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ようこそ！ 群馬県立ぐんま昆虫の森へ
　群馬県立ぐんま昆虫の森は、45ヘクタールの園内には雑木林をはじめ、小川や水辺、田畑や草地、
かやぶき民家や桑畑など、多様な環境が備わった『里山』があり、散策や虫とりを通して、自然
と直接ふれあうことのできる「発見、体験型施設」です。
　「感動は人を育てる！」の理念のもと、
ぐんま昆虫の森は群馬の教育施設として、
これからも一人でも多くの皆さんに自然と
親しむ感動を共有していただけるよう努め
ております。このガイドには、当園をご利
用いただく幼稚園や保育所、学校団体のた
めの申込み方法やプログラムの紹介、利用
上の注意などを記載しました。
　ご利用の際に、どうぞご活用ください。

　入園料は中学生以下は無料です。引率の先生方も事前に書類を提出していただくことにより免
除できます。親子遠足などの保護者については有料ですが、20名以上で団体割引になります。
　本園は丘陵地を利用した施設のため園内に高低差があります。車いすでもご利用いただけます
が、砂利道や急坂もあるため介助が必要です。館内にはエレベーターや多機能トイレもあります。
入園ゲートで車いすの貸出もできますので、相談ください。
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１．ご利用までの流れ

○仮予約をする（前年度の１月～３月）
１月～３月に、電話で次年度のプランの予約ができます。
※予約制のプログラムは先着順に埋まりますので、仮予約をおすすめします。

・�４月からは本予約ができます。仮予約をされている場合は、担当の先
生と当日の内容の確認をすることで、本予約が完了します。
　（仮予約をしていなくても本予約は可能です。）１ヶ月前まで

〈仮予約（本予約）時の確認事項〉
　団体名、利用日時、学年、クラス数、子どもの数、引率者数、電話番号やＦＡＸ番号、
　希望のプログラム（４～８ページ参照）、担当の先生のお名前もうかがいます。

・�混雑時は、打合せ用紙のＦＡＸ送付に２週間～１ヶ月程度お時間をいただくことがあります。

・当日は先生方の引率で園内を移動していただきますので、事前の下見をおすすめします。
・�下見では、担当による案内や打合せもできますが、ご要望の日時に対応できないこともあります。
・�先生方だけで下見（自由下見）をしていただくこともできます。事前にご連絡いただければ、
無料で入園できるように手配致します。（引率必要人数のみ）
・利用当日と同じように体験もできる「学校利用説明会」を夏休み中に実施します。
　詳細は、３月末までに各学校に配布する封筒に入っておりますので、ご確認ください。

・先生方の引率で、自然体験や昼食など目的に合わせてお楽しみください。
・予約プログラムは、活動場所で担当がお待ちしております。

・入園料免除申請書は承認印を押して返信しますので、当日入園ゲートにてご提示ください。

１週間前まで

ご利用の予約は、電話で受付いたします
TEL：0277－74－6441　受付時間　９：00～17：00

●本予約をする
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２．事前学習をしよう

◇昆虫や生き物は、手にとって観察できます。観察の後は、元の場所に戻してあげてください。
　草花は取ったり折ったりせず、積み木を崩したり土を掘ったりしないでください。
◇温室のチョウや生き物は、貴重なものなので触らずに観察してください。

〈持ち物・服装〉
◇�野外活動の際には、帽子、長そ
で（暑い日は半袖）、長ズボン、
運動靴をおすすめします。
◇�雨天時に野外を散策する際は、
カッパと長靴をおすすめします。
◇�園内、館内の所々に時計が設置
してありますが、グループ毎に
腕時計があると便利です。

◆救急車　119　※緊急時はすぐに救急車を呼び、次に事務室へその旨をご連絡ください。
◆ぐんま昆虫の森（事務室）　☎0277－74－6441
　※本館１階には、事務室があり、ＡＥＤが設置してあります。また、救護室もご利用できます。

帽子
熱中症をふせいだり、頭に
なにかが落ちてきたときに
やわらげてくれたりします。
かならずかぶりましょう。

長そで・長ズボン
草花によるかぶれやケガ、
虫さされをふせぎ、強い日
差しから肌を守ります

運動靴
観察に夢中になって、長く
歩くこともあります。動き
やすい靴をはきましょう。

水筒
気温が高いとき
には、こまめに
水分をとって熱
中症をふせぎま
しょう

　スズメバチ、ヘビなどを見かけたら、次のように行動してください。
　①さわがない　　②近づかない（離れる）　　③手を出さない（追い払わない）

＊毛虫などでも、分からない生き物にはさわらないでください。
◇ハチに刺されたら
・安全なところに避難し、刺されたところを水で冷やす。
・�意識がはっきりしない、心臓がドキドキする、吐き気や頭痛がする場合は、救急車（119）
を依頼し、事務室にも連絡する。

◇ヘビ（マムシ、ヤマカガシ）にかまれたら
・ヘビから離れる。その際に、ヘビの色や大きさをできるだけ見ておく。
・救急車（119）を依頼し、かまれたところを水で流しながら毒を取り出す。

◇火災、地震等の場合は
・放送をよく聞き、スタッフの指示に従って子どもたちを避難させてください。

スズメバチ ドクガ幼虫 マムシ

３．確認しておこう

●芝生広場
　・かやぶき民家を利用する団体におすすめです。

●バッタの原っぱ
　・自然を感じながらお弁当を食べたいときに。

●石階段
　・雨天時の昼食場所としても利用できます。

●トンボの原っぱ
　・幼・保・こども園におすすめです。

�※館内、かやぶき民家内は飲食禁止です。

※�それぞれの撮影場所については、10ページ
『フィールドマップ』参照

昼食場所 記念撮影場所

●こん虫館たんけんシート ・ 答え
・�「こん虫館たんけん」で使うワークシートです。事前に
印刷をしてしおりに閉じておくと、急に雨が降ったと
きにも対応できます。（答えは来園時にお渡しします。）

●かやぶき民家の使い方シート
・�かやぶき民家を見学する際に、子どもたちに伝え
ていただく内容が書かれています。また、かやぶ
き民家の歴史等についても書かれています。

●ぐんま昆虫の森フィールドマップ
●昆虫観察館フロアマップ
・�野外や館内でグループ活動を行う際に必要になり
ます。

●昔のくらし探検シート「七不思議」
・�かやぶき民家にある７つの不思議を探るための
ワークシートです。かやぶき民家内でグループ活
動を行う際に適した内容になっています。

●団体利用申込書・入園料免除申請書
・ご利用の１週間前までに必ず提出して下さい。　Word・一太郎・ＰＤＦ形式があります。

※�トップページにある「学校関係の方」をクリックすると、�上記の資料をダウンロードすること
ができます。

 ＵＲＬ　http://www.giw.pref.gunma.jp/for-school/entry/

◇入園ゲート窓口に「承認済みの入園料免除申請書」を提示し、まとまって入園してください。
◇野外では、危険を回避するため、園路から出ないようにご指導ください。
◇各プログラムの実施場所までは、先生方の引率で移動してください。
◇�予約制のプログラム（クラフト、かやぶき民家、映画など）は団体ごとにスケジュールを組ん
でいますので、時間通りの実施をお願いします。
◇当日、昆虫の森を利用しなくなった場合は、必ず８：30～９：00の間�にご連絡ください。
　（雨天のみ利用で、晴れた場合等）
※その他、ご不明な点がありましたら、お気軽に昆虫の森へご連絡ください。

 ●帰園路のステージ
　　（右写真参照→）

●駐車場脇の看板前
●バッタの原っぱ
●芝生広場
●石階段
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４．体験プログラムの紹介
　ぐんま昆虫の森では、幼稚園・保育園・こもど園・学校団体の子どもたちが、自然や昆虫と親
しみながら楽しんでいただけるように体験プログラムを用意しております。体験プログラムには、
対象年齢や定員、実施時期時間等に指定のあるものがあり、事前に予約が必要なものがあります。
予約や下見・打合せの際に、プログラムの予約についても担当にお伝えください。

①幼・保・こども園向け がついているものは、雨天時でも利用できます。

�●野外散策【先生が引率・虫網は要予約】
・�先生と一緒に野外を散策しながら、昆虫や植物とふ
れあったりミニ登山に挑戦したりできます。網を使っ
て虫取り体験もできます。小学校団体の利用が多い
ときは、芝生広場や雑木林方面がおすすめです。

●自然あそび貸し出しセット【要予約】
・�自然と親しむあそび道具を貸し出します。マニュ
アルがありますので、先生の指導で子どもたちの
興味にあった自然遊びができます。

●クイズラリー（所要時間60分）【要予約】
・�館内・野外に設置してある４つの問題に答えな
がら園内をグループで回るプログラムです。問
題用紙と答えは当日お渡ししますので、先生が
答え合わせをしてください。

●かやぶき民家見学＆昔遊び
　（所要時間30分）【要予約】

・�かやぶき民家の中をたんけ
んすることができます。ま
た、庭先では昔の遊びを体
験することもできます。

野外プログラム

�●ミニクラフト「コメツキ」※年長向け
　（所要時間15分）【1回30名程度・要予約】

・�ハサミを使い、コメツキを作っ
て遊ぶプログラムです。ひっ
くり返すとパチンと音を立て
て高く飛ぶクラフトです。

●映画視聴（所要時間15分～20分）【要予約】
・�その季節に見られる昆虫の生
態を紹介する映画です。自動
上映ですので、開始時刻まで
に着席してください。座席は
150席あります。（混雑時は
相席の場合もあります。）

●ミニミニクラフト「ぽんぽんスタンプ」※年中向け
　（所要時間15分）【1回30名程度・要予約】

・�虫のシートに紙をはさんで、スタ
ンプで色をつけていき、オリジナ
ルの虫のカードをつくります。

●ミニミニクラフト「むしむしペッタン」※年少向け
　（所要時間15分）【1回30名程度・要予約】

・�虫のシールを台紙の絵に貼ってい
きます。いろいろな虫がどんな場
所にいるか学ぶことができます。

●館内見学（所要時間30～60分）
・�２Ｆには、ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリ
クワガタなど、生きた昆虫が展示されています。
・�昆虫ふれあい温室には、たくさんのチョウが舞ってい
ます。目の前をひらひらと舞うチョウを観察できます。

屋内プログラム

※�ミニミニクラフトはマニュアルをもとに先生
の指導でおこなっていただきます。

●「虫の話」（所要時間20分）
【曜日指定・30名程度・要予約】
・�フォローアップ学習コーナーで虫に
関する読み聞かせやクイズをします。
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②小学校向け がついているものは、雨天時でも利用できます。

�●野外３ポイント解説＆虫とり（所要時間60分）【曜日時期等限定・要予約】

●体験ウォークラリー（所要時間60分）
【要予約】※５～６月／９～10月のみ実施できます

野外プログラム

館内プログラム

・グループで昆虫採集や観察に出発！
·３つのポイントでは、解説員が昆虫とのふれあいをサポートします。
・虫網の無料貸し出し（４～５人に１本）もおこなっております。
※�５～６月／９～10月の火・水・金 9：45～12：00のみ実施で
きます。

・��雨天時は、館内にふれあいコーナーを設置し、カブトムシの幼虫
や成虫に触ったり、水生昆虫を見たりすることができます。
・冬期は、野外特別プログラムを実施しますので、ご相談下さい。

昆虫が苦手な先生でも大丈夫です！
活動の説明や昆虫の解説はスタッフが行います。

チョウの観察 カブトムシの幼虫の観察

水生昆虫の観察 グループで昆虫採集

・�実際に植物や昆虫を探しながら
五感を使って問題を解いていく
ことができます。
※�虫網の無料貸し出し（４～５人
に１本）もおこなっております。

●かやぶき民家見学＆昔遊び
　（所要時間30分）【要予約】

・�かやぶき民家には土間や囲炉
裏、広い座敷があり、昔のく
らしを学ぶことができます。
・�庭先では昔の遊びを体験す
ることもできます。

●クイズラリー（所要時間60分）【要予約】
・�館内・野外に設置してある４つの問題に答えな
がら園内をグループで回るプログラムです。問
題用紙と答えは当日お渡ししますので、先生が
答え合わせをしてください。

●スタンプラリー（所要時間120分）【要予約】
�・地図をたよりに、野外に設置してあるポイントに
スタンプを押してくるプログラムです。活動範
囲が広いので、先生で分担して巡回や安全指導
をお願いします。

●昆虫館たんけん（所要時間60分）【要予約】
・�館内に設置された３コース各８
問をグループで答えていくプロ
グラムです。雨天時の館内グ
ループ活動におすすめです。下
見の際に、ワークシートと答え
をお渡ししますので、学校で増
し刷りしてご用意ください。

●館内見学（所要時間30～60分）
・�２Ｆにはヘラクレスオオカブトやギラファノコギ
リクワガタなど、生きた昆虫が展示されています。
・�昆虫ふれあい温室には、たくさんのチョウが舞っ
ています。目の前をひらひらと舞うチョウを観察
できます。

※�ワークシートと答えはホームページからダウン
ロードすることもできます。

●ミニクラフト「飛ぶチョウ」
　（所要時間15分）【１回30名程度・要予約】

・�本館２Fのクラフトコーナーで
ハサミを使い、飛ぶチョウを
作って遊ぶプログラムです。
　�作ったチョウは持ち帰ることが
できます。

※�オオゴマダラ・ツマベニチョウ
のうち、１種類を選べます

●映画視聴（所要時間15分～20分）【要予約】

・�その季節に見られる昆虫の生
態を紹介する映画です。
自動上映ですので、開始時刻
までに着席してください。
※�座席は150席あります。（混雑
時は相席の場合もあります。
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③中学校・高等学校向け

●スタンプラリー（所要時間120分）【要予約】
・�地図をたよりに、野外に設置してあるポイント
にスタンプを押してくるプログラムです。活動
範囲が広いので、先生で分担して巡回や安全指
導をお願いします。

野外プログラム

●昆虫館たんけん

館内プログラム

●クイズラリー（所要時間60分）【要予約】
・�館内・野外に設置してある４つの問題に答えな
がら園内をグループで回るプログラムです。問
題用紙と答えは当日お渡ししますので、先生が
答え合わせをしてください。

●ミニクラフト ●映　画 ●館内見学

ぐんま昆虫の森では、職場体験やインターン
シップを受け付けています。
プログラムの補助、準備等の作業や、昆虫の
森の各種業務に関わるいろいろな作業を体験
してもらっています。日程をもとにスケジュー
ルを組み、事前打ち合わせも行います。

・詳しくは小学校のページ（６ページ）をご覧下さい。

５．駐車場について

◇�来園するバスが10台を超える場合は、
⑪以降に駐車してください。
◇�北駐車場から入園（帰園）する場合
は、北駐車場に移動してください。
（下図参照）

◇�子どもたちの集合整列や事
前指導は、バスや他団体の
支障のない場所でお願いい
たします。

　かやぶき民家を最初に利用する場合や最後に利用する場合は、北駐車場を利用すると時間が短
縮できます。
※普段は入り口が閉まっています�ので、ご利用の場合は、�必ず事前にご連絡ください。

国道353線

南駐車場

北駐車場
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６．園内図・館内図
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群馬県立ぐんま昆虫の森
園・学校団体利用の手引き

〒376-0132
群馬県桐生市新里町鶴ケ谷460－1
TEL	０２７７－７４－６４４１
FAX	０２７７－７４－６４６６
http://www.giw.pref.gunma.jp

令和２年３月発行


