指定見学施設一覧表
指定見学施設名

住所・電話番号 所要時間 入構証等の手続き
予 約
○：必 要 ×：不 要

（独）国立公文書館つくば分館

〒300-4246
つくば市上沢6−6
TEL. 029-867-1910

30〜60分

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

〒305-0801
つくば市大穂1-1
TEL. 029-864-5113

①30分

(独）建築研究所
国土交通省
国土技術政策総合研究所
(独）土木研究所

〒305-0802
つくば市立原1番地
TEL. 029-864-2151
FAX. 029-879-0627
〒305-0804
つくば市旭１番地
TEL. 029-864-2211
〒305-8516
つくば市南原１番地６
TEL. 029-879-6700

×

約1時間

60分

①→× ②→○
②の場合は、係員誘導に
従ってください。

○

○

30分

×

（独）防災科学技術研究所

〒305-0006
つくば市天王台３-１
TEL. 029-863-7792
FAX. 029-851-1622

60分

×

〒300-2622
つくば市要315
TEL. 029-864-2961

120分

×

〒305-8577
つくば市天王台1-1-1
TEL. 029-853-2063
029-853-2064

30分程度

×

〒305-0811
つくば市北郷１番
TEL. 029-864-1872

60分

×

ゆかりの森昆虫館

〒300-2633
つくば市遠東676
TEL. 029-847-5061

30分

(独）国立科学博物館
筑波実験植物園

〒305-0005
つくば市天久保4-1-1
TEL. 029-851-5159

サイバーダインスタジオ

〒305-0817
つくば市研究学園 C50街区1
イーアスつくば 2F
TEL. 029-828-8282

国土地理院
「地図と測量の科学館」

※内容欄に掲載、
クラフト 受付時間
（10:00-11:30
13:30-15:30）

30分

〒305-0031
つくば市吾妻3-1
TEL. 029-858-4814

①90分
②最長120分
③90分

つくばエキスポセンター

〒305-0031
つくば市吾妻2-9
TEL. 029-858-1100

展示場
（30分〜60分）
プラネタリウム
（60分）

つくばサイエンス・
インフォメーションセンター

〒305-0031
つくば市吾妻1-10-1
TEL. 029-852-6789
FAX．029-852-5513

筑波学院大学

(財）日本自動車研究所

〒305-0822
つくば市苅間2530
TEL. 029-856-1112

右欄②
のみ○

×

〒305-0805
つくば市花畑1-7-1
TEL. 029-868-6020

筑波大学

容

見学可能な日時等
①展示7/23(月）〜8/31(金）9:30〜17:00(土・日・祝日休館、ただし、8月の土曜日は開館します。）
②開催期間中の平日11:00〜15:00（12:00〜13:00を除く）
＊四ツ目綴じ体験講座：8月の土曜日のみ13:30〜１時間程度。 一回につき定員先着20名（小中学生
のみ）電話でご予約ください。

①コミュニケーションプラザ（常設展示ホール）見学

①9:30〜16：30（毎日開館）ただし、8月16日（木）〜18日（土）を除く。

①展示館の自由見学
②実験施設のツアー見学 (定員制・予約制）

①展示館見学は、7/24(月 )〜8/31(水）月〜金 10:00〜12:00と13:00〜16:00
②実験施設のツアー見学は、7/25(水）と7/28(土） ②は、事前に電話予約が必要です。(先着順）時間
の詳細は、総務課までお問合せいただくか、建築研究所のホームページをご覧下さい。
http://www.kenken.go.jp/

○

正門インフォメーションセンターにて
来所目的（つくばちびっこ博士見学）を
告げ、「見学者証」を受け取る。

ＮＴＴアクセス
サービスシステム研究所

戸田建設 ㈱ 技術研究所

右欄②の＊
のみ○

内

①「はたらく動物と百年前の教科書」： 江戸から現代までの「働く動物」と百年前の教科書
に視点をあて、当館が所蔵する公文書等を中心に紹介します。
②「和綴じの記録帳を作ってみよう！」和綴じ体験 ： 簡単な和綴じを紹介。また、小中学
生を対象に予約制による四つ目綴じの体験講座も開催します。

○

〔バス乗車による見学ツアー〕
試験走路 (+高速走行体験 )、残響室･無響室、無線で動く
ショベルカーの実験

光の伝わる仕組み

月〜金 ①11:00〜 ②13:30〜 見学希望日の前日までに電話予約が必要です。団体で見学しますので、
集合時間厳守でお願いします．
予約開始日：7/17（火）9:00〜
※8/13〜17の見学はお休みです。 ※節電等の影響でスケジュールが変更になる場合がありますので
ご了承ください。必ず事前に電話予約をお願いします。

Ｄｒ．ナダレンジャーの「真夏の自然災害実験教室」

Ｄｒ．
ナダレンジャーの「真夏の自然災害実験教室」期間中５日間 10回
実施日：7月25日（水）、8月6日（月）、8月16日（木）、8月20日（月）、8月27日（月）
1回目10：30〜11：30 2回目14：00〜15：00
※スタンプラリーは上記5日間のみ実施

地震による建物ゆれを防ぐ技術の実演
演奏の良い響きや電車騒音を直接体感
建物の屋上に造ったビオトープ (メダカいるよ !)の見学
超硬いコンクリートの破壊試験実演 他

8月3日 (金 )午前（10時〜12時）および午後（14時〜16時）（合計２回）
希望時間を記入して
※葉書に〒､住所、代表者名、電話番号（日中連絡が取れる番号）、大人・子供の人数、
申し込む。7月20日必着。抽選後、当選者には7月中に電話かハガキで連絡する。

筑波大学ギャラリー
「朝永記念室、白川記念室、体育・スポーツ展示等」

○

○7月27日（金）9:45、11:00、
13:00、14:15、15:30に見学バス発
○国土技術政策総合研究所と土木研究所の共同開催（国土技術政策総合研究所本館前集合）
○定員制のため、電話による予約制（先着順）
○予約先：国土技術政策総合研究所 総務部総務課 ℡029-864−2672
※予約申込期間：7月13日（金）
〜7月20日（金）平日9時〜17時

7/21（土）〜8/10(金）、8/21（火）〜8/31(金）
火〜日 9：00〜17：00（月曜日休館）

・大きな地球儀の上を歩いてみよう！
・測量用航空機「くにかぜ」を内部公開！
・測量を実際に体験してみよう！
その他、夏休みイベントを多数ご用意！（無料）

開館日：毎週火曜日〜日曜日 9:30〜16:30
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）
※団体（15名以上）予約は、電話で空き状況を確認後、希望日の一週間前までに HP
(http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/index.html)、もしくは FAX (029-864-3729) にて申込書を
提出して下さい。

×

約5000点の昆虫標本が展示されています
ちびっこ博士の参加者は無料・大人210円

9:00〜16:30（閉館17:00）
休館日 月曜（祝日の場合は翌日休）

×

●植物園フェスタ 7/21（土）〜8/5（日）開催
毎週火曜日〜日曜日9:00〜17:00
①クイズラリー 30分〜60分
（入園は16:30まで）
②体験イベント 30分程度（混雑時は人数制限あり。）
7/21-24 葉脈のしおり (23日は休園 )、7/25-26 押し花コースター、7/27-29 ホオノキアート、 ※ただし7／21（土）〜8／31（金）まで
7/31-8/1 マツボックリクラフト、8/2-3 押し花はがき、8/4-5 押し花しおり

×

世界的に注目を集めている CYBERDYNE（サイバーダイン）のロボットスーツ HALを中
心に、日々開発が進む様々なテクノロジー、特に先端福祉機器やロボット技術・サイバニク
ス技術をテーマに展示・運用している施設です。現在入館は無料となっており、
展示は自由
にご覧いただけます。

10時〜21時（スタンプは17時まで）

①「legoロボットを体験してみよう」
②「テクノ手芸を体験しよう」ワークショップ
③「算数を楽しもう！」ワークショップ

①8/10（金）8/23（木）各10:00〜 各18名 4年生以上
②8/22（金）1）9:30〜/2）13:30〜 各20名 対象学年なし
③8/24（金）13:30〜 50名 4年生以上
■以下のＥ-メールでの申込み hakase2012@tsukuba-g.ac.jp
■申込み期間は7/18〜20(20日は17時で締切 )まで。メール以外での申込みや期間外の申込みは無効。申
込みは1名につき1講座1件まで。※当日のキャンセル待ちなし。
■件名を希望講座名「レゴロボ」、
「テクノ手芸」、
「算数を楽しもう」とし、本文に ①希望者氏名 (ﾌﾘｶﾞﾅ)②学
年 ③性別 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号を記入。
■抽選結果は、講座日の1週間前までにメールで連絡。@tsukuba-g.ac.jpを受信可能にしてください。

×

×

20分

×

20分

守衛所で氏名記入

※但し、団体
（15名以上）の
場合

○

20名様以上
（要予約）

※のみ○

○

・プラネタリウム、参加体験型展示など。
（宇宙、海洋、原子力、ナノテクノロジー、生命科学、
地球環境）
・ちびっこ博士パスポートをお持ちの小中学生は、入館料は無料。
プラネタリウムは、料金がかかります。（追加料金200円）
開館時間：9：50〜17：00
ちびっこ博士パスポートの配布は当館では行っておりません。
※入館は閉館30分前まで
※プラネタリウム 一般おとな 800円 /一般こども 400円
※入館のみ 一般おとな 400円 /一般こども 200円
※割引券をお持ちの方、おとな入館のみ100円割引、こども入館のみ50円割引。

市内の各研究機関協力により，各研究機関の研究成果を展示しています。
特別講座
「いろんな紙ひこうきを折って，飛ばそう！」を開催。

JARI-PRコーナー（常設展示）見学
電気自動車、テストコース模型、衝突実験用ダミー人形など展示
※JARI-PRコーナーは通常一般公開しておりませんので、この機会に是非ご覧下さい。

開館時間：9時00分〜17時45分 休館日：月曜日（月曜日が祝日と重なった場合は翌日）
駐車場：駐車場はありません。周辺の有料駐車場をご利用ください。
※「いろんな紙ひこうきを折って，飛ばそう！」
日時：7月28日 (土）
13時30分〜15時30分
場所：つくばサイエンス・インフォメーションセンター大会議室
募集人数：先着30名とします。参加費無料。
応募方法：つくば市 HP→「観光・イベント」→「いろんな紙ひこうきを折って、飛ばそう！」内申込みから (詳しく
は HPをご覧ください。） 申込期間：平成24年7月18日 (水）
10時〜7月20日(金）23時59分まで。なお、期間外の
受付は、いたしません。※参加決定者にはメールにてご連絡いたします。
（確認のため電話連絡もあります。)
7月30日（月）〜8月3日（金）

10:00〜16:00

アステラス製薬 (株）
つくば研究センター(御幸が丘）

〒305-8585
つくば市御幸が丘21
TEL. 029-863-7048
FAX. 029-852-2965

①90分
②180分

つくば国際会議場

〒305-0032
つくば市竹園2-20-3
TEL. 029-861-0001

10分

(独）物質・材料研究機構

〒305-0047
つくば市千現1-2-1
TEL. 029-859-2026

①60分
②60分

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
筑波宇宙センター

〒305-8505
つくば市千現2-1-1
TEL. 029-868-2023

スペースドーム
30分程度
見学ツアー
70〜75分

スペースドーム /プラネット
キューブ→ ×
見学ツアー→○
見学受付（E-2）にて手続き

(独）産業技術総合研究所
地質標本館

〒305-8567
つくば市東1-1-1
TEL. 029-861-3750

約90分

乗用車を利用の場合は正門
にて一時停止をして通行証
を受け取り、ダッシュボー
ドに掲示

(独）産業技術総合研究所
サイエンス・スクエア つくば

〒305-8567
つくば市東1-1-1
TEL. 029-861-3750

50分

乗用車を利用の場合は正門
にて一時停止をして通行証
を受け取り、ダッシュボー
ドに掲示

60分

×

施設見学、観測機器・パネルの展示、ゾンデ放球

30分

×

４月１日に気象庁本庁（東京大手町）からつくばに移設更新された風洞施設を公開します。世界的に見て
も珍しい風向風速計の検定・検査に特化した風洞施設です。 併せて歴史的価値のある古い気象測器の展 8月1日（水）10時〜16時 (受付終了15時30分）
示 (カンベル日照計）
・スケルトン転倒ます雨量計・展示用風向風速計の実演、超音波積雪計で身長測定、気
象測器のパネル展示もします。

60分

×

気象や地震に関する簡単な実験や、気象研究所が行う研究をパネル展示するほか、
気象庁マスコッ
トキャラクター「はれるん」と一緒に写真撮影など、自由に参加、見学できます。
※駐車場が少なく限りがあるので、公共の交通機関のご利用をお願いします。
※屋外のコーナーもあるので、飲み物などをお持ちになりご来場ください。

×

研究施設見学、環境講座、クイズ、体験型イベント

7月21日（土）9：30〜16：00（受付終了15:00 )

30分

×

パネル・果物展示、果物を使った実験

7月25日 (水 )・8月 1日 (水 )
10時〜16時 (受付終了15:30)

30〜40分

×

花の仕組みを観察実習・パネル展示
温室見学（13:30〜14:00）

30〜45分

×

①種苗管理センターの業務・施設の見学
②鉢上げ体験（予約は不要ですが、苗がなくなり次第終了します。）

高層気象台
気象測器検定試験センター
気象研究所
（独）国立環境研究所
農研機構

農研機構

果樹研究所

花き研究所

（独）種苗管理センター

（独）農業生物資源研究所

(独）医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター

〒305-0052
つくば市長峰1-2
TEL. 029-851-4125
FAX. 029-851-5765
〒305-0052
つくば市長峰1-2
TEL. 029-851-4121
FAX. 029-851-1670
〒305-0052
つくば市長峰1-1
TEL. 029-853-8546
FAX. 029-853-8545
〒305-8506
つくば市小野川16-2
TEL. 029-850-2309
FAX. 029-851-2854
〒305-8605
つくば市藤本２-１
TEL. 029-838-6447
FAX. 029-838-6437
〒305-8519
つくば市藤本２-１
TEL. 029-838-6804
FAX. 029-838-6841

〒305-0852
つくば市藤本2-2
TEL. 029-838-6587
FAX. 029-839-1183

〒305-0843
つくば市八幡台1-2
TEL. 029-838-0571

〒305-0074
（独）国際協力機構
つくば市高野台3-6
筑波国際センター（JICA筑波） TEL. 029-838-1113

理化学研究所筑波研究所
農業環境技術研究所
食と農の科学館
森林総合研究所
もりの展示ルーム

〒305-0074
つくば市高野台3-1-1
TEL. 029-836-9111
〒305-8604
つくば市観音台3-1-3
TEL. 029-838-8191
FAX. 029-838-8299
〒305-8517
つくば市観音台3-1-1
TEL. 029-838-8980
〒305-8687
つくば市松の里１
TEL. 029-829-8134

○
実施当日、千現地区研究本館管理
棟1階正面玄関受付者に「ちびっ
こ博士」参加の旨申し出する。

○

約2時間
（見学可能な
全施設を回っ
た場合）

○

×

○

（会 場）
〒305-8634
つくば市大わし 1-2
（申込み先）
〒305-8602
つくば市観音台 2-1-2
TEL. 029-838-8469

○

当選者のかたには、入構手続き
の案内が通知されます。当日受
付にて入構証をお渡しします。

①わかりやすいくすりの話，研究所見学
(13:30-15:00)小中学生（定員40名）
②①に加え，くすりに関する実験
（13:30-16:30)5年生以上限定（定員20名）
施設内自由見学
見学可能な場所は、会議場内のエントランス、廊下等の公共スペースです。
各ホールを含む会議室内は見学できません。

●見学出来る日 ちびっ子博士開催期間中
●見学時間 9時30分〜17時00分
※会議の開催状況によっては、見学できない場合があります。

①金属の不思議
②とても冷たい世界のできごと −超伝導のはなし−

8月24日（金）①13:30〜 金属の不思議 ②15:30〜 とても冷たい世界のできごと −超伝導のはなし−
●葉書による応募
（8/1必着）
で抽選の結果、当選者には後日ご連絡いたします。詳しくは http://www.
nims.go.jp/publicity/events/tsukuba-kids-dr/index.htmlをご確認の上、ご応募下さい。

スペースドーム／
【予約無】スペースドーム（展示館）及び、プラネットキューブ（企画展）自由見学
プラネット
【要予約】ガイド付き施設見学ツアー
キューブ ×
見学ツアー ○

○

団体の場合

○

団体の場合

8月2日 (木 ) ①13:30-15:00 ②13:30-16:30 ハガキ又は FAX(029-852-2965)に
て応募で7/13（金）必着。抽選後、当選者に連絡。申込は1家族1通。
【住所・希望者氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)・学年・同行者氏名 (幼児有の場合は年齢も )・電話番号・FAX番号・希望コー
ス(①か②)・マイカーの有無】を明記ください。

・スペースドーム／プラネットキューブ
毎日10：00〜17：00
・見学ツアー
10時、
11時、
13時、
14時、
15時 お電話にて予約受付

開館日：毎週火〜日 9：30〜16：30
休館日：毎週月曜日休館（祝日の場合は翌平日 )。
臨時休館（10/13、10/21）
年末年始 (12月28日から1月4日まで )
岩石・鉱物・化石類の展示、日本列島の地質や太平洋の海底大型模型、その他地球に関する
※ 団体（15名以上）の場合は予約が必要です。
いろいろな情報
電話：029-861-3750（休館日を除く9時30分から16時30分まで）
「未来の技術がいっぱい！」をコンセプトにした産総研の常設展示施設です。
最先端の産業技術を楽しく見学できます。

開館日：毎週 火〜日 9:30-17:00
休館日：毎週月曜日休館 (祝日の場合は翌平日 )。
※団体（10名以上）
の場合は予約が必要です。以下のいずれかの方法でご予約下さい。
電話：029-862-6215（平日9時30分から17時まで）
ＦＡＸ：029-862-6212 Eメール：sst-ml@aist.go.jp

8月1日（水）10時〜16時 (受付終了15時30分）

8月1日（水）10時〜16時 (受付終了15時30分）

7/25（水）・8/1（水）・8/8（水）9:30〜16:00まで
（受付終了15:30）

夏休み期間中 7/25、8/1、8/8の3日間 (10:00〜12:00・13:00〜15:00）
○開催日時 7/25(水）、8/22(水）両日とも 10:30〜11:30、13:30〜14:30、
15:30〜16:30 の 3 回(全6回）
○募集定員 各回とも定員20名 (合計120名 )
○応募方法 往復ハガキに「つくばちびっ子博士参加希望」
と明記し、①住所、②電話番号 (日中連絡の
とれる番号）、③連絡用 E -mail アドレス、④希望者氏名・学年 (家族で参加の場合は兄弟姉妹全員分）、⑤同
行する保護者氏名、⑥希望日する日(7/25、8/22、両日のいずれかを記載して下さい。参加時間は申込み後、
抽選で決定し通知します。
）
、を記入し、
左記申込み先住所までご応募下さい。応募は1家族１通とします。
○応募締切 7月20日 (金曜日）消印有効
※締切後、応募者多数の場合は抽選し、返信ハガキにて結果をお知らせいたします。
7月31日(火)①10時の部と②14時の部の2回実施。
（各20名）往復ハガキによる応募 (7月24日必着）
で
後日当選者に連絡。希望者 (同行者を含む）の氏名、年齢、希望時間（上記①②のいずれか選択）を記載。
一家族１枚限り。

○

○

キミも昆虫博士！? 〜夏休みに知ろう虫の研究〜
○当たればキミも昆虫博士! カメムシの臭い当てクイズ (7月25日 (水曜日 ))
○シロアリと遊ぼう ! 昆虫フェロモンの不思議 (8月22日 (水曜日 ))
○宇宙でも死なないスーパー昆虫 !! ネムリユスリカってどんな虫 (両日 )、
と大わし地区展示室見学 (遺伝子組換えカイコの光るドレスなど )

120分

×

○

薬用植物わくわく体験コース
― 薬草の色とにおいの秘密 ―
― 薬草のしおりを作ろう！ ―

①30〜60分
②60分
③30分

×

②と③
は〇
予約必要

1. 2.とも
各120分

×

○

① 150分
(雨天時は120分 )
② 30分

×

①のみ
○

30〜60分

×

農研機構を始め、農林水産省所管の独立行政法人における研究成果や新しく開発した技術を紹介 9時〜16時（年末年始を除く毎日開館）
※施設点検等により休館する場合は、HP等でお知らせしますので確認ください。
しており、農業の大切さ、それを支えてきた農業技術発達の歩みを知ることができます。

○

もりの展示ルーム夏休み公開
動物の剥製（はくせい）や昆虫の標本など展示されています。樹木を知るために、世界一重
い木など木の種類ごとの重さの違いと特徴を体感してね。木は水に浮く？沈む？簡単な実
験もしてみましょう。ほかにも、森林に関する発見があるかもしれませんよ。

60分程度

30分

当日玄関で受
付し配布

正門守衛所で「つくばちび
っ子博士」
来所者である旨
を告げる。

①企画展示「アフリカ展」（自由見学） 開発途上国について学べる展示、民族衣装試着など
①7/23（月）〜8/31（金）の平日10：00 -12：00 ②7/24（火）
「野菜」、8/9（木）
「稲作」
11：00 -12：00
②体験学習「農業分野の国際協力」
（小学生以上対象。予約制）
（各回先着30人まで） ③8/2 (木）、 8/23（木）の11:30 -12:00（各回先着15人まで）②と③の予約申
展示物・施設の見学の後に農業研修の一部を体験。
込先：希望日、氏名、学年、連絡先を次まで E-mail：Noguchi-Miwa@jica.go.jp
③絵本の読み聞かせ（小学校低学年以下を対象。
予約制）
ファックス：029-838-1119
※予約不要のミニおはなし会も8/13 -15, 8/27を除きほぼ毎日行います。
7/13より予約受付開始。予約状況などは JICA筑波 HPにてお知らせします。
食堂でエスニックランチ（有料）
も体験できますが、混雑を避けるため12：00〜12：30にお願いします。
1．
「DNAってどんなもの〜？見て触れて、DNAストラップを作ろう！」
2．
「細胞培養の基本をやってみよう！いろいろな細胞を観察してみよう！」
※往復はがきに住所・氏名・学年を明記し希望受講内容を明記すること。7月13日
（金）
締切：応募多数の場合は、研究所で選定します。

① 昆虫採集教室
（昆虫採集・標本作り、雨天時は標本作りのみ）
② 地球をつくる―土・昆虫・微生物―
（展示館見学）

1．7月26日（木）午前10：00〜12：00と午後13：30から15：30の2回受講のどちらかを選択
小学４年生以上 各10名まで
2．7月27日（金）午前10：00〜12：00と午後14：00から16：00の2回受講のどちらかを選択
小学４年生以上 各10名まで
① 7/26(木 ) 9:30〜12:00(20名 )､7/27(金 ) 9:30〜12:00(20名 ) 小学3年生以上対象
【ハガキ･FAX・Eメールで応募】（〆切）7/18(水 )必着、応募者多数の場合は抽選。応募者全員に結果を
郵送します。
② 8/8(水）、8/22(水）
【当日受付】受付時間14:00〜15:30 ※詳しくは、所 HPで案内 (農業環境で検索）

つくばちびっ子博士開催期間中の全日
10:00〜16:00(受付終了は15:30)

