のスケールを体感できる天文総合博物館
施設概要

見学体験概要

仙台市天文台は、市民・有志による寄付をきっかけに、
1955 年 2 月 1 日“市民天文台”として開台し、2015 年
に開台 60 周年を迎えました。2008 年には現在地（仙
台市青葉区錦ケ丘）に移転し、リニューアルオープン。
「宇宙を身近に」を施設のミッションに、多彩なプラネ
タリウム番組の投映や、天体観望会などを行っていま
す。
市民のみなさまと星空とのコラボレーションイベン
トなども多数開催し、
様々な角度から宇宙を身近にする
取り組みを行っています。

平日午前中は見学団体に合わせた学習プログ
ラム（プラネタリウム学習投映・展示室・望遠
鏡見学など）を実施。
（要予約）
幼稚園・保育所向け、小学校 4 年生・6 年生向
け、特別支援学校向けなど。
その他、自主研修、職場体験なども実施してい
るので、お電話にてお問合せください。
平日午後と土日祝日は一般向けプログラムで、
どなたでもご参加いただけます。

【インフォメーション】
見学体験可能時間
見学体験所要時間
予約
案内人・指導員
受入可能人員
交通案内

9：00-17：00（土曜日は 21：30 まで※展示室は 17：00 まで）
展示室：50 分程度 プラネタリウム：一回 45 分間
要（電話予約のみ）※個人利用の場合は不要
なし（質問等は随時お声がけください）
観覧内容によって異なるため、お電話にてお問合せください。
【車】仙台駅前から約 30 分、または東北自動車道仙台宮城 IC から国道 48 号線経由で約 10 分
（無料駐車場あり／125 台）
【バス】〇愛子観光バス

「錦ケ丘」行き

仙台駅西口「52 番」停留所→錦ケ丘七丁目北・天文台入口下車→徒歩５分
〇タケヤ交通 「秋保・川崎

仙台西部ライナー」

仙台駅西口「63 番」停留所→仙台市天文台→徒歩すぐ
※仙台市天文台は、開館日のみの停車につき休館日は通過となります。
【電車＋バス】JR 仙山線 愛子駅下車、「錦ケ丘」行きバス乗り換え
愛子駅前停留所→錦ケ丘七丁目北・天文台入口下車→徒歩 5 分
※仙台市天文台そばには横断歩道がないので、バス停そばの横断歩道を渡ってからお越しください。

大型バス駐車
休業日
観覧料

可（台数に制限あり／要予約）
水曜日・第３火曜日（祝休日の場合はその直後の平日）※学校長期休業中は開館
年末年始（12/29-1/3）
展示室：大人 610 円、高校生 350 円、小中学生 250 円
プラネタリウム：大人 610 円、高校生 350 円、小中学生 250 円
セット券（プラネタリウム１回＋展示室）：大人 1000 円、高校生 610 円、小中学生 400 円
※30 名以上団体割引あり。

【お問い合わせ先】
仙台市天文台
〒989-3123
宮城県仙台市青葉区錦ケ丘 9 丁目 29-32
電話 022-391-1300
FAX 022-391-1301
E-mail ウェブサイトのお問合せフォームを
ご利用ください。
http://www.sendai-astro.jp/
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自然・科学

仙台うみの杜水族館
いのちきらめく、うみの杜
施設概要

見学体験概要

世界の 3 大漁場と言われている南三陸の海を表現した
大水槽や、世界各国の様々な海を表現した展示を行い、
海の壮大さと豊かさをご覧いただけます。
東北最大級の
スタジアムでは、イルカ・アシカ・バードによる迫力の
あるパフォーマンスをお楽しみいただけます。また、イ
ルカやオタリアなどの海獣類や磯場に存在する小さな
生きものとふれあう事ができるゾーンも充実していま
す。見るだけでなく、触れて、感じて、考えることがで
き素晴らしい体験を子どもたちに提供いたします。

事前に予約をしていただいた場合、専用窓口に
てスムーズな入館手続きが可能です。
人数等に制限はなく、学校の班別研修なども積
極的に受入することが可能となっております。
また、学校団体のみを対象としたバックヤード
ツアーも実施しており、水族館の裏側を飼育員
が解説するなど、団体利用におけるメリットを
存分に感じていただけます。

【インフォメーション】
見学体験可能時間
見学体験所要時間
予約
案内人・指導員
受入可能人員
交通案内
大型バス駐車
休業日
料金

9：00～18：30 ※季節によって変動あり
90～120 分
必要（学校団体特別料金適用の場合）
なし
規定なし
JR 仙石線 中野栄駅より徒歩 15 分
※無料シャトルバスの運行あり
約 80 台
年中無休
教職員：1,600 円（1,700 円）
高校生：1,200 円
中学生：1,100 円
小学生： 800 円
園 児： 400 円
※いずれも学校行事特別料金を適用した場合
（）内は 2019 年 10 月以降の料金です。

【お問い合わせ先】
仙台うみの杜水族館 営業担当
〒983-0013
宮城県仙台市宮城野区中野 4-6
電話 022-355-2228
FAX 022-355-2220
E-mail eigyou@uminomori.jp

http://www.uminomori.jp/umino/
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自然・科学

東北大学植物園
400 年の歴史をもつ自然の森を体感しよう！
施設概要
昭和 33 年に東北大学が研究と教育のために設立
した自然植物園で、仙台城址背後の御裏林、通称青葉
山と呼ばれている丘陵地に位置します。この森は、慶
長 5 年(1600 年)に伊達政宗が仙台城を築いて以来、
今日までほとんど人手が加えられることか無かった
ため、仙台地方の丘陵地の自然林であるモミの美林
が残されており、大都市近郊としては稀に見る自然
豊かな植物園となっています。また、このモミ林を始
めとして、園内の動植物には学術上貴重なものがた
くさん存在することから、昭和 47 年に植物園として
はわが国で初めて天然記念物に指定されました。

【インフォメーション】

見学実施時間
見学所要時間
受入人数
予約
案内人・指導員
交通案内
大型バス駐車
休業日
入場料

9:00～17:00（入園は 16:00 まで）
園内一周約 1 時間 30 分
制限なし
不要（団体の時は事前にご連絡をお願いします。
）
園内の案内等は行っていません。
仙台市地下鉄東西線「国際センター駅」西 1 出入口または「川内駅」南 2 出
入口から徒歩約 12 分
可（事前にご連絡をお願いします。
）
毎週月曜日（月曜日が休日のときは開園。その翌日が休園日です）
開園期間：春分の日～11 月 30 日
個人：大人 230 円、小人（小・中学生）110 円、
団体（30 名以上）
：大人 170 円、小人 90 円

【お問い合わせ先】
東北大学植物園
〒980-0862
仙台市青葉区川内 12-2
電話 022-795-6760
FAX 022-795-6766
https://web.tohoku.ac.jp/garden/
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自然・科学

東北大学理学部自然史標本館（総合学術博物館）
地球と生命の進化をたどる
施設概要
理学部自然史標本館には、地球の変遷を記録して
いる岩石や鉱物、生命進化の証拠となる化石、地球
環境の指標となる現生生物といった 60 万点を超え
る標本が、東北大学創立時から 100 年以上続く地球
科学の研究教育活動に伴って蓄えられています。展
示室では、そのうち 1000 点余りを常設展示してい
ます。
地球がどのような物質でできていてどう変化した
か、生命がどのように進化してきたかを、実物標本
を通じて知ることができます。
加えて、考古学や金属学、化学などの大学の他の
様々な学問分野の貴重な資料も紹介しています。

ステゴサウルス全身骨格レプリカ

【インフォメーション】
見学時間
見学所要時間
案内人・指導員
交通案内

大型バス駐車
休業日

入場料

10:00～16:00
約 40 分
なし
仙台市地下鉄東西線「青葉山駅」で下車（仙台駅より乗車時間 9 分）
、
「青葉山駅」北 1 出口より徒歩 3 分。仙台市観光シティループバス「る
ーぷる仙台」利用の際は「理学部自然史標本館前」で下車、徒歩 1 分。
無料駐車場あり。
2 台まで可
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は祝日明けの日）
，お盆時期の数日*，
年末・年始*，電気設備点検日（例年 8 月最終日曜日）*
*日にちが確定次第ホームページで告知
大人（個人）150 円（団体）120 円，小・中学生（個人）80 円（団体）
60 円．幼児・乳児は無料．団体は 20 名以上．

【お問い合わせ先】
東北大学理学部自然史標本館
（総合学術博物館）
〒980-8578
仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3
電話 022-795-6767
FAX 022-795-6767
http://www.museum.tohoku.ac.jp/
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自然・科学

カメイ美術館
蝶の不思議をワークシートで学習しよう
施設概要

体験概要

仙台市に本社のある総合商社カメイ株式会社の創業
90 周年を記念して設立された、
（公財）カメイ社会教
育振興財団の事業の一環として、平成 6 年 9 月に開
館。世界の蝶の標本約 14,000 頭、甲虫を常設展示し
ています。その他、東北で生まれ育まれてきた各地の
伝統こけしや、日本の近・現代の具象画を中心とした
絵画の企画展も開催しています。また、こけし絵付け
体験や、蝶の不思議をワークシートで学習する企画も
あります。

蝶の展示室では、日本、東南アジア、南
北アメリカ、アフリカなどの約 4,000 種
14,000 頭の蝶やカブトムシやクワガタ類の
標本を展示しています。また、蝶の翅の鱗
粉を観察できるコーナーもあります。
① 日本に生息する蝶にはどのような種類が
あるのだろうか。
② 蝶にはどのような習性があるのだろう
か。
③ 日本以外の国に生息する蝶にはどのよう
な種類がありどのような特徴があるのだ
ろうか。

【インフォメーション】
見学体験実施時間
見学体験所要時間
予約
案内人・指導員
受入人員
交通案内
大型バス駐車
休業日
料金

10:00～16:30
30 分
案内人付の場合は事前に要予約
案内人付
10 名
JＲ仙台駅・西口から徒歩 10 分
地下鉄五橋駅・北 4 出口から徒歩 3 分
なし
毎週月曜日（祝日は開館）
、年末年始（12/28～1/4）
無料

【お問い合わせ先】
公益財団法人カメイ社会教育振興財団
カメイ美術館
〒980-0022
仙台市青葉区五橋 1-1-23
カメイ五橋ビル 7 階
電話 022-264-6543
FAX 022-264-6544
http://www.kameimuseum.or.jp

カメイ美術館
（五橋公園前）
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自然・科学

台原森林公園
グリーンアドベンチャーを体験しよう
施設概要

見学体験概要

この公園は、仙台市が明治百年記念事業として
整備し、昭和 48 年に開園しました。60.47ha の
公園面積の大部分は国有林（仙台自然休養林）で、
スギ・ヒノキ・アカマツ等が四季折々の佇まいを
みせ、野鳥や昆虫にも出会えます。園内には、各
種遊具のアスレチック広場、ジョギングコース、
睡蓮の咲く大池、ホタルの里、彫刻等があります。

グリーンアドベンチャーを体験しよう
～グリーンアドベンチャーとは…～
1. いつでもどこでも自然を発見すること。
2. 自然を友として生きる知恵を培うこと。
3. 身近な植物を観察し、愛すること。
4. 植物と対面し、その名前と特徴を知ること。
5. 生活文化と植物の関わりを知ること。
①公園内には、どのような植物があるのだろうか。
②公園内には、植物のほかにどのような施設があ
るのだろうか。
③公園をきれいに維持するにはどのようなことに
気をつけたらいいだろうか。

【インフォメーション】
見学体験実施時間

随時

見学体験所要時間

60 分～90 分

予約

案内人・指導員
交通案内
大型バス駐車
駐車場
休業日
使用料

事前に、学校名、代表者、利用月日、
利用時間、人数をご連絡下さい。
なし
地下鉄旭ケ丘駅徒歩 1 分
台原駅 徒歩 2 分
可（事前にお申し込み下さい）
台原口 24 台、黒松口 19 台 計 43 台
年末年始（12/29～1/3）

＊『グリーンアドベンチャー』についての
お問合せは下記まで
（公社）青少年交友協会
〒 171-0014 東 京 都 豊 島 区 池 袋
3-30-22-2Ｆ
（TEL: 03-5391-1901）

無料

【見学体験お申込み・お問い合わせ先】
台原森林公園管理事務所
〒981-0903
仙台市青葉区台原森林公園
TEL 022-275-7185
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自然・科学

仙台市八木山動物公園
動物園で学習プログラムに参加しよう
施設概要

体験概要

仙台市八木山動物公園は、仙台市内に位

学習プログラムとは、動物園で働く飼育員や獣医師から話を聞

置する東北最大級の動物園です。2015 年

いたり、体験したりするプログラムです。「体」
「環境」
「命」
「仕

に地下鉄東西線が開通し仙台駅から動物

事」の 4 つのテーマにそって、動物を観察しながら学べるプログ

園までのアクセスが非常に便利になりま

ラムや、環境について考えるプログラム、キャリア教育要素を含

した。また、2017 年には学習の中心とし

んだプログラムなどを用意しています。例えば「飼育員のしごと」

て新しく「ふれあい館」を設立し、教育活

「アフリカゾウについて知ろう」「ホッキョクグマがくまった」

動に力を入れています。動物園は、こども

など、全部で１８個のプログラムがありますので、ぜひ小中学生

たちが「自分から」
「楽しく」
「もっともっ

の校外学習や修学旅行などでご利用ください。詳しくは当園ホー

と」学ぶ施設です。

ムページをご覧ください。

【インフォメーション】
見学可能時間
体験所要時間
予約
指導員
受入可能人員
交通案内
大型バス駐車
休園日
料金

3 月 1 日から 10 月 31 日まで 午前 9 時～午後 4 時 45 分(ただし入園は午後 4 時まで)
11 月 1 日から 2 月末日まで 午前 9 時～午後 4 時 00 分(ただし入園は午後 3 時まで）
各プログラム約３０分
要（電話にて申し込み）
飼育員または獣医師
申し込み時に相談
•JR 東北本線・東北新幹線・仙山線・仙石線 →仙台駅下車
•仙台市営地下鉄東西線 →仙台駅乗車～八木山動物公園駅下車
可
•毎週月曜日（ただし月曜日が祝日や振替休日にあたる場合は、その翌日が休園日）
•12 月 28 日から 1 月 4 日(ただし 1 月 2 日と 1 月 3 日はお正月臨時開園をしています。)
学習プログラムは無料。別途入園料がかかります。

【お問い合わせ先】
仙台市八木山動物公園
〒982-0801
宮城県仙台市太白区八木山本町 1-43
電話 022-229-0122 FAX 022-229-3159
E-mail ken010320@city.sendai.jp(学習プログラム関係)
ken010310@city.sendai.jp(施設利用)
https://www.city.sendai.jp/zoo/index.html
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