
特別展示、体験講座、講演会（１ページ目）
主催 開催地 期間 イベント名

北大総合博物館 / 日本地質学会北
海道支部 / 日本応用地質学会北海
道支部 /北海道応用地質研究会 /
北海道地質調査業協会 / 産総研
地質調査総合センター / 道総研  地
質研究所 / 札幌市博物館活動セン
ター

北海道 2013/4/23-6/2 企画展示「豊平川と共に－その恵みと災い－」

北大総合博物館 / 日本地質学会北
海道支部 / 日本応用地質学会北海
道支部 /北海道応用地質研究会 /
北海道地質調査業協会 / 産総研
地質調査総合センター / 道総研  地
質研究所 / 札幌市博物館活動セン
ター

北海道 2013/5/11 　「豊平川がつくりだした自然景観」

北大総合博物館 / 日本地質学会北
海道支部 / 日本応用地質学会北海
道支部 /北海道応用地質研究会 /
北海道地質調査業協会 / 産総研
地質調査総合センター / 道総研  地
質研究所 / 札幌市博物館活動セン
ター

北海道 2013/5/26 「開拓使が造ったサッポロビール」

弘前大学 青森県 2013/5/11
地質の日in弘前2013　恐竜のペーパークラフト作成と化石
の観察

相模原市立博物館 神奈川県
2013/5/12, 5/19,
6/2, 6/9

地質学講座「地質学入門」

相模原市立博物館 神奈川県 2013/6/23 「火山灰を顕微鏡で見てみよう」

神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県 2013/5/1
地質の日記念講演会「かながわの地震と火山の災害を考
える」

神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県 2013/5/25 「デジカメで地球生命展示を楽しもう」
平塚市博物館 神奈川県 2013/5/6 「ココアで逆断層を作ろう」
平塚市博物館 神奈川県 2013/5/6 「小さいけど偉大なプチ化石実物図鑑つくり」

戸田市立郷土博物館 埼玉県 2013/4/13-5/12 自然史コーナー展示『のぞいてみよう化石の世界』

埼玉県立川の博物館 埼玉県 2013/5/3-5/5
 あそぼう・まなぼう“地質の日記念”「液状化ってなんだろ
う？」

埼玉県立川の博物館 埼玉県
2013/4/28, 4/29,
5/4, 5/5

ストーンペインティング

埼玉県立川の博物館 埼玉県 2013/5/4, 5/6 学芸員と話そう「地学のおはなし」
千葉県中央博物館 千葉県 2013/5/4 石を割ってみよう
千葉県中央博物館 千葉県 2013/5/5 本物の化石にさわってみよう

産業技術総合研究所 茨城県 2013/4/15-5/10
「地質の日」の紹介展示・知的基盤（地質情報）整備につい
てパネル展示

産業技術総合研究所 茨城県 2013/4/16-5/31
第3回火山巡回展「霧島火山」
—ボラ(軽石)が降ってきた!新燃岳の噴火とその恵み—

産業技術総合研究所 茨城県 2013/5/11
地質標本館  地質の日関連イベント "作って学べる ! 工作
コーナー"

産業技術総合研究所 茨城県 2013/5/11-5/12 つくばフェスティバル出展

名古屋大学博物館 2013/5/10
2013年度「地質の日」特別講演会 「日本の地質の読み方・
使い方　－地球をよく知って上手に付き合うための基本情
報－」

豊橋市自然史博物館 愛知県 2013/5/25-6/30 企画展「東三河のジオサイト」

豊橋市自然史博物館 愛知県 2013/6/16 シンポジウム「東三河ジオパーク」
豊橋市自然史博物館 愛知県 2013/6/16 ワークショップ「東三河のジオサイト」
中津川市鉱物博物館 岐阜県 2013/5/5 「石割体験」



特別展示、体験講座、講演会（２ページ目）
主催 開催地 期間 イベント名

岐阜県博物館 岐阜県
2013/11/23-
2014/2/2

「足もとのお宝―岐阜の鉱物資源―」

岐阜県博物館 岐阜県 2013/4/27, 7/7 けんぱく講座「石をわって化石をみつけよう」
岐阜県博物館 岐阜県 2013/5/11 講座・講演会「化石プレパレーター養成講座②」
岐阜県博物館 岐阜県 2013/6/1 けんぱく講座「化石のペーパーウェイトをつくろう」
岐阜県博物館 岐阜県 2013/6/15 講座・講演会「化石プレパレーター養成講座③」
岐阜県博物館 岐阜県 2013/7/13 講座・講演会「化石プレパレーター養成講座④」
岐阜県博物館 岐阜県 2013/7/27 けんぱく講座「アンモナイトを調べよう」
岐阜県博物館 岐阜県 2013/8/10 講座・講演会「化石プレパレーター養成講座⑤」

岐阜県博物館 岐阜県 2013/8/31, 11/30 けんぱく講座「鉱物探し～パンニング体験～」

岐阜県博物館 岐阜県 2013/10/12 講座・講演会「化石プレパレーター養成講座⑥」
岐阜県博物館 岐阜県 2013/12/21 けんぱく講座「鉱物アクセサリーをつくろう」
岐阜県博物館 岐阜県 2014/1/13 けんぱく講座「化石アクセサリーをつくろう」
フォッサマグナミュージアム 新潟県 2013/5/5 化石のレプリカをつくろう
フォッサマグナミュージアム 新潟県 2013/5/11 友の会講演会・総会
フォッサマグナミュージアム 新潟県 2013/5/26 ジオ講座「ジオパークで酒を科学する」
フォッサマグナミュージアム 新潟県 2013/5/25 ジオ講座「糸魚川ジオパークの両生類・は虫類たち」
京都大学理学部地質学鉱物学教室・
総合博物館共催

京都 2013/5/11 大地は語る2013　－地質の日記念企画展－

防府市青少年科学館　ソラール 山口県 2013/5/12 地学実験教室「砂の中からキラ砂を探そう」
防府市青少年科学館　ソラール 山口県 2013/5/26 地学実験教室「化石のふしぎを体験しよう！」
徳島県立博物館 徳島県 2013/4/2-6/30 トピックコーナー　フランスの化石

徳島県立博物館 徳島県 2013/5/19
海部自然・文化セミナー　四国東部の地形と地質　見どこ
ろ案内

愛媛県総合科学博物館 愛媛県 2013/5/11
「地元特産！きれいで☆めずらしい石のペーパーウェイトを
つくろう」

愛媛県総合科学博物館 愛媛県 2013/5/12 「はくぶつかんジオツアー」
愛媛県総合科学博物館 愛媛県 2013/5/25 「やわらかい石でかわいいアクセサリーをつくろう☆」
愛媛県総合科学博物館 愛媛県 2013/5/26 博物館講座「銅山峰の植物」

鹿児島県立上野原縄文の森 鹿児島 2013/5/9-5-19
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」

産 業技術総合研究所 九 州センター 佐賀 5月9日
産 総研プレゼンツ・サイエンスカフェin鳥栖「レアアースを
確保せよ！～希少資源探査の最前線～」

佐賀県立宇宙科学館 佐賀 2013/4/27-5/6 ジオ・フェスティバル2013「レプリカ作り」



野外観察会
主催 開催地 期間 イベント名

北大総合博物館 / 日本地質学会北
海道支部 / 日本応用地質学会北海
道支部 /北海道応用地質研究会 /
北海道地質調査業協会 / 産総研
地質調査総合センター / 道総研  地
質研究所 / 札幌市博物館活動セン
ター

北海道 2013/5/18 「市民地質巡検～札幌のメムを訪ねる～」

石と賢治のミュージアム 岩手県 2013/5/12 中生代三畳紀の化石に触れてみよう
三浦半島活断層調査会 神奈川県 2013/5/11 城ケ島観察会

神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県 2013/5/3
「春の地形地質観察会　～谷ケ周辺の河原の岩石と鉱物
の観察～」

神奈川県立生命の星・地球博物館 神奈川県 2013/5/11 「あしがら化石ウォッチング」
千葉県中央博物館 千葉県 2013/5/11 「銚子ジオパークを訪ねる」
ミュージアムパーク茨城県自然博物
館

茨城県 2013/5/12 自然観察会「袋田の滝をつくった海底火山」

下仁田ジオパーク 群馬 2013/5/11 地質の日記念事業ジオツアー 「まちなか散策ツアー」
名古屋大学博物館 愛知県 2013/5/25, 26 「深海の地層と化石を調べよう」
豊橋市自然史博物館 愛知県 2013/10/6 東三河ジオツアー①「渥美半島の絶景をめぐる」
豊橋市自然史博物館 愛知県 2013/11/4 東三河ジオツアー②「奥三河の美をさぐる」
フォッサマグナミュージアム 新潟県 2013/5/3 天体観望会「春の星座とパンスターズ彗星を観察しよう」
フォッサマグナミュージアム 新潟県 2013/5/26 糸魚川世界ジオパークツアー
新潟大学理学部地質科学科 新潟県 2013/4/21 春の日曜地学ハイキング in 護摩堂山

環境省近畿地方環境事務所 和歌山県 2013/5/11
第6回「地質の日記念」&「ジオパーク認定応援」イベント
ジオパークをめざして　川舟で下る熊野川

秋吉台科学博物館 山口県 2013/5/12 自然観察会「新緑の秋吉台」
徳島県立博物館 徳島県 2013/5/26 たのしい地学体験教室　白亜紀の地層見学（勝浦）

徳島県立博物館 徳島県 2013/6/2
那賀川アドベンチャー

（財）阿蘇火山博物館 熊本 2013/5/11 杵島岳ジオツアー
（財）阿蘇火山博物館 熊本 2013/5/18 烏帽子岳ジオツアー


