
海洋教育情報プラットフォーム（キーワード：環境）

タイトル 住所 担当 キーワード 主な内容 URL

旭川市科学館サイパル
北海道旭川市宮前1条3丁
目3番32号

旭川市教育委員会 海と地球、環境
幅広い科学に関する展示、工作室、大陸移動や温暖化等地球
がテーマの展示など

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/science/i
ndex.html

えりも町郷土資料館「ほろいず
み」・水産の館

北海道幌泉郡えりも町字
新浜207

えりも町教育委員会
海と地球、海の生
物、海洋文化、環
境、水産

昆布の標本やコンブ漁をはじめとする漁業の展示など地域の
自然・歴史・文化・産業を総合的に展示・紹介

http://www.town.erimo.lg.jp/horoizumi/

帯広市児童会館 北海道帯広市緑ヶ丘2番地 帯広市 海と地球、環境 科学に関する展示、地球温暖化等の映像など
https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kyoiku/kyo
iku/jidoukaikan/index.html

オホーツク流氷館
北海道網走市天都山244番
地の3

株式会社網走観光振興
公社

海と地球、海の生
物、環境

実物の流氷100ｔとクリオネやフウセンウオ等展示。オホー
ツク海の壮大な営みを５面シアターで上映。流氷の誕生や恵
み等解説

http://www.ryuhyokan.com/

登別マリンパーク二クス
北海道登別市登別東町1丁
目22

株式会社北海道マリン
パーク

海の生物、環境
海洋生物を中心に展示。イルカ・アシカ・魚類のレクチャー
も実施

https://www.nixe.co.jp/

函館市国際水産・海洋総合研究セ
ンター

北海道函館市弁天町20番5
号

一般財団法人函館国際
水産・海洋都市推進機
構

海と地球、海の生
物、海洋文化、環
境、水産、船

学術試験研究機関や民間企業が入居可能な研究室を備えてい
る。水産・海洋分野の研究開発や産学官連携及び交流を促進
するための施設

https://center.marine-hakodate.jp/

北海道海鳥センター
北海道苫前郡羽幌町北6条
1丁目

環境省・羽幌町 海の生物、環境
日本で唯一の海鳥専門施設。天売島の海鳥繁殖地を再現した
ジオラマや、海鳥と海洋環境に関する様々な展示

http://www.seabird-center.jp/

蘭越町貝の館
北海道磯谷郡蘭越町港町
1401番地

蘭越町役場観光課
海と地球、海の生
物、環境

海洋で も多様性が高い貝類を入口とした海洋温暖化・酸性
化・ゴミ問題に関する展示

http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/kainoyakat
a/index.html

稚内市青少年科学館
北海道稚内市ノシャップ2
丁目2-16

稚内市教育委員会 環境
科学、環境に関する展示、南極・特に初期の南極観測に関す
る実物展示など

https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kagakukan
/

青森県営浅虫水族館
青森県青森市浅虫字馬場
山1-25

青森水族館管理株式会
社

海と地球、海の生
物、環境、水産

トンネル水槽におけるホタテ養殖の展示をはじめ、青森県に
関係のある生き物を約250種12,000点、飼育・展示

http://asamushi-aqua.com/

エネルギー館　あしたをおもう森
青森県青森市安方一丁目1
番40号

東日本興業株式会社 海と地球、環境
地球環境やエネルギー資源に関する展示、海洋環境を示す
テーブルなど

https://www.ashitawo-omou-mori.jp/index.html

海洋研究開発機構（JAMSTEC）
青森県むつ市大字関根字
北関根690番地

国立研究開発法人海洋
研究開発機構

海と地球、海の生
物、環境

試料分析棟、観測機材整備場など研究施設及び海洋地球研究
船「みらい」の見学（停泊中のみ）、その他体験学習

http://www.jamstec.go.jp/j/

むつ市海と森ふれあい体験館
青森県むつ市川内町川内
477

NPO法人シェルフォレ
スト川内

海の生物、環境
海や森での自然学校と講座、むつ湾のイルカや貝類の調査研
究とその展示や観察会

http://mutsu-taikenkan.jp/outline/outline.html

浄土ヶ浜ビジターセンター
岩手県宮古市日立浜町32-
69

浄土ヶ浜ビジターセン
ター運営協議会

環境 三陸海岸の展示、景観の映像 http://jodogahama-vc.jp/

あきた白神体験センター
秋田県山本郡八峰町八森
字御所の台53-1

八峰町 海の生物、環境 シーカヤック、自然観察、磯釣りなど体験活動の実施 http://www.town.happou.akita.jp/taiken/
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男鹿水族館GAO 秋田県男鹿市戸賀塩浜 男鹿水族館ＧＡＯ
海の生物、環境、
水産

水族館では珍しいホッキョクグマや、秋田県の県魚「ハタハ
タ」を始めとする約400種10,000点の生き物を展示

http://www.gao-aqua.jp/

白瀬南極探検隊記念館
秋田県にかほ市黒川字岩
潟15-3

にかほ市 海と地球、環境
日本の南極探検隊の歴史と現在を学べる、南極観測船模型、
南極の氷などの展示

http://shirase-kinenkan.jp/

鶴岡市立加茂水族館
山形県鶴岡市今泉字大久
保657-1

一般財団法人鶴岡市開
発公社

海の生物、環境、
水産

海洋生物の展示、クラゲ学習会の開催・学習用教材の提供、
海洋ゴミ問題や漁業・養殖についてのパネル展示

https://kamo-kurage.jp/

アクアマリンふくしま
福島県いわき市小名浜字
辰巳町50

公益財団法人ふくしま
海洋科学館

海と地球、海の生
物、海洋文化、環
境、水産、船

潮目の海をテーマに約800種の生き物を展示。釣り体験など
楽しく学べる体験型水族館

https://www.aquamarine.or.jp/

アクアワールド茨城県大洗水族館
茨城県東茨城郡大洗町磯
浜町8252-3

公益財団法人いばらき
文化振興財団

海の生物、環境
海洋生物の展示、磯観察会やバックヤード見学などの体験プ
ログラムの実施

http://www.aquaworld-oarai.com/

群馬県立自然史博物館
群馬県富岡市上黒岩1674-
1

群馬県
海と地球、海の生
物、環境

地球の歴史と生命進化、地球環境の展示。館内授業、出前授
業、職場体験、移動博物館等の実施

http://www.gmnh.pref.gunma.jp/

千葉県立中央博物館分館　海の博
物館

千葉県勝浦市吉尾123 千葉県 海の生物、環境 房総半島の海の自然環境の紹介、海での観察会の実施 http://www2.chiba-muse.or.jp/UMIHAKU/index.html

ふなばし三番瀬環境学習館 千葉県船橋市潮見町40番

ふなばし三番瀬海浜公
園・ふなばし三番瀬環
境学習館管理運営グ
ループ

海と地球、海の生
物、海洋文化、環
境、水産

三番瀬干潟の環境や生きものについて能動的・体験的に学ぶ
展示。毎週末、野外観察や調理のワークショップを開催

https://www.sambanze.jp/

谷津干潟自然観察センター 千葉県習志野市秋津5-1-1
谷津干潟ワイズユー
ス・パートナーズ

海の生物、環境
谷津干潟の自然や歴史の案内、野鳥や干潟の生きもの、公園
にいる生きものの観察プログラムの実施

https://www.seibu-la.co.jp/yatsuhigata/

一般社団法人日本船長協会
東京都千代田区麹町4丁目
5番地

一般社団法人日本船長
協会

環境、船、港

全国の小・中・高等学校及び地域コミュニティを対象とし
て、船長またはＯＢ船長が自らの体験を踏まえて、海と船に
関わる様々なテーマを講演。文部科学省の教育プログラム
「土曜学習応援団」にも参画/登録

https://captain.or.jp/

海事図書館 東京都千代田区麹町4-5 公益財団法人日本海事
センター

環境、船、港 海事関係の専門図書館 http://www.jpmac.or.jp/library/

葛西臨海水族園
東京都江戸川区臨海町6-
2-3

公益財団法人東京動物
園協会

海と地球、海の生
物、環境、水産

世界各地の海洋生物の展示、東京の海に関する展示、移動水
族館の実施、トビハゼ等の保全と調査など

https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/

気象科学館 東京都港区虎ノ門3-6-9 気象庁 海と地球、環境
気象、地震・津波、火山、地球環境等についての防災知識を
習得できる普及啓発施設。津波シミュレーター等を展示

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/kagakuka
n.html

国立科学博物館
東京都台東区上野公園 7-
20

独立行政法人国立科学
博物館

海と地球、海の生
物、環境

自然史・科学技術史に関する総合科学博物館。良質で豊富な
実物標本を展示し、海洋生物の多様性を紹介。

https://www.kahaku.go.jp/

サンシャイン水族館 東京都豊島区東池袋3-1
株式会社サンシャイン
エンタプライズ

海と地球、海の生
物、環境

550種23,000点を展示する水族館。サンゴの再生にも取り組
み、学習機会を提供

https://sunshinecity.jp/aquarium/
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多摩六都科学館
東京都西東京市芝久保町
5-10-64

株式会社乃村工藝社
海と地球、海の生
物、環境

地球科学がテーマの展示室で、プレートテクトニクス、石灰
岩をはじめとした堆積岩、化石と当時の海の環境などについ
て紹介

https://www.tamarokuto.or.jp/

東京都立第五福竜丸展示館 東京都江東区夢の島2-1-1
公益財団法人第五福竜
丸平和協会

海洋文化、環境、
船

水爆実験によって被害を受けた、木造のマグロ漁船「第五福
竜丸」およびその付属品や関係資料を展示

http://d5f.org/

南極・北極科学館 東京都立川市緑町10-3
大学共同利用機関法人
情報・システム研究機
構 国立極地研究所

海の生物、環境、
その他

“南極、北極の今”を皆さんにお知らせする広報展示施設。
「実物」を「触って」また「映像」により知的好奇心が満足
させられる施設

https://www.nipr.ac.jp/science-museum/

日本内航海運組合総連合会
東京都千代田区平河町2-
6-4

日本内航海運組合総連
合会

環境、船、港
内航海運・船員の現状等について紹介、関係各種統計・資料
を提供

http://www.naiko-kaiun.or.jp/

日本科学未来館
東京都江東区青海2丁目3
番6号

日本科学未来館
海と地球、海の生
物、環境

科学の体験学習、高解像度の球体ディスプレイ、地球に関す
る科学データなど

https://www.miraikan.jst.go.jp/

Ｂ＆Ｇ財団（公益財団法人ブルー
シー・アンド・グリーンランド財
団）

東京都港区虎ノ門3-4-10
公益財団法人ブルー
シー・アンド・グリー
ンランド財団

海の生物、海洋文
化、環境、その他

海に親しむ活動や水辺の安全学習等の提供 https://www.bgf.or.jp

海洋研究開発機構（JAMSTEC）
神奈川県横須賀市夏島町2
番地15

国立研究開発法人海洋
研究開発機構

海と地球、海の生
物、環境

海洋科学技術の研究開発活動を学ぶオンラインプログラムの
実施

http://www.jamstec.go.jp/j/

海洋研究開発機構（JAMSTEC）
神奈川県横浜市金沢区昭
和町3173番25

国立研究開発法人海洋
研究開発機構

海と地球、海の生
物、環境

海洋科学技術の研究開発活動を学ぶオンラインプログラムの
実施

http://www.jamstec.go.jp/j/

箱根園水族館
神奈川県足柄下郡箱根町
元箱根139

株式会社プリンスホテ
ル

海の生物、環境 海水魚、淡水魚、温泉アザラシの展示
https://www.princehotels.co.jp/amuse/hakone-
en/suizokukan/

葉山しおさい博物館
神奈川県三浦郡葉山町一
色2123番地の1

葉山町教育委員会
海と地球、海の生
物、環境、水産

葉山町周辺の海域を中心とした相模湾の海洋生物や漁業に関
する展示

https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/shougaiga
kushuu/2/1701.html

三菱みなとみらい技術館
神奈川県横浜市西区みな
とみらい三丁目3番1号

三菱重工業株式会社
海と地球、環境、
船

「海ゾーン」に潜水調査船「しんかい6500」の実物大展示を
はじめ、シミュレータやタッチパネルを活用し、 新の技術
や調査・研究を紹介

https://www.mhi.com/minatomirai/

横浜・八景島シーパラダイス
神奈川県横浜市金沢区八
景島

株式会社横浜八景島 海の生物、環境 生物の展示、えさやりやふれあい体験の実施、海育 http://www.seaparadise.co.jp/

上越科学館 新潟県上越市下門前446-2 上越科学館 環境、その他
主な展示テーマは「人間の科学」と「雪の科学」。2013年に
リニューアルした展示は、環境とエネルギーにも関連

https://jscience.jp/

新潟市水族館マリンピア日本海
新潟県新潟市中央区西船
見町5932-445

公益財団法人新潟市海
洋河川文化財団

海と地球、海の生
物、環境

日本海側有数の規模を誇る。日替わりの体験プログラムのほ
か、大水槽・イルカ・ペンギンなどの解説も充実

https://www.marinepia.or.jp/

国立若狭湾青少年自然の家 福井県小浜市田烏区大浜
独立行政法人国立青少
年教育振興機構

海の生物、環境
マリンスポーツ、ビーチコーミング、磯観察、磯釣りなど自
然体験学習を実施

https://wakasawan.niye.go.jp/
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山梨県立科学館 山梨県甲府市愛宕町358-1

山梨科学推進グループ
（テレビ山梨・コング
レ・東急コミュニ
ティー）

海と地球、環境
「“科学の不思議”を見て、触れて、体験して、学ぶ」をコ
ンセプトに、地震と津波、南極体験などを遊びながら学べる

https://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp/

sakumo佐久市子ども未来館
長野県佐久市岩村田1931-
1

一般社団法人佐久市振
興公社

環境 海がめとマイクロプラスチックの映像展示 http://kodomomiraikan.jp/

岐阜県先端科学技術体験センター
（サイエンスワールド）

岐阜県瑞浪市明世町戸狩
54

岐阜県環境生活部　県
民文化局　文化伝承課

環境、その他 展示物が無く科学実験や科学工作に特化した体験型の科学館 https://www.sw-gifu.com/

東海大学海洋学部博物館　海洋科
学博物館

静岡県静岡市清水区三保
2389

東海大学海洋学部
海と地球、海の生
物、環境

水族館の要素と科学博物館の要素を合わせ持つ海洋に関する
総合博物館。教育支援のための団体専用体験プログラムあり

https://www.umi.muse-tokai.jp/

名古屋海洋博物館・南極観測船ふ
じ

愛知県名古屋市港区港町1
番3号

公益財団法人名古屋み
なと振興財団

海と地球、海の生
物、環境、船、
港、その他

名古屋海洋博物館は、名古屋港の仕組みや、世界の船と海事
史などについて、模型やシミュレータやクイズコーナー等体
験型展示が充実。南極観測船ふじでは、実物の船内の様子や
南極観測の役割について学習可能

https://nagoyaaqua.jp/garden-pier/

鳥羽市立海の博物館
三重県鳥羽市浦村町大吉
1731-68

公益財団法人東海水産
科学協会

海洋文化、環境、
水産

伊勢湾・志摩半島・熊野灘の失われゆく漁村資料を収集し、
展示。海女や木造船に関する資料は全国から収集

http://www.umihaku.com

鳥羽水族館 三重県鳥羽市鳥羽3-3-6 鳥羽水族館
海の生物、環境、
その他

飼育種類数1,200種（日本一）、水生生物の生態展示、セミ
ナー等の教育プログラム。希少生物の種の保全活動や、環境
問題の啓発

https://www.aquarium.co.jp

大阪科学技術館
大阪府大阪市西区靱本町1
丁目8-4

一般財団法人大阪科学
技術センター

海と地球、海の生
物、海洋文化、環
境、船

企業や研究機関の先端技術を展示。深海に生きる生物を模
型・映像等で紹介

http://www.ostec.or.jp/pop/

すさみ町立エビとカニの水族館
和歌山県西牟婁郡すさみ
町江住808-1

すさみ町
海と地球、海の生
物、海洋文化、環
境、水産

エビやカニを中心とした甲殻類の展示、実験やクラフト体験
の実施

http://www.ebikani-aquarium.com/

山口県立山口博物館
山口県山口市春日町8番2
号

山口県 海の生物、環境
自然・人文・理工の７分野の総合展示（海浜、干潟、生態系
の展示を含む）

https://www.yamahaku.pref.yamaguchi.lg.jp/

瀬戸内海歴史民俗資料館
香川県高松市亀水町1412-
2

香川県
海の生物、海洋文
化、環境、水産、
船

回廊式の展示室では、木造船や船大工道具などの民俗資料を
中心に瀬戸内のくらしと文化を紹介

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kmuseum/setorekis
hi/index.html

熊本県環境センター 熊本県水俣市明神町55-1 熊本県環境センター 海と地球、環境
地球温暖化やごみ問題、水環境に関する講義や常設展示、図
書の貸し出し等

https://www.kankyo-
kumamoto.jp/center/default.html

かごしま水族館
鹿児島県鹿児島市本港新
町3-1

公益財団法人鹿児島市
水族館公社

海の生物、環境
ジンベエザメ等の鹿児島の海の生物にこだわり展示。イルカ
の生態や能力を紹介する「いるかの時間」は人気イベント

http://ioworld.jp/

国立大隅青少年自然の家
鹿児島県鹿屋市花里町赤
崩

独立行政法人国立青少
年教育振興機構

海の生物、環境
錦江湾周辺の生物や漂流物の観察、カヌーなど、海での自然
体験活動の実施

https://osumi.niye.go.jp/

海洋研究開発機構（JAMSTEC） 沖縄県名護市字豊原224-3
国立研究開発法人海洋
研究開発機構

海と地球、海の生
物、環境

深海、沖縄の海、海洋科学に関する取組、海洋ゴミ問題につ
いて学ぶ見学プログラムの実施

http://www.jamstec.go.jp/j/
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タイトル 住所 担当 キーワード 主な内容 URL

国立沖縄青少年交流の家
沖縄県島尻郡渡嘉敷村字
渡嘉敷2760

独立行政法人国立青少
年教育振興機構

海と地球、海の生
物、海洋文化、環
境、その他

海洋研修や環境学習等、主体的に自然と関わる体験活動プロ
グラムや、慶良間諸島国立公園でのサンゴ礁観察やスノーケ
リング等の自然体験活動や環境学習プログラム、平和の尊さ
を学ぶ、平和学習プログラムを提供

https://okinawa.niye.go.jp/

美ら海水族館
沖縄県国頭郡本部町字石
川424番地

一般財団法人沖縄美ら
島財団

海の生物、環境
沖縄周辺の多種多様な生物種が生息する美しい海を、海岸か
ら沖合、黒潮、さらに深海へと旅する形で展示

https://churaumi.okinawa/

海や生物のオンライン教材サイト
LASBOS

- 北海道大学
海と地球、海の生
物、環境、水産、
船

海洋学、海洋生態、漁業、水産業、食品化学、バイオテクノ
ロジー、地球環境、海洋観測など幅広い内容の教育研究情報
を集めた北海道大学のサイトです。動画教材はYouTube専門
チャンネルから。

https://repun-app.fish.hokudai.ac.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCWo8IebtPw4Kib
ut-9Rga7w/featured

ECO学習ライブラリー - 環境省 環境 地球温暖化、水・大気環境、生き物・自然に関する情報提供 http://eco.env.go.jp/lib/

海洋教育パイオニアスクールプロ
グラム

-

日本財団
笹川平和財団海洋政策
研究所
東京大学海洋教育セン
ター

海と地球、海の生
物、海洋文化、環
境、水産、船、
港、その他

教育委員会や小学校～高校を中心に、学校における海洋教育
（地域学習、体験活動、環境保全、産業、安全、防災など）
実施を支援

https://www.spf.org/pioneerschool/index.html

海洋状況表示システム（海しる） - 海上保安庁
海と地球、海の生
物、環境、水産、
港、その他

様々な海洋に関する情報を地図上で重ね合わせてオリジナル
の地図が作成可能

https://www.msil.go.jp/

学習資料「一家に１枚　海」ほか -
文部科学省、国立研究
開発法人海洋研究開発
機構

海と地球、海の生
物、環境、水産、
船、港

「地球環境と海洋との関わり」、「海洋の豊かな生態系」、
「潜在する海洋資源」、「海域における地震・火山活動」、
「海洋の技術」の５つの観点から、海の様々な側面を紹介す
る学習資料及び特設ウェブサイトを掲載

https://stw.mext.go.jp/common/pdf/series/ocean/
ocean.pdf
http://www.jamstec.go.jp/j/pr/poster-ocean/
https://stw.mext.go.jp/series.html

学校と地域でつくる学びの未来
（土曜学習応援団）

- 文部科学省
海と地球、海の生
物、環境、水産、
船、港

企業・団体・大学等により、平日の授業や放課後、土曜日、
日曜日、夏休み等の長期休暇に、出前授業や施設見学等の特
色・魅力ある教育プログラムを提供

https://manabi-
mirai.mext.go.jp/program/index.html

環境教育・学習関連施策 - 文部科学省 環境

学校教育や社会教育における環境教育の推進のために文部科
学省が取り組んでいる主な施策等について紹介（学習指導要
領、教職員研修、体験活動の推進、持続可能な開発のための
教育など）

https://www.mext.go.jp/a_menu/kankyou_gakusyuu/
index.htm

内航海運キッズページ　ふれんど
シップ

-
日本内航海運組合総連
合会

環境、船、港 子供向けに内航海運や船員の仕事などを紹介 http://www.naiko-kaiun.or.jp/kids/
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