
約19万年前の熔岩噴出によってできた
洞窟を見学します。この洞窟は竜渓洞と
呼ばれ、内部に熔岩流出の跡が残り、希
少な生物が生息するなど学術的価値が高
く、国の天然記念物に指定されています。

●場 松江市八束町寺津　●休 なし
●問 090-3178-2483／ガイド:自然観察指導員 門脇

大根島第二熔岩隧道見学
竜渓洞�������

松江市

見学

4 階にあるメテオミュージアムでは、美保
関町内の民家に飛来した美保関いん石
を展示しています。いん石の所有者松本
優氏が当時の様子を語っている映像も
視聴できます。宇宙食なども販売。

●場 松江市美保関町七類3246-1　●休 毎週水曜日（祝日の場合は翌平日）、
12/28～1/1　●問 0852-72-3939　　　  　（注）詳細は要相談

メテオプラザ
�������
松江市

見学

松江市と出雲市にまたがる周囲 47 ㎞の日本で７番目に大きい湖です。「日
本の夕陽百選」に選ばれる宍道湖の夕日は幻想的で、朝のしじみ漁の景色
とともに島根を代表する景観の一つです。また、ラムサール条約に登録され
ている宍道湖には数多くの水鳥が渡来し、海水の混じった汽水湖のため、
多様な魚介類も豊富に生息しています。なかでもスズキ、モロゲエビ、ウナ
ギ、アマサギ、シラウオ、コイ、シジミを使った「宍道湖七珍」は有名な郷土
料理として知られています。ヨットやカヌー、魚釣りなどのレジャーや湖上遊
覧船なども楽しめます。

●場 松江市・出雲市　●休 なし
●問 0852-27-5843／（一社）松江観光協会

360 度広がる絶景は「日本の自然百選」の一つで、奇岩や絶壁など大迫力の

景観が目に飛び込んできます。その一角に立つ出雲日御碕灯台は、高さ

43.65m、石積みの灯台としては日本一の高さを誇り、展望台からの眺めは

日本海やおわし浜などを一望できます。1998 年には、「世界の歴史的灯台

100 選」にも選定されました。

●場 出雲市大社町日御碕　●休 なし
●問 0853-54-5400／日御碕ビジターセンター

●場 松江市島根町加賀6120-14（乗船場） ●休 12～2月の毎週火曜日、年末年始
●問 0852-85-9111／(一社)加賀潜戸遊覧船　　　　  （電話でのみ受付）

ラムサール条約湿地「宍道湖」の
自然や多様な生物について学ぶ。

学習
ポイント

�������
松江市・出雲市

宍道湖

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00

※長期連休時は10:00～18:00になる場合あり

最大受入人数
50人
（注） 料金（税込）

大人500（430）円／人、 中高生350（290）円／人 
小学生250（210）円／人 ※（　）内は20人以上の団体料金

所要時間目安 40分

受入期間 通年 受入時間 10:00～18:00

最大受入人数
25人

料金（税込）
無　料　※ガイド料が別途必要 200円／人

所要時間目安 40分

島根半島のジオサイトを海上から巡り、
自然の造形美を体感する。

学習
ポイント

�������
松江市

潜戸観光遊覧船

灯台の歴史や大迫力の
自然景観に触れる。

学習
ポイント

�������
出雲市

日御碕
ずい   どう

ひの    み    さき

くけ　どしん　 じ  　こ

受入期間 3～11月 受入時間
9:20～ 1時間毎に出航、最終16:20発（1日8便運航）

※11月は15:20発が最終（1日7便運航）

最大受入人数
56人 ※遊覧船2隻（1隻につき定員25～31人）

料金（税込）
中学生以上1,500（1,350）円／人、 小学生700（630）円／人

※（　）内は15人以上の団体料金

所要時間目安 約50分

国指定名勝・天然記念物の「
 か  か

加賀の
くけ ど 

潜戸」は海食洞で、およそ1,500 万年
前の海底火山の活動により作られた珍しい岩肌、地層を見ることができま
す。出雲國風土記にも記されている神話が伝わる海の大洞窟「新潜戸（神潜

戸）」と
さい

賽の
かわら

磧 のある「旧潜戸（仏潜戸）」を船で巡り、小泉八雲も魅入られ
た島根半島の景勝「加賀の潜戸」を体感します。

見学

見学見学

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、受入時間・人数等が変更になっている場合があります。詳細は問い合わせ先にお尋ねください。

要予約

要予約

要予約

自
　
然

自然
島根ならではの景観や動植物の観察を通じ、独自の生態系や自然の美しさに触れます。

��



約 4,000 年前の三瓶山の噴火により地底に埋まった縄文時代の森林を展
示する施設。巨大な森が存在した原始の自然環境やそれを埋めた火山活動
について学ぶ事ができ、発掘状態での現地展示とあわせてスタッフが解説
します。古代の木々が立ったままの状態で埋まっていたのは世界でも珍しく、
2020 年 6月に日本遺産に認定されました。

●場 大田市三瓶町多根ロ58-2 ●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年
始、年２回のメンテナンス休館 ●問 0854-86-9500　　　　 （3日前まで）
（注）一度のガイダンス基準。入れ替えで人数は制限なし

国立公園三瓶山に立地し、フィールドを活かした自然学習、環境学習を特徴
とする自然系博物館。各分野の学芸スタッフが学習に対応します。本格的な
天文台とプラネタリウムも備えており、近接の「北の原キャンプ場」や「三瓶青
少年交流の家」での宿泊研修とあわせた天体学習も実施できます。

●場 大田市三瓶町多根1121-8 ●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、
年末年始、年4回のメンテナンス休館 ●問 0854-86-0500 
（注）観察会、プラネタリウム等は人数制限あり

太古の巨木と三瓶山の
火山噴火の関係を知る。

学習
ポイント

�������
大田市

受入期間 通年 受入時間 9:30～17:00 最大受入人数

料金（税込）

大人400（320）円／人、小中高生200（160）円／人 ※企画展開催時は大人料金変動
※同日三瓶小豆原埋没林公園見学の場合、同公園見学料金が半額

※（　）内は20人以上の団体料金
※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）

三瓶山の四季の自然や生物、
大地誕生の謎を学ぶ。

学習
ポイント

�������
大田市

島根県立三瓶自然館サヒメル

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
40人
（注）

300人
（注）

料金（税込）

大人300（240）円／人、小中高生100（80）円／人
※同日三瓶自然館見学の場合、料金の割引あり
※(　)内は20人以上の団体料金
※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）　

所要時間目安 40分～1時間
所要時間目安

1時間～
1時間30分

国の名勝・天然記念物に指定されている鬼の舌震を地元ガイドが案内しま

す。斐伊川の支流・
おお  ま  き がわ 

大馬木川が長年にわたって岩を侵食し、
せつ り 

節理や
おうけつ

甌穴
によって造られた約 2kmの巨石・奇岩が折り重なるV 字峡谷を歩くコース
です。

●場 仁多郡奥出雲町　●休 12/31・1/1　●問 0854-54-2260／（一社）奥
出雲町観光協会　　　　　（注）詳細は要相談

島根県で唯一森林セラピー基地に認定されている飯南町。「飯南町ふるさとの森」
は、全国で２例目・西日本初の森林セラピー基地２つ星に認定され、特に高い評
価を受けています。森の中は、足腰の負担を軽減する木材チップを敷き詰めた「セ
ラピーロード」が整備されており、メンタルヘルス対策にも活用されています。セラ
ピーロードを散策することで血行を促進し、体の内側から健康増進を図ります。

●場 飯石郡飯南町小田842-2　●休 毎週水曜日　●問 0854-76-9050／
（一社）飯南町観光協会　　　　（7日前まで）　（注）詳細は要相談

大自然が作りだした
神秘的で迫力ある渓谷を体感する。

学習
ポイント

�������
奥出雲町

鬼の舌震散策

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00

（注）

最大受入人数
30人程度
（注） 料金（税込）

8,000円／1ガイド
※1ガイドで6人まで対応

所要時間目安 約3時間受入期間 4～11月 受入時間 日没まで

最大受入人数
100人
（注） 料金（税込）

5,000円／1ガイド
※１ガイドで20人まで対応

所要時間目安 約1時間～1時間30分

森の香りを感じたり、山野草を
みつけて、自然の恵みを体感する。

学習
ポイント

�������
飯南町

さん　べ

見学 見学

見学 体験

飯南町森林セラピー
飯南町ふるさとの森

さんべ縄文の森ミュージアム
三瓶小豆原埋没林公園

要予約要予約

要予約要予約

●場 所在地　●休 休み　●問 お問い合わせ先凡例  ：

したぶるい

自
　
然

��



樹齢約 800 年の古杉で、根ま
わりが約 16m、地上 4～8mの
ところで15に分岐しています。
地上 10m位のところからは、大
小 24個もの巨大な鍾乳石状の
乳根が垂れ下がって、長いもの
で 2.6m にも達しています。
1965 年県の天然記念物に指
定されました。

●場 隠岐郡隠岐の島町布施　●休 なし
●問 08512-2-0787／(一社)隠岐の島町観光協会

乳房杉�������
隠岐の島町

見学

隠岐・知夫里島の西側に続く
赤壁は、650 万年前に噴火し
た溶岩が酸化して降り積もり、
後に波で削られた迫力の断
崖。火山の内部を観察できる
貴重な壁で、赤い火山岩と紺
碧の海のコントラストも圧巻
です。

●場 隠岐郡知夫村　●休 なし　
●問 08514-8-2272／知夫里島観光協会

�������
知夫村

見学

隠岐諸島の成り立ちを通じて、日本列島の誕生、地球内部の情報まで知ることが
できます。さらに、その大地の上で育まれてきた離島ならではの生物や、地域の
人 が々守り伝えてきた伝統文化とのつながりを展示・解説しています。館内の展
示と、現地の景色や体験が合わさることで、より一層隠岐や地球への関心を深め
ることができます。ご希望により、スタッフが解説しながら案内します。　
※施設移転のため、休館中。2021 年 4月リニューアルオープン予定。

●場 隠岐郡隠岐の島町中町目貫の四61 隠岐ジオゲートウェイ2階 
●休 第２・第４火曜日　●問 08512-2-1583

隠岐諸島の「地質（ジオ）・生物（エコ）・
文化（ヒト）」をまるごと学ぶ。

学習
ポイント

�������
隠岐の島町

隠岐自然館

隠岐の旧跡や名所を散策したり、標高100ｍ前後の山を登るハイキングツ
アーをご要望にあわせて対応します。大自然に囲まれた隠岐は、特別な場
所に行かなくてもすぐそばに隠岐ならではの不思議な植物や固有の生物が
生息しており、ツアーガイドが動植物の解説をしながら一緒に歩きます。

●場 隠岐郡隠岐の島町　●休 年末年始　●問 08512-6-2050／(一社)隠
岐ジオパークツアーデスク）　　　 　（注）詳細は要相談

受入期間 通年 受入時間
ー
（注）

最大受入人数
30人

料金（税込）
2,000円～／人（注）　※交通費が別途必要

所要時間目安 4時間(半日)

隠岐の自然の特徴や
成り立ちを見て触れて感じる。

学習
ポイント

★ �������·��
隠岐の島町

隠岐ジオパークの山の体験ツアー

受入期間 通年 受入時間 9:00～17:00

最大受入人数
30人程度

料金（税込）
大人500（450）円／人、小中生250（200）円／人

※（　）内は10人以上の団体料金

所要時間目安 30分～1時間

隠岐神社、
きん こう  じ  さん

金光寺山、
あき  や 

明屋海岸をめぐるガイド案内プログラムです。文化の

成立が大地の成り立ちに由来することをジオパーク的な視点でガイドが説
明・案内します。ご希望によって出発場所を選ぶことができます。

●場 隠岐郡海士町　●休 なし
●問 08514-2-1313／NPO法人隠岐しぜんむら　

海士の歴史や文化、
大地の不思議を解き明かす。

学習
ポイント

★ �������
海士町 大地の成り立ちと歴史・文化を

体感する「海士町ジオツアー」

最大受入人数 30人　※30人以上の場合は要相談

料金（税込）
基本料金14,850円（3人まで）

3人以上基本料金に4,400円／人追加

受入期間 通年 受入時間 ー 所要時間目安 3時間～4時間(半日)

赤　壁
せき へき

ち　   ち　すぎ

見学

見学 見学

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、受入時間・人数等が変更になっている場合があります。詳細は問い合わせ先にお尋ねください。

要予約

要予約

自
　
然

自然
島根ならではの景観や動植物の観察を通じ、独自の生態系や自然の美しさに触れます。

��



宍道湖自然館ゴビウス
�������
出雲市

レクチャールームにて宍道湖・中海や島
根の川の生きもの等について、学習テー
マに応じて解説します。あらかじめ送って
もらった質問に答えたり、館内の水槽を
問題を解きながら観察できるワークシー
トを用意することも可能です。

●場 出雲市園町1659-5　●休 毎週火曜日(祝日の場合は翌平日)、
12/28～1/1　●問 0853-63-7100　　　　（10日前まで）

生きものや宍道湖・中海の話
見学

裏方探検ツアー

ラムサール条約登録湿地「宍道湖」が一望できる野鳥観察舎では手にとって
触れることのできる体験型展示の見学や備え付けの望遠鏡を使ったバード
ウォッチングなどを体験でき、天候にかかわらず宍道湖の自然や野鳥につい
て楽しみながら学ぶことができます。クイズやゲームを交えた講話やオリジ
ナル映像の鑑賞などの学習プログラムも提供しています。

●場 出雲市園町1664-2　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、12/28
～1/1　●問 0853-63-0787

野鳥の観察を通して、
生物や自然との共存について考える。

学習
ポイント

�������
出雲市 宍道湖の自然や野鳥をテーマとした体験学習

当施設に隣接した出雲市トキ公開施設にてトキを一般公開しており、その生
態を実際に観察することができます。トキを実際に見ることができる施設は
全国で４ヶ所しかなく、国のトキ保護増殖事業の歴史についても学習するこ
とができます。　

●場 出雲市西新町2-1039-3　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
●問 0853-20-1350　

受入期間 通年 受入時間
10:00～16:30(3～11月)
10:00～16:00(12～2月)

最大受入人数
40人

料金（税込）
無　料

※しまね花の郷入場料が別途必要

所要時間目安 30分～

絶滅危惧種のトキの生態から
環境保全の大切さを学ぶ。

学習
ポイント

�������
出雲市

出雲市トキ分散飼育センター

宍道湖グリーンパーク

受入期間 通年 受入時間
9:30～17:00
※入館は16：30まで

最大受入人数
70人 （35人×2班）

料金（税込）
無　料

所要時間目安 40分～1時間

国内最大級の屋内ガーデンで園内は屋根付きの歩廊で連結された「全天候
型」のパークです。年中満開のベゴニア、フクシアを中心とする花の別天地
が楽しめます。また、園内各所ではたくさんの鳥たちに出会え、ふれあえま
す。動かないことで話題の鳥「ハシビロコウ」を展示している中国地方唯一の
施設です。

●場 松江市大垣町52　●休 なし　
●問 0852-88-9800

花と鳥の楽園で約90種類の
珍しい鳥たちとふれあう。

学習
ポイント

�������
松江市

松江フォーゲルパーク

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:30（  4～9月）
9:00～17:00（10～3月）

最大受入人数
300人

料金（税込）
大人1,500（1,350）円／人、小中生750（680）円／人

※（　）内は15人以上の団体料金　※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）

所要時間目安 1時間～1時間30分

見学
島根の川と宍道湖・中海の生き物を展
示する体験学習型水族館で、大小さま
ざまな水槽で200種 1万点の生き物を
紹介しています。水槽の裏側はどんな仕
組みで、どんな作業をしているのかを飼
育スタッフが案内します。

見学 見学

見学

最大受入人数 15人受入期間 通年 受入時間
9:30～17:00
※入館は16：30まで 所要時間目安 約25分

入館料:大人500（400）円／人、 小中高生200（160）円／人
 ※（　）内は20人以上の団体料金　※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）料金（税込）

最大受入人数
120人

（40人×3班）受入期間 通年 受入時間
9:30～17:00
※入館は16：30まで 所要時間目安 約30分

入館料:大人500（400）円／人、 小中高生200（160）円／人
 ※（　）内は20人以上の団体料金　※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）料金（税込）要予約

要予約

●場 所在地　●休 休み　●問 お問い合わせ先凡例  ：

要予約

自
　
然

��



馬のお世話をしたり乗せてもらったりし
て、馬と「友だち」になります。言葉を使
わずに自然の中で動物たちとのコミュニ
ケーションを学ぶプログラムです。

●場 雲南市木次町北原933-2　●休 毎週水曜日　
●問 0854-48-0655

馬との出会い体験プログラム
雲南TRC さくらおろち牧場�������

雲南市

体験

馬とのふれあいや乗馬体験を通じて、思
いやりの心、強くたくましく生きる力を身
につけます。

●場 浜田市金城町久佐イ1390-8　●休 毎週月・火曜日　
●問 0855-42-2222

馬とのふれあいと乗馬体験
かなぎウェスタンライディングパーク�������

浜田市

体験

約 400 種 1万点の海の生き物を展示
する中四国最大級の水族館で、普段
は見ることのできない水槽の裏側や
飼育現場・機械室など、水族館の仕
事現場を案内します。

体験

日本海や世界のたくさんの海の生物たち
や、西日本ではアクアスでしか見ること
のできないシロイルカなど、海や川の生
き物や水族館の仕事についてレク
チャーホールにてお話します。

国の特別天然記念物・オオサンショウウオを主に飼育・展示しています。こ
の大昔から姿を変えていない「生きた化石」は、邑南町では「ハンザケ」と呼ば
れ親しまれています。館内では自然の川を再現した大型水槽で１メートル級の
ものを観ることができるほか、人工ふ化で育ったものも観察できます。また、
清流に住む魚たちも展示しており、町の豊かな自然を学ぶことができます。

●場 邑智郡邑南町上亀谷475　●休 毎週月曜日、祝祭日の翌平日、12/28
～1/4　●問 0855-83-0819（受入の可否要確認）

「生きた化石」と呼ばれる
オオサンショウウオの生態に触れる。

学習
ポイント

�������
邑南町

瑞穂ハンザケ自然館

大自然に囲まれた牧場の中で仔牛の心音を聴診器で聞いたり、ミルクをあ
げたりしながら仔牛とふれあいます。命の大切さと生き物のぬくもりを、体
験を通して感じてください。また、ミルクからできる乳製品を実際に作る体
験もできます。

●場 出雲市佐田町反辺601　●休 毎週火・水曜日
●問 0853-84-1007（受入の可否要確認）

受入期間 通年 受入時間 10:00～14:00

最大受入人数
50人

料金（税込）
500～1,000円／人

所要時間目安 1時間30分 受入期間 通年 受入時間 9:00～16:00

最大受入人数
20人

料金（税込）

大人310(210)円、小学生以下160(110)円 
※(　)内は20人以上の団体料金

※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）

所要時間目安 約1時間

牧場体験や仔牛とふれあいを通して、
命の大切さを学ぶ。

学習
ポイント

�������
出雲市 仔牛とのふれあいとバター作り

カウベルミルクガーデン牧場㈱

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00(7/20～8/31は18:00まで)

※入館は閉館1時間前まで

最大受入人数 60人

所要時間目安 20分～40分

料金（税込）

大人1,550（1,250）円／人、小中高生500（400）円／人
※入館料含む　※（　）内は20人以上の団体料金
※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）

受入期間 通年 受入時間
9:00～17:00(7/20～8/31は18:00まで)

※入館は閉館1時間前まで

最大受入人数 40人

所要時間目安
30分

※1時間で80人まで可能

料金（税込）

大人1,550（1,250）円／人、小中高生500（400）円／人
※入館料含む　※（　）内は20人以上の団体料金
※学校教育活動での利用は減免可（要事前申請）

受入期間 通年 受入時間 10:00～15:30

最大受入人数 40人 料金（税込）
1,500円／人

受入期間 通年 受入時間
  9:30～12:00
13:30～17:30

最大受入人数
50人

料金（税込）
2,200円／人

所要時間目安 30分～1時間

所要時間目安
1時間

(引馬乗馬体験やブラシがけなど)

バックヤードツアー
見学

生き物のお話
見学

●場 浜田市久代町1117-2　●休 毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）　
●問 0855-28-3900

島根県立しまね海洋館アクアス
�������
浜田市

見学体験

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、受入時間・人数等が変更になっている場合があります。詳細は問い合わせ先にお尋ねください。

要予約

要予約

要予約

要予約

自
　
然

自然
島根ならではの景観や動植物の観察を通じ、独自の生態系や自然の美しさに触れます。

��


	p31_32_6自然_0212_出稿
	p33_34_6自然_0216_出稿
	p35_6自然_0212_出稿

