
特別展示、体験講座、講演会

主催 地域 期間 イベント名

北海道大学総合博物館、道総研  地
質研究所、産総研  地質調査総合セ
ンター、 札幌市博物館活動センター、
日本地質学会北海道支部、北海道地
質調査業協会

北海道 2012/4/24-5/27 「私たちの生活を支える金属鉱床 - 札幌周辺の鉱山を例に」

北海道大学総合博物館、道総研  地
質研究所、産総研  地質調査総合セ
ンター、 札幌市博物館活動センター、
日本地質学会北海道支部、北海道地
質調査業協会

北海道 2012/5/12 【2012年度「地質の日」企画展示】関連土曜市民セミナー

弘前大学理工学部地球環境学科、弘
前大学教育学部地学研究室、地学団
体研究会青森支部

青森 2012/5/12
「地質の日」in 弘前２０１２
「恐竜を紙でつくってみよう」

弘前大学理工学部地球環境学科、弘
前大学教育学部地学研究室、地学団
体研究会青森支部

青森 2012/5/12

「地質の日」in 弘前２０１２
講演「２０１１ 年３月１１日の巨大津波による浸食と堆積の記録:野田村
海食崖と大須賀、白浜海岸を例に」
講演「ミクロの化石から昔の津軽海峡を考える」

秋田大学大学院工学資源学部附属
鉱業博物館

秋田 2012/5/10 「地質の日」無料開放

産業技術総合研究所　地質調査総合
センター　地質標本館

茨城 2012/4/16-5/11 地質の日関連行事 経済産業省本館ロビー展示

産業技術総合研究所　地質調査総合
センター　地質標本館

茨城 2012/4/17-7/1
地質標本館 春の特別展 : 日本・オマーン国交樹立40周年特別企画
    「砂漠を歩いてマントルへ -中東オマーンの地質探訪-」
      Desert to Mantle: Exploring Oman's geology

佐野市葛生化石館 栃木 2012/5/12 「化石とあそぼう」

埼玉県立川の博物館 埼玉 2012/5/3 かわはくであそぼう・まなぼう

埼玉県立川の博物館 埼玉 2012/5/4 ストーンペインティング

千葉県立中央博物館 千葉 2012/4/21-6/3 トピックス展 第3回惑星地球フォトコンテスト 入選作品展示会

千葉県立中央博物館 千葉 2012/5/4 「石を割ってみよう」

千葉県立中央博物館 千葉 2012/5/5 本物の化石にさわってみよう」
日本地質学会・千葉県立中央博物館 千葉 2012/4/21-6/3 第3回惑星地球フォトコンテスト入賞作品の展示

東京大学教養学部駒場博物館 東京 2012/3/5-5/11 所蔵品展「第一高等学校・東京大学教養学部の理科教育用資料」

東京大学教養学部駒場博物館 東京 2012/5/12-7/1 特別展「石の世界 -岩石・鉱物・化石の研究- (仮題)」

多摩六都科学館 東京 2012/5/12、13、19、20 液状化ってなぁに？

日本地質学会 東京 2012/5/19 第3回惑星地球フォトコンテスト入賞作品の講評と表彰

平塚市博物館 神奈川 2012/5/6 博物館子どもフェスタ2012「おいしく学ぶキッチン火山実験」

平塚市博物館 神奈川 2012/5/6 博物館子どもフェスタ2012「小さいけど偉大なプチ化石実物図鑑つくり」

丹沢化石研究会・平塚市博物館 神奈川 2012/4/1-5/6
企画展 『花水川源流からのメッセージ -南から来た丹沢の岩石・化石
展-』

福井県立恐竜博物館 福井 2012/5/13 博物館自然教室「石をしらべよう!」

福井県立恐竜博物館 福井 2012/5/20 博物館セミナー「生命の歴史をひもとく 2 福井のイグアノドン類たち」

飯田市美術博物館 長野 2012/5/19 地質講座　信州の生活の場を作った活断層

飯田市美術博物館 長野 2012/5/26
総会記念講演会 海底から探る東北地方太平洋沖地震と東海・東南
海・南海地震

飯田市美術博物館 長野 2012/2/21-6/10 寄贈標本（富草の動物化石）の速報展

飯田市美術博物館 長野 2012/5/3,4,5,20 追手町小学校化石標本室の公開

岐阜県博物館 岐阜 2012/5/3 体験講座「化石のレプリカをつくろう」

岐阜県博物館 岐阜 2012/5/20 カルチャー講座「化石クリーニング講座 初級編 2」

岐阜県博物館 岐阜 2012/6/3 体験講座「化石のペーパーウェイトをつくろう」

岐阜県博物館 岐阜 2012/6/17 カルチャー講座「化石クリーニング講座 初級編 3」
中津川市鉱物博物館 岐阜 2012/5/5 石割体験

浜松市博物館 静岡 2012/4/14-6/3 テーマ展「浜松の災害史」

浜松市博物館 静岡 2012/4/14-6/3 市民コレクター展「浜松周辺の化石」

日本地質学会・東海大学自然史博物
館

静岡 2012/4/28-5/13 第2回（2011年）惑星地球フォトコンテスト入賞作品の展示

名古屋大学博物館・名古屋市科学館 愛知 2012/5/12、13
平成24年度第1回地球教室 -親子対象フィールドセミナー-
 深海の地層と化石を調べよう !

大阪市立自然史博物館 大阪 2012/5/13 第29回地球科学講演会「恐竜研究の最前線」

きしわだ自然資料館 大阪 2012/5/3, 4 ミニ実習「滑石で勾玉をつくろう」

きしわだ自然資料館 大阪 2012/5/12, 13 ミニ実習「化石レプリカ標本プレートづくり」

きしわだ自然資料館 大阪 2012/5/13 講演会「高倍率マクロ撮影による元素・鉱物・結晶」

きしわだ自然資料館 大阪 2012/5/20 きしわだ恐竜教室・子どもの部



防府市青少年科学館　ソラール 山口 2012/5/13 地学実験教室「パソコンで3D地形図を作ろう」

徳島県立博物館 徳島 2012/4/29 貝化石標本をつくろう

愛媛県総合科学博物館 愛媛 2012/5/12 「宝石入り！きれいな石のペーパーウェイト」

愛媛県総合科学博物館 愛媛 2012/5/20 「はくぶつかんジオツアー」

愛媛県総合科学博物館 愛媛 2012/5/26 「化石の入ったペーパーウェイト」

西予市商工観光課ジオパーク推進室 愛媛 2012/5/10 西予市城川地質館 無料開放

西予市商工観光課ジオパーク推進室 愛媛 2012/5/8-5/18 西予ジオパーク構想写真展

北九州市立自然史・歴史博物館 福岡 2012/5/6 室内講座 化石と地球の研究、最前線

佐賀県立宇宙科学館 佐賀 2012/4/28-5/6 ゆめぎんが ジオ・フェスティバル「三葉虫のレプリカ作り ! 」

雲仙岳災害記念館 長崎 2012/4/1-5/4 企画展『火砕流の猛威！』

宮崎県総合博物館 宮崎 2012/4/28-6/10 第32回日本自然科学写真協会写真展 (SSP展)

宮崎県総合博物館 宮崎 2012/5/5-6/4 「地質の日」関連エントランスロビー展示 「地質学」って何 ?

霧島ジオパーク 鹿児島 2012/4/29 火山活動についての講演とノカイドウ鑑賞会

霧島ジオパーク 鹿児島 2012/5/10-5/20 ミニ企画展 ～見る・聞く・触る  ジオの日～ 「地層が語る鹿児島の遺跡」

野外観察会

主催 地域 期間 イベント名

北海道大学総合博物館、道総研  地
質研究所、産総研  地質調査総合セ
ンター、 札幌市博物館活動センター、
日本地質学会北海道支部、北海道地
質調査業協会

北海道 2012/4/30 【2012年度「地質の日」企画展示】関連ミニツアー 「地質巡検」

仙台市科学館 宮城 2012/4/28 自然観察会「川崎鉱山の鉱物」

仙台市科学館 宮城 2012/5/26 自然観察会「焼河原の化石」

茨城県自然博物館 茨城 2012/5/13 自然観察会「茨城の金をたずねて」

佐野市葛生化石館 栃木 2012/5/19 化石採取教室

埼玉県立川の博物館 埼玉 2012/5/13 .「ジオパーク秩父」認定記念!かわはく青空教室　「札所をめぐってジオウォーク!」

埼玉県立自然の博物館 埼玉 2012/5/12 秩父ジオサイト探訪 1 和銅黒谷

千葉県立中央博物館 千葉 2012/5/13 地学野外観察会 「博物館周辺の地形・地質」

日本地質学会・　応用地質学会 東京 2012/5/13 徒歩見学会　街中ジオ散歩 in Tokyo「身近な地層や岩石を知ろう」

神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川 2012/4/29 足柄層化石ウォッチング

神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川 2012/5/3 春の地形地質観察会

相模原市立博物館 神奈川 2012/5/13, 20, 6/3,10 地質学講座「2億年前の海底を歩くー多摩川 御岳渓谷の地質ー」

三浦半島活断層調査会 神奈川 2012/5/12 記念観察会「深海から生まれた城ヶ島」

福井県立恐竜博物館 福井 2012/5/27 野外観察会「勝山のジオパークを訪ねて」

飯田市美術博物館 長野 2012/4/28 自然探索ジオツアー　名刹と鎮守の森と活断層

飯田市美術博物館 長野 2012/5/20 自然探索ジオツアー　山城・お寺・お宮と活断層

岐阜県博物館 岐阜 2012/5/13 現地観察会「土岐川で化石採集」

御浜町役場産業建設課 三重 2012/4/29 みかんの花と春の甘夏みかん狩りツアー

大阪市立自然史博物館 大阪 2012/5/27 テーマ別自然観察会「箕面の地質観察」

環境省近畿地方環境事務所 和歌山 2012/5/12
第5回地質の日フィールドワーク　 熊野のジオサイト 潮岬の海岸散歩
～マグマからできた岩石をたずねて～

徳島県立博物館 徳島 2012/6/3 白亜紀の地層見学（まんのう町）

西予市商工観光課 ジオパーク推進室 愛媛 2012/5/6 東京スカイツリーと同じ高さの高森山に登ろう!

西予市商工観光課 ジオパーク推進室 愛媛 2012/5/10 三滝山 ジオノルディックウォーク


