人と科学の未来館サイピア周辺
分類

生き物・自然

見学場所

国立吉備青少年自然の家

住所

見学スポット(平成29年度版)
連絡先電話番
号

ＨＰ

見学内容

宿泊研修プログラムの中の天体観察
で、３１０ｍｍ反射望遠鏡や大型双眼
鏡、８０ｍｍ屈折望遠鏡を使い宇宙の
0866-56-7231 http://kibi.niye.go.jp/
岡山県加賀郡吉備中央町吉川4393-82
神秘や星空の美しさを楽しむことがで
きる。
他にも、活動プログラム多数

生き物・自然

池田動物園

岡山市北区京山２－５－５

http://www.urban.ne. 自由見学
086-252-2131 jp/home/ikedazoo/in ガイドツアー
dex.html
クイズラリーを用いた見学

環境学習

明和製紙原料株式会社

岡山市北区青江1-20-26

086-225-3946

環境学習

東部クリーンセンター
岡山市東区西大寺新地453-5

環境学習

東部リサイクルプラザ

086-944-7122

http://www.meiwapaper.co.jp/

http://www.city.okay
ama.jp/kankyou/tou 焼却施設・作業見学
bucc/

工場

（株）キョクトウ･アソシエイツ
http://www.kyokuto
岡山県瀬戸内市牛窓町長浜６８８７－６
0869-34-2345
ノートができるまでの工程を見学
岡山工場
-note.co.jp/

工場

工場

工場

博物館等

ミサワファクトリー岡山

中四国セキスイハイム工業
株式会社

廣榮堂本店藤原工場

岡山シティミュージアム

見学所要時間

約1時間

①映像上映
②素材コーナー（キリン一番搾りが何
9時30分～15時30分
からつくられているか紹介）
http:kirinfactory.jp/o ③仕込工程（仕込釜の見学）
岡山県岡山市東区瀬戸町万富678 086-953-2525
【平日】 毎時30分スタート
④パッケージング工程（世界最高速レ
kayama/
【土日祝】 毎時00分、30分スタート
ベルの缶詰め機の見学）
⑤試飲（キリングループの清涼飲料の
試飲が楽しめる。）

備前市香登本649-1

http://www.misawa.c
0869-66-8088 o.jp/kengaku/factory ＨＰを参照
-okayama/

岡山県岡山市東区古都宿189

工場で手掛ける工程や、行き届いた品
質管理などを細かくチェックしながらご
http://www.816c.jp/i 見ることができる、「住まいのなるほど 土日祝日以外
(086)279-6251
nspect1/
見聞館」や実験ゾーンでは展示場では （別途打合せによる）
味わえない、家づくりの最先端を体感
できる。

岡山市中区藤原60

吉備団子の生産ライン、むらすずめの
http://www.koeido.c
包餡工程等
９:３０～１０：３０、１０：４５～１１：４５
086-271-0001 o.jp/company_fujiwar
（生産状況によって見学内容は変更あ 休日：水・土・日・祝日・月末・月初等
a.html
り。）

岡山県岡山市北区駅元町１５−１

小学生・中学生向けとして、南方遺跡、
http://www.city.okay
江戸・明治時代の干拓、岡山平野の地
086-898-3000 ama.jp/okayama午前１０時～午後6時
理や歴史など、所蔵するコンテンツを利
city-museum/
用した展示を見ることができる。

火水曜日は休日
土日曜日は一般公開のみ

サイピアまでの
移動時間

備考

天体観察棟での活動人数は１回２０名まで
が目安。
バス 約７０分
利用希望の場合は事前予約が必要です。
（宿泊団体のみ利用可）

幼児 ２１６円
（団体料金）
小・中学生
徒歩 約１０分 引率教員は無料
６４８円
大人 １０８０円
25名以上１０％引
５０名以上２０％
無料

バス 約３０分

無料

小・中学生の団体は、上靴の持参。
人数が多い場合は､グループに分かれて見
学。
バス 約４５分 （1グループ約２０名）
受入人数１～１００名まで。
（１００名以上の場合は要相談）
電話で空き状況を確認のうえ、、申込書を

1時間～
1時間３０分

無料

１日１団体のみの受付。
●１団体10名〜100名まで
●ご来場者が小学生以下の場合は、安全
バス 約３０分 保護の観点から保護者（成人者）同伴。
ＨＰ上で予約状況確認・申請書をダウン
ロード可。
バス2台の駐車が可能

１時間弱

無料

バス 約６５分 ３年生以上 ６０人まで

両施設を見学
すれば2時間
月曜日から金曜日（祝日・年末年始を かかります。
除く）の午前は9時～11時30分、午後 （どちらか一方
だけの場合、
は12時30分～15時30分
約1時間）

土日は休日
午前：１０：００～ 午後１３：００～

費用・料金

天体観察
1時間～1時間 １回３０００円
３０分（目安）

２時間

http://www.city.okay
ama.jp/kankyou/tou
burisaikurupuraza/in リサイクル施設・作業見学
dex.html
キャンディ製造ラインの見学ルートと４
つの展示コーナーで構成。
http://www.kabaya.c 1.ガイダンス展示室
岡山県岡山市北区御津野々口1100 0867-24-4300 o.jp/kabaya/factory_ 2.エントランス展示コーナー
月曜～金曜日 10:00～12:00
3.ストーリー展示コーナー
okayama.html
4.ギャラリー展示コーナー
5.製造ライン見学コーナー

カバヤ食品株式会社

キリンビール岡山工場

開所時間 午前9時～午後4時
（宿泊団体の活動時間は午後１０時ま
で）
休館日：１２月２８日～１月4日
その他施設等の整備の日
推薦期間：１１月～３月
平日のみ4月～１０月 ９：３０～１７：０
０
１１月～３月 ９：３０～１６：３０
休園日 ５／２１～７／２０ １１／２１～
２／２０の間の水曜日（祝日・冬休みを
除く。）

古紙リサイクル講座（１時間３０分）
工場見学（３０分）

工場

工場

見学時間帯

約70分
（試飲20分を
含む）

見学希望の場合は、お電話にてご相談くだ
さい。ご予約は、３か月前の月初から承りま
す。
無料

バス 約４０分 【ご案内人数】 ２名～１００名（その他の場
合はご相談ください。
【休館日】 月曜日（祝日の場合は営業、翌
平日が休業、年末年始

相談に応じる

無料

完全予約制・団体のみ
日程については事前相談必要
バス 約５０分 ３０人まで
※社会見学としては受入可だが、遠足とし
ては受けかねる。

相談に応じる

無料

バス 約３０分

無料

１０名以上から６０人まで
予約は先着順
2か月以降の予約は受け付けていない。
バス 約１８分 予約していても工場のメインテナンス等の
都合により、急遽中止になる場合や生産内
容が変わることがある。
工場ハイシーズン時は、中止の可能性有

1時間程度

約1時間

２０人まで
低学年の場合は、引率者の充実を

団体での見学は事前にご連絡ください。
中学生以下
※団体見学についての詳細はホームペー
無料
バス 約１０分 ジをご覧ください。
ただし、特別展は
http://www.city.okayama.jp/okayama-city別途料金
museum/other/dantai.html

博物館等

岡山城

博物館等

県立図書館

博物館等

県立博物館

博物館等

後楽園

岡山市北区丸の内２-３-１

1597年宇喜多秀家により岡山城天守
閣完成。天守閣は昭和２０年6月の空
襲により焼失したが、昭和41年に再
http://www.okayama 建。
086-225-2096
宇喜多氏、小早川氏、池田氏それぞれ 12月２９日～３１ 休館
-kanko.net/ujo/
の時代の岡山城の歴史資料等の展示
や、お城に関するエピソードを紹介して
いる。
天守閣内の備前焼工房では土ひねり

岡山県岡山市北区丸の内2-6-30

・自動化書庫等通常立ち入ることので
http://www.libnet.pr きない書庫の見学
086-224-1286
ef.okayama.jp/
・館内案内
・閲覧案内はない。自由行動。

月曜日休館
（月曜日が祝日の場合、翌日が休日）
１時間程度
学校等の団体受入れは、平日のみ
午前１０：３０～
午後１３：００～

無料

http://www.pref.okay 岡山県の歴史と文化について県内に
086-272-1178 ama.jp/kyoiku/kenha 残された貴重な文化財を見ることで学
ku/hakubu.htm
ぶ

月曜日 休館
（月曜日が祝日の場合、翌日が休館
日）

高校生以下無料
※ただし、特別展 バス 約15分
は別途料金

•学校教育活動の一環で入館する小中高校
生は無料（事前に申請書を提出）

ボランティアガイドによる解説やオリジ
http://www.okayama ナル紙芝居などもあります。事前相談
086-272-1148
-korakuen.jp/
が必要。
子供向けパンフレット有。

年中無休

小人１４０円
大人４００円

・教職員又は保育士が引率する岡山県内
の保育園児・幼稚園児・小中学生の団体お
よびそれらの引率者は入園料免除

岡山市北区後楽園1-5

岡山市北区後楽園１－５

約３０分

1時間

小中学生１２０円
バス 約15分
大人３００円

岡山市内の幼稚園（保育園含む）・小・中学
校及び高等学校が授業（養育）の一環とし
て入場する児童・生徒及び引率者は入場料
金免除
※事前申請が必要です。

利用2週間前までに予約必要
ＨＰから、申請書をダウンロード
館内駐車場は、バスの駐車ができないた
め、各団体で手配。
事前に申請をすれば、当日利用者カード
で、早速本を借りることも可能。

バス 約15分

バス 約15分

津島やよい広場

博物館等

http://www.pref.okay
ama.jp/kyoiku/kodai
＜問い合わせ先＞
/tsushima自由に出土品の見学や復元住居の見
岡山県古代吉備文化財センター
午前９時から午後４時30分まで
gakushushien.html
学ができる。
津島やよい広場
調査第一課
休館日 毎週月曜日
086-293-3211
また、事前にセンターへお申込いただ
遺跡＆スポーツミュージアム 岡山市北区西花尻1325-3
（祝日及び振替休日の場合は翌日）
遺跡＆スポーツ
ければ、遺跡や出土品の解説など、
臨時休館有
ミュージアム
様々な学習支援が可能。

１時間～２時間要 相談

ホンモノの出土品に触れたり、火起しや勾
徒歩 約１５分 玉作りなどの体験も可能。ただし、内容や
費用、人数等については事前に要相談。

バス 約30分

http://www.pref.okay
ama.jp/kyoiku/kodai
/tsmsrkn.htm

博物館等

県古代吉備文化財センター 岡山市北区西花尻１３２５－３

http://www.pref.okay 展示室の見学。施設内での調査作業
086-293-3211 ama.jp/kyoiku/kodai （復元や実測等）についての見学。出
/kodaik.htm
土品に触れる体験。

平日の午前９時～午後５時
（展示室は年末・年始を除き、土・日・
祝日も開館）

1時間程度

無料

駅見・旅育担
当
086-221-5547

平日午前中のみ

２時間

無料

駅構内見学・・・８０人程度まで
バス 約15分 新幹線体験乗車・・・３０人程度まで
３ヶ月前の日から１ヶ月前の日までに申込
む。

1時間

無料

バス 約15分 社内工事により見学できない場合がある。

毎週水曜日が原則
午前10時から

1時間半

無料

エリア内の小学5年生を対象 ５０人程度
バス 約10分 上履き持参
予約必要 1ヶ月前までに電話連絡

三野浄水場見学
沈砂池・普通沈でん池・急速かくはん池・薬品沈
でん池などの施設を、職員の案内で見学します
（30分程度）
水道記念館見学
体験型施設である水道記念館を自由に見学し、
楽しく遊びながら水について学びます（30分程
度）

火曜日～金曜日
午前１０時～午後４時

１時間～
１時間半

無料

バス 約15分 １０人以上、１５０人まで

紙面編集（１０：３０～）
紙面印刷（１２：３０～）

１０：３０～

各1時間程度

無料

昼食は山陽新聞社で食べるスペースがあ
バス 約２０分 る。
午前と午後のどちらかでも見学可

身の回りの暮らし ＪＲ西日本 岡山駅

岡山県岡山市北区駅元町１－１

身の回りの暮らし テレビせとうち（TSC）

http://www.webtsc.c
岡山県岡山市北区柳町２丁目１−１ 086-803-7000 om/soumu/youkoso スタジオ等の見学
/youkosotsc.htm

身の回りの暮らし 岡山放送（OHK）

岡山県岡山市北区下石井１－２－
http://www.ohk.co.jp
１
086-252-3211
ビデオによる説明とスタジオ見学など
/o_visit/index.php
イオンモール岡山 ミルン

身の回りの暮らし

三野浄水場
岡山市水道記念館

身の回りの暮らし 山陽新聞

岡山市北区三野一丁目2番1号

http://www.water.ok
086-222-3939 ayama.okayama.jp/ki
nen/index.htm

岡山県岡山市北区柳町２丁目１−１ 086-803-8075

駅構内見学・新幹線体験乗車

１２：３０～

見学希望日の1か月前までに相談の上、申
請書を提出
申請書様式はＨＰからダウンロード

