
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地引網体験 海の生き物観察 海中探検 カヌー体験 海水浄化実験 環境問題講座

児童が自らの力でロープを

引いて海から網を上げます。

昔からの漁法を学ぶととも

に、海の生き物を見て触るこ

とが出来ます。

捕れた魚は原則お持ち帰

りいただきますが、ご希望が

あれば厨房で調理して食べて

いただくことも可能です！

観光地引網ではないので、

あまり魚が捕れないこともあ

ります。

潮が引いた時間帯に磯に

行くと、ひざ位まで海に入れ

ばヒトデ･ナマコ･アメフラ

シなど様々な生き物を児童

が捕まえることが出来ます。

海が豊かで、水の透明度も

高く、色々な生物も見つけら

れることから生物の多様性を

学び、海の環境に目を向ける

きっかけになります！

・箱めがね貸し出し OK

・ライフベスト貸し出し OK

フローティングベストを着

て、海に浮かんだ状態から海

中を観察するプログラム！

生物を捕まえるのではな

く、海中でどのように生活し

ているのかを学習します。

海底の海草の間に小魚を

見つけたり、岩の間に隠れた

ウニを見つけたり、時には大

きな魚が泳いでいたりと様々

な生物が観察できます！

※大型校は２回転等要相談

カヌーは２～４名が乗る

ことができます。クリアカヌ

ーは底に透明板が入っており

海中を見ることが可能です。

また潮の流れや波･風を感

じることができます。

同じ船のメンバー同士が

息を合わせて漕ぐ必要があ

り、協力することの大切さも

学ぶことができます！

・操船指導あり

・先生は救助船から監視も可

アサリを使った屋内での海

水浄化実験です。

海水を牛乳で白く濁らせ、

アサリが水を綺麗にする実験

を行います。子ども達にも実

験に参加してもらいます。

アサリという身近な生物を

通して海の水や海の環境につ

いて学びます！

実験結果が出るまでの時間

は、別のプログラムを体験す

ることが出来ます。

学校での環境学習授業と

つなげた環境講座が実施可

能です。(屋内)

先生方のご要望により、

｢海の水｣｢漂着ゴミ｣｢命のつ

ながり｣｢生物の進化｣など

様々なテーマで行います。

講座時間も 30分～指定可

児童が楽しく学べるよう

に、講座途中に体を動かすゲ

ームも取り入れています。

・雨天時のみ実施も可

※上記プログラム以外もご相談ください。 当施設の Facebookページで 「環境」と検索していただくと過去の環境体験の様子を見ることができます。

児童が自らの力でロープを

1回 5,000円
アサリを使った屋内での海

1回 500円
学校での環境学習授業と

無 料
フローティングベストを着

無 料
潮が引いた時間帯に磯に

無 料
カヌーは２～４名が乗る

1h800円～(1艇)



※下記プログラム以外もご相談ください。 当施設の Facebookページで ｢自然学校」と検索していただくと過去の様子を見ることができます。

海プロ・山プロの実践例 (一部学校料金) 施設や設備 (学校料金) お食事 (学校料金)

仲間と協力！カヌー体験 自分への挑戦！カヤック体験 仲間との共同作業 筏作り 緑がきれいな芝生広場 真っ白なビーチと青い海 当施設の食堂は、手作りの日

替わり定食をご提供！

朝食:和/洋食から選択

昼食:お弁当も可

夕食:日替わり定食

※ご飯･汁物はおかわり自由

下は食堂での夕食(例)です。

海の生物と触れ合う 磯観察 生きる力を育む 野外炊事 夜の海を学習 夜光虫観察 木造ロッジ(C棟) 木造ロッジ(A棟)

雨の日も可能 自然物工作 瀬戸内海と出会う 島内探検 最高の思い出 キャンプファイヤー 広い野外炊飯場 美味しさが自慢の食堂 地元の魚介類も取り入れ、栄

養バランスの良いお食事！

カレー･焼きそば･BBQ等の野

外炊事メニューもあります！

食品アレルギーも対応可能！

食事のお問い合わせ･ご質問

には料理長がお答えします！

こんなことをやってみたい、児童にこんな経験をさせたいなど何でもご相談ください！

上記プログラムは一部のご紹介です。その他、テント宿泊体験、プチ無人島体験など 日帰りでのご利用や１泊・２泊でのご利用も可能！まずはお問い合わせください！

素晴らしい自然学校となるよう、当施設が全面的にバックアップします！

半日 1艇 400円 1艇 2,000円半日 1艇 1,600円

も可能 自然
無 料

出 キ ンプ
無 料

上記プログラムは一部のご紹介です。その他、テント宿泊体験、プチ無人島体験

無 料
上記プログラムは一部のご紹介です。その他、テント宿泊体験、プチ無人島体験

1回 5,000円
上記プログラムは一部のご紹介です。その他、テント宿泊体験、プチ無人島体験

無料～

１泊 2,900円～ １泊 6,600円～

広 野外炊飯場 美味 さが自慢 食堂

(



環境体験モデル１ 環境体験モデル２ 自然学校モデル１ 自然学校モデル２

09:00 姫路港を出発

09:40当センター到着

10:00 入所式

10：15海水浄化実験

10：45着替え

11：00生き物観察

13:00実験結果確認

13:30退所式

14:00当センター発

14:40頃姫路港着

09:00 姫路港を出発

09:40当センター到着

10:00 入所式

10：15地引網体験

10：45貝殻あつめ

11;00昼食(お弁当)

11:45着替え

12:15海中探検

13:30退所式

14:00当センター発

14:40頃姫路港着

１日目
10:05 姫路港発の船で入島
11:30 入所式や施設説明
13:00 施設探検ハイキング
15:00 釣竿作り

１日目
10:05 姫路港発の船で入島
11:30 入所式や施設説明
13:00 カヤック体験
15:00 釣竿作り

２日目

09:00 釣り体験＆磯観察

13:30 カヤック体験

20:00 夜光虫観察

２日目

09:00 海の生き物磯観察

13:30 カヌーで野外活動地区へ

16:00 野外炊事～テント泊

３日目
09:00 カヌー体験

野外活動地区探検
15:00 野外炊飯
19:30 ナイトハイキング

３日目
09:00 野外活動地区で海中探検
11:00 カヌーで中央地区へ
15:00 地引網体験
19:30 夜光虫観察

４日目

09:00 いかだ作り

13:30 ネイチャーゲーム

19:30 キャンプファイヤー

４日目

09:00 島内ハイキング

14:00 自然物工作

19:30 キャンドルサービス

５日目
09:00 大そうじ
10:00 思い出作り工作
13:00 退所式
13:44 離島

５日目
07:30 朝食
09:00 大そうじ
10:00 退所式
11:00 離島

費用:人数×入島料\200+実験費\500+船代 費用:人数×入島料\200+地引網\5,000+船代 ※チャーター船なら離島時間の選択は自由 ※昼食はお弁当を離島時にお渡し可能

11:45温水シャワー

12:15昼食(お弁当)

13:00温水シャワー
ネイチャーゲーム

キャンプファイヤー キャンドルサービス

釣り体験＆磯観察

姫路港発の船で入島

野外活動地区で海中探検
カヌーで中央地区へ

時間・予算・内容など、何でもご相談ください！ 取り入れたいプログラムを指定していただければプランを作成し

自然学校日程案としてご提案させていただくことも可能です！日帰りでのご利用でも様々なプログラムが実施可能です！様々なプログラムが実施可能です！



兵庫県立いえしま自然体験センターとは  

 いえしま自然体験センターは、昭和５４年の

国際児童年を記念して、自然とのふれあいの中

で、親と子が心身を鍛錬し、創造性を高めるこ

とにより、心の通い合った幸せな家庭作りに資

するため、昭和５５年に設置された兵庫県立の

青少年育成施設です！（旧母と子の島） 

 平成１９年に環境学習センターを建設し、環

境学習の機能を有してリニューアル！ 

 いえしま自然体験センターと改名し、県の

｢海の環境学習の拠点｣の指定を受けています。 

 

 

 

運 営 理 念 

 南北に海をもつ兵庫の特性を生かし、海に囲

まれた自然の中で、親と子が集団生活を通して

自然に親しみ、自然に挑み、自然を愛し、自然

を理解し、大自然にはぐくまれつつ勤労や創造

の喜びを体験するとともに、互いの心のふれあ

いを深めるための学習の場を創造し、失われつ

つあるといわれる家庭教育の見直しの場とす

るとともに、明日の社会の担い手である子ども

たちを大自然の中で具体的生活体験を通じて、

心身ともに健やかに育てるための場である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

海の環境学習の拠点 

兵庫県立いえしま自然体験センター 

＊ 施 設 情 報 ＊ ＊ア ク セ ス (姫路港まで)＊ 

住所：〒672-0100 兵庫県姫路市家島町西島 

ＴＥＬ：079-327-1508/1509 (08:30～21:00) 

ＦＡＸ：０７９－３２７－１４６１ 

ＵＲＬ：http://www.shizen-ieshima.com/ 

尼崎より約１００分 明石より約６０分 

丹波より約１００分 赤穂より約５０分 

姫路バイパス(出口) 

姫路南ＩＣ～約２０分、中地ＩＣ～約１５分 

＊ 定期船・主要チャーター船情報 ＊ 

・輝観光  079-326-0218(定期･ﾁｬｰﾀｰ) 

・坊勢汽船 079-324-1138(定期) 

・坊勢渡船     079-326-0559 (ﾁｬｰﾀｰ) 

・高福ライナー 079-325-1970 (ﾁｬｰﾀｰ) 

＊ いえしま自然体験センター広報・SNS 情報 ＊ 

ホームページ Facebook Instagram @hyogo.ieshima YouTube[いえしま TV] 

利用情報やプログラムに関するお問い合わせ、 

お見積り等もお気軽にご連絡ください！ 

決定までの仮押さえもＯＫ！ 

キャンセルされた場合も、キャンセル料は発生しません！(例外有) 

http://www.shizen-ieshima.com/

