
問い合わせ先：教育委員会 

生涯学習･ｽﾎﾟｰﾂ課 地育力向上係 

内線：3745 担当:島田 大輔 

電話：0265-22-4511 

F A X : 0265-22-7969 

Email:shougai@city.iida.nagano.

jp 

【内容（基本事項）】 

平成 28年度にスタートした「飯田・宇宙教育」を、今年度より部局横断的に展開及び推進します。 

 広報いいだ５月１日号の特集記事に年間の宇宙関連事業を掲載しましたが、各事業につきましては、

詳細が決まり次第プレスリリースを行う予定です。 

 また、各事業を「飯田・宇宙教育」として共通展開するためのキャッチフレーズを「ひらけ！宇宙へ

のとびら」とし、各種広報物に掲載する予定です。 

「飯田・宇宙教育」は、株式会社コルク様の協力をいただき、小山宙哉氏が描く「宇宙兄弟」を広報

に使用していますが、この「宇宙兄弟」を活用したスタンプラリー等により、各事業に継続して参加い

ただける取り組みを計画しています。 

 

 

また、今年度で３回目となる「宇宙留学サマーキャンプ 2018」を以下の日程で開催します。 

 □日 時：平成 30年８月 12日（日）～13日（月） 

 □対 象：市内の小学５・６年生 定員 20名 

 □内 容：ペルセウス座流星群に焦点をあて、飯田の特色を生かした学習プログラムを提供 

 □募 集：６月 11日（月）より開始（締め切り：７月６日（金）） 

 □その他：長野県 地域発元気づくり支援金 活用事業 

  ※詳細は別紙の開催概要をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「飯田・宇宙教育」平成 30年度の事業 及び 

「宇宙留学サマーキャンプ 2018」の開催 について 

平成 30年５月 23日（水） 

発表の趣旨 

☑ 政策・施策・事業等の発表 

☑ イベント等の事前告知 

☑ 当日の取材依頼    ☑ 市民・対象者等に対する周知依頼 

□ イベント・事故等の事後告知      □ その他 

添付資料の有無 

□なし  ☑あり（別添のとおり） 

飯田市ウェブサイトへの掲載 

□なし ☑あり(内容により後日掲載) 

□後日掲載 



平成 30年度 「飯田・宇宙教育」関連事業 

開催日 イベント 会 場 担 当  プラネタリウム天歩 番組 

６月 17日（日） 特別投影 

「小惑星探査機はやぶさ２を応援しよう！」 
美術博物館 美術博物館 

 

Ｗｅ ａｒｅ ＡＬＩＥＮＳ！ 

－ボクらは宇宙人！－ 

（５月～８月） 

７月 28日（土）～ 

29日（日） 
美博まつり（天文工作ほか） 美術博物館 美術博物館 

 

29日（日） 
理科実験ミュージアム特別講座 

「モデルロケットを作って打ち上げよう」 

かざこし子ど

もの森公園 

生涯学習・ 

スポーツ課 

 

31日（火） 星空観望会「火星大接近！」 美術博物館 美術博物館  おじゃる丸 

銀河がマロを呼んでいる 

～ふたりの願い星～ 

（６月～11月） 

 夏休み期間 スーパーサイエンス 未 定 工業課  

８月 ９日（木） 星空観望会「夏の星空観望会 inナイトズー」 動物園 美術博物館  

12日（日）～ 

13日（月） 

宇宙留学サマーキャンプ 2018 

（ペルセウス座流星群の観察会ほか） 

美術博物館 

上村地区 

生涯学習・ 

スポーツ課 

 

ダーウィン・ミステリー 

～生命進化の謎を追う～ 

（９月～５月） 

17日（金） かわらんべ講座「夏の星空を科ガーク！」 かわらんべ かわらんべ  

９月 23日（日） かわらんべ講座「秋のお月見で月を科ガーク！」 かわらんべ かわらんべ  

10月 21日（日） 特別投影「十三夜のおつきさま」 美術博物館 美術博物館  

11月 10日（土） 子ども科学工作教室「天体望遠鏡を作ろう」 美術博物館 美術博物館  

15日（木） 星空観望会「月面Ｘの正体を探る」 美術博物館 美術博物館  

星夜の幻灯会 

（12月～２月） 

12月 ８日（土） 星空観望会「冬の星空観望会 inナイトズー」 動物園 美術博物館  

１月 ６日（日） 昼間の観望会＆特別投影「部分日食を見よう！」 美術博物館 美術博物館  

31日（木） かわらんべ講座「冬の星空を科ガーク！」 かわらんべ かわらんべ  

 未定 天文講演会 美術博物館 美術博物館  

エンケラドス人探しどす 

（３月～８月） 

２月 24日（日） 星空観望会「南極老人星を探せ！」 美術博物館 美術博物館  

 春休み期間 スーパーサイエンス 未 定 工業課  

３月 23日（日） プラネタリウムまつり 美術博物館 美術博物館  



 

 

 

 

 



平成30年度 長野県地域発元気づくり支援金活用事業

8/12●日 ▶▶13●月

★主催／ 飯田市教育委員会
★協力／（株）コルク、飯田御月見天文同好会、（株）上村振興公社

問い合わせ／飯田市教育委員会　生涯学習・スポーツ課　電話　0265-22-4511（内線 3745）

ひらけ！
宇宙

へのとびら

  宇宙留学

  サマーキャンプ

   2018

  宇宙留学

  サマーキャンプ

   2018

対　象  小学校５・６年生　
定　員  20人
参加費  8,000円（税込）
主会場  美術博物館・上村

1泊２日

ペルセウス座流星群を見よう！

事前学習
保護者説明会
７/21　AM9:30 ～
会場：飯田市美術博物館



 

宇宙留学サマーキャンプ 2018 概要資料 

 

１ 目  的 

・知的好奇心、内発的動機を引き出す（宇宙への学びを深め、学習意欲を育む） 

・リニア時代を見据えた特色ある教育活動の展開 

・理科教育の充実 

・地域資源を生かした地域への誇りや愛着の醸成 

・地域の恵まれた自然環境や地球環境保全の必要性の認識 

・協調性、自立性、コミュニケーション能力を育む 

 

２ 日  時  平成 30年８月 12日（日）～８月 13日（月）【１泊２日】 

        ※事前学習会及び事前説明会  ７月 21日（土）午前中 

 

３ 場  所  美術博物館 及び 上村地区 

 

４ 対 象 者  市内の小学５・６年生 20名 

        ○学校経由で募集チラシを配布 

        ○応募多数の場合は、参加申込書に記載の応募動機（200文字）等により選考を行う 

        ○募集期間は、６月 11日（月）から７月６日（金）まで 

 

５ 参 加 費  8,000円（税込） 

 

６ 企画・運営 飯田市教育委員会（主管：生涯学習・スポーツ課） 

        責任者：生涯学習・スポーツ課長 

 

７ 内  容  ペルセウス座流星群に焦点をあてた一貫性を持つプログラムとし、個人･グループで

学習課題を定め、仲間と共に課題解決に向けた宇宙への学びを深める 

 

８ 日  程 ※学習内容については変更となる場合あり 

≪事前学習会及びオリエンテーション（７月 21日（土））≫ 

時 間 内 容 会 場 備 考 

9:20  参加児童及び保護者集合 美術博物館 

講堂 

 

9:30  オリエンテーション  

※オリエンテーション終了後、児童は事前学習会・保護者は事業説明会の別行動 

 

10:00  事前学習会・事業説明会 美術博物館 

講堂 

保護者は、事業説明会

が終了次第、事前学習

会の見学 
11:30  終了予定 

 

 

 

 

【裏面あり】 



 

≪１日目（８月 12日（日））≫ 

時 間 内 容 会 場 備 考 

9:30  参加児童集合 
美術博物館 

講堂 

 

9:40  オリエンテーション  

10:30  開講式  

11:00  ミッション① 

「ドーム映像で地域を知ろう」 

（プラネタリウム天歩 オリジナル

番組：御池山隕石クレーター、霜月祭、

しらびそ高原の四季など） 

美術博物館 

プラネタリウム 

講師 

○美術博物館 ほか 

11:30 昼 食 

美術博物館 

講堂 

 

12:30  ミッション② 

「私たちの太陽系について学ぼう」

（流星群を生み出す太陽系の姿につ

いての学習と流星観測について） 

講師 

○美術博物館 

15:30  ミッション③ 

「飯田で発見！御池山隕石クレータ

ー」（クレーターの見学） 

御池山クレーター 

講師 

○美術博物館 ほか 

17:30  入 浴 
ハイランドしらびそ 

 

18:15  夕 食  

19:30  ミッション④予習 ハイランド 会議室  

20:00  ミッション④ 

「しらびそ高原で流れ星を数えよ

う！」（星空観察） 

ハイランドしらびそ 

駐車場 

講師 

○美術博物館 

○御月見天文同好会   

  就 寝 ハイランドしらびそ  

 

≪２日目（８月 13日（月））≫ 

時 間 内 容 会 場 備 考 

8:00  起 床 
ハイランドしらびそ 

 

8:30  朝 食  

9:30  振り返り・まとめ作成 ハイランド 会議室  

11:30  昼 食 
上村公民館 

 

12:30  閉講式（成果発表）  

14:30  美博到着後、解散   

 

９ 協力（予定） （株）コルク、飯田御月見天文同好会、（株）上村振興公社 

 

10 そ の 他  ○雨天時については、内容変更等を実施 

        ○地域発 元気づくり支援金活用事業 




