2021.01 時点

生きものスクール
小中学校の遠足・自然学校・修学旅行 限定

2021 年度より、感染防止対策を強化した学校限定プログラム「生きものスクール」を新
しくスタートいたします。本物の生きものを目の前にしたガイド、オンラインで行う講座
などをご用意いたしました。ぜひご活用ください。
＊これまでの「学べる体験プラン」は一旦終了いたします。
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イルカの体のふしぎ
イルカ・アシカショーで活躍している
イルカたちの体のしくみを、すぐ目の前
でご紹介します。イルカのお鼻ってどこに
あるの？何を食べているの？飼育員さん
にどんどん聞いてみよう！

さい
いてくだ
何でも聞

現地開催、定員：100 名、開始：12 時 40 分
所要時間：20 分、集合：スタジアム
スタッフ

観覧エリア

【安全対策】
・スタッフはショーステージからガイド
・スタジアムに着席した状態で参加

フィッシュダンス（特別編）
巨大な水槽をぐるぐる泳ぐ、数百匹もの
ブリたち。地元の日本海にも暮らす生態
から、迫力の捕食シーンまで。飼育員が
ガイドいたします。あなたの知らない
「ブリ」驚きの行動をぜひご覧ください！

ですよ

迫力満点

現地開催、定員：100 名、開始：12 時 30 分

観覧エリア
スタッフ

所要時間：20 分、集合：ダイブホール
【安全対策】
・スタッフのみ水槽中心部からガイド
・水槽のまわりから参加。ホール内は貸切。

海獣と実験してみよう
体重 400kg の海獣「トド」は当園の人気者！
でも、その高い能力はあまり知られてい
ません。プログラムでは簡単な実験で能力
を紹介するほか、サイン出しのお手伝い
に参加できるかも？

すごい特技ある
んです

スタッフ
観覧エリア

現地開催、定員：50 名、開始：12 時 30 分
所要時間：20 分、集合：トドブリッジ
【安全対策】
・スタッフは少し離れたところからガイド
・観覧ブリッジから参加。観覧エリアは貸切。

SCHOOL

生きもの観察ノート

生きもの観察ノート

海の生きものを観察しながら、クイズ
海の生きものを観察しながら、クイズ
に挑戦してみよう。難易度は２種類。
に挑戦してみよう。難易度は２種類。
HP より自由にダウンロードしていただ
HP より自由にダウンロードしていただ
けます。印刷してご利用ください。 けます。印刷してご利用ください。
回答配布の場合
回答配布の場合
引率の方に回答をお渡し。＊制限なし 引率の方に回答をお渡し。＊制限なし
スタッフ

スタッフ
回答＆解説を実施の場合
＊荒天時は中止 回答＆解説を実施の場合 ＊荒天時は中止
観覧エリア

飼育員が観察ノートの回答＆解説。 飼育員が観察ノートの回答＆解説。

観覧エリア
現地開催、定員：100 名、開始：14
時 00現地開催、定員：100
分
名、開始：14 時 00 分

所要時間：20 分、集合：ダイブ広場

所要時間：20 分、集合：ダイブ広場

オンラインスクール

オンラインスクール

zoom を使用して水族館のスタッフがzoom を使用して水族館のスタッフが
海の生きものや、飼育員のお仕事など
海の生きものや、飼育員のお仕事など
について現地からお話しいたします。
について現地からお話しいたします。
事前学習にご活用ください。

zoom

お話し可能な内容

事前学習にご活用ください。

zoom

お話し可能な内容

・水族館の飼育員ってどんな仕事？ ・水族館の飼育員ってどんな仕事？
・イルカのことをお話しします
・イルカのことをお話しします
・日本海に住む生きものガイド 等

・日本海に住む生きものガイド 等

＊施設利用予定の場合のみご予約可能です。
＊施設利用予定の場合のみご予約可能です。
＊開始時刻についてはご相談下さい。 ＊開始時刻についてはご相談下さい。

所要時間
開始時間
ラム名
プログラム名
20分
の体のふしぎ
12時40分
イルカの体のふしぎ
シュダンス（特別編）フィッシュダンス
12時30分
（特別編）20分
20分
実験してみよう
12時30分
海獣と実験してみよう
なし
ート（回答配布のみ） 観察ノート（回答配布のみ）
なし
ート（回答＆解説付き）観察ノート
（回答＆解説付き）20分
14時00分
20分
要相談 （WEB開催）
インスクール（WEB開催）
オンラインスクール

定員
開始時間
100名
12時40分
100名
12時30分
50名
12時30分
なし
なし
100名
14時00分
なし
要相談

所要時間
20分
20分
20分
なし
20分
20分

ラムはすべて無料です。いずれか１つお選びいただけます。
● プログラムはすべて無料です。いずれか１つお選びいただけます。
はお電話にて 1 週間前までの事前予約が必要です。
● ご予約はお電話にて 1 週間前までの事前予約が必要です。

刻は状況により変更となる場合がございます。
● 開始時刻は状況により変更となる場合がございます。
内容は、学年・ご要望に応じて調整可能です。
● お話の内容は、学年・ご要望に応じて調整可能です。

体調や感染状況により、急きょ内容変更・中止する場合がございます。
● 動物の体調や感染状況により、急きょ内容変更・中止する場合がございます。

定員
100名
100名
50名
なし
100名
なし

・・・感染防止の取組について・・・
現在、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、園内では様々な感染防止対策を実施しております。
状況により急遽変更させて頂く場合がございます。詳しくは HP をご覧ください。
【当園の主な取り組み】
・屋内施設は、定期的に換気を行います。
・屋内アトラクション・体験オプション（有料）は一部休止します。
・手摺や扉の取っ手、ボタンなど多くのお客様が手を触れられる箇所は、消毒液などによる清掃を行います。
・各所に消毒液を設置し、ご来場のお客様にご利用いただけるようご案内します。
・スタッフは、接客の際にはマスクを着用させていただきます。但し、ショーに差し支える場合は、外します。
・スタッフは、こまめな手洗い、消毒液による消毒を励行し、毎日検温を実施し、健康管理に努めます。
・体調がすぐれないとお見受けするお客様がいらっしゃいましたら、スタッフがお声がけさせていただきます。

・・・よくあるお問合せ・・・
● お弁当を食べる場所はありますか？
園内の海岸線周辺、イルカ・アシカショー会場（シーランド）をご利用ください。
屋根もございますので、雨天でもご利用可能です。（ショー中はご遠慮下さい）
●レストランは利用できますか？
入場口前のレストラン [ テラス ] にてご予約を承ります。
団体メニュー（1 名様 1650 円（税込）〜）でのご利用に限ります。
● 下見はできますか？
下見は可能です。事前にご予約いただければ無料でご入園いただけます。
●雨でも大丈夫ですか？
施設は全て屋内もしくはテントで覆われていますが、施設間の移動の際には
雨のかかるスペースがございます。傘などをご持参ください。
● 車いすでも大丈夫ですか？
エレベーター・スロープを設置しておりますが、通りにくい場所もございます。
詳しくは HP のバリアフリーマップをご参照ください。

・・・施設情報・・・
● 営業時間 / 9:30 〜 16:30（時期により変更あり。HP をご覧ください）
● 営業日 / 年中無休
● 入園料金 / 小学生 650 円、引率教員無料 ( 学校遠足・自然学校・修学旅行に限る）
● 駐車料金 / バス・マイクロ 1,500 円、乗用車 800 円（1 日）
● 住所 / 兵庫県豊岡市瀬戸 1090
● お問合せ / TEL：0796-28-2300、E-mail：information@hiyoriyama.co.jp

