
サービス案内

GODACでは、持続可能な開発目標（SＤＧｓ）の達成に幅広く
貢献することを目的に、SＤＧｓについて学べるオリジナル学習
プログラムの提供を行っています。

沖縄県内では数少ないご要望に応じて

「海」をテーマとした
豊富な学習プログラム 理解度を深める

天候に左右されない

話題の
や

も

ご利⽤は全て

海洋科学を もっと身近に海洋科学を もっと身近に
GODAC は、これからも海や地球のふしぎを
みなさんにお届けします
GODAC は、これからも海や地球のふしぎを
みなさんにお届けします

全国を対象にした

国際海洋環境情報センター

年間来館者数

年間受⼊団体数

海の研究所である JAMSTEC の



GODACの教育プログラム
GODAC が提供している代表的な５つの教育プログラムをご紹介します。
館内見学、オンラインおでかけ教室、おでかけ教室で、この中から希望するプログラムをお選びください。

海洋ごみを減らすために、
わたしたちにできることは
なにかをみんなで⼀緒に
考えます。

プラスチックごみが
環境や⽣物に与える
影響 を理解します。

海洋ごみの多くを
占めるプラスチック
の特性を、実験を
交えながら学びます。

・海洋ごみが⽇本を含めた世界共通の問題で
   あることを理解する
・環境問題と⾃分たちの⽣活の関わりを理解し、
  その解決⽅法を考える

・サンゴの⽣態について知る
・沖縄の⼈々の⽣活とサンゴの関わりを知る
・サンゴにまつわる環境問題「海洋酸性化」
  について実験を通して学ぶ 海洋環境の変化に

対して、わたしたち
ができることを⼀緒
に考えます。

サンゴとはどんな
⽣き物なのか⾻格
標本を⽤いながら
ご紹介します。

サンゴを取り巻く
海洋の環境変化に
ついて実験しながら
紹介します。

⽣ 物 多 様 性 と は
何 か 、 な ぜ ⼤ 切
な の か を ご 紹 介
し ま す 。

⽣物多様性が直⾯
する課題とその解決
に向けた取り組みを
ご紹介します。

⽣物多様性と沖縄の
⼈々とのつながりを
ご紹介します。

具 体 的 な 進 路 や
キャリアに関する
いろいろな質問に
お答えします︕

調査船上で働く海洋
観測技術員の仕事を
実際の体験談を交えて
紹介します。

最先端の海洋観測の
現 場 で 活 躍 す る
調 査 船 を 写 真 や
模型でご紹介します。
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深海の環境や特徴、
そこに暮らす深海
⽣物の⽣態について
説明します。

⽔圧実験装置を使って、
深海の特徴の⼀つである

「⽔圧」の実験を⾏います。

貴重な深海映像を
交えながら、深海
の特徴を紹介します。

・深海の世界の特徴を知る
・⽔圧の⼒を実験を⾒て視覚的に理解する
・深海⽣物の⽣態について知る

・海洋科学に関わる仕事について学ぶ
・最先端の海洋科学技術を知る
・海洋科学が⾃分たちの⽣活にどのように
  関わっているかを知る

・⽣物多様性と⼈々の暮らしのつながりについて知る
・⽣物多様性をなぜ守らなければならないのかを学ぶ
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120 名 3 クラスを３グループに分けて、各グループにスタッフが 1 ⼈ついてご案内します。
各コーナーへ移動しながら複数のプログラムを体験します。

【利⽤事例︓修学旅⾏ 120 名（３クラス） 60 分⾒学】

事前事後学習
「オンラインおでかけ教室」や「おでかけ教室」による、事前事後学習と組み合わせ
ていただくと、来館時の学びが⼀層深まります。

申込の流れ

館内見学

館内出入口

受付＆案内

講義室

展示エリア

ラボコーナー

深海について学びたい 沖縄の海について学びたい 海洋科学に関するお仕事に
     ついて学びたい

場所︓講義室 15 分 場所︓ラボコーナー 15 分 場所︓展⽰エリア 15 分

深海について学びたい

場所︓講義室 15 分

深海について学びたい

場所︓講義室 15 分

沖縄の海について学びたい

場所︓ラボコーナー 15 分

海洋科学に関するお仕事に
     ついて学びたい

場所︓展⽰エリア 15 分

海洋科学に関するお仕事に
     ついて学びたい
場所︓展⽰エリア 15 分

沖縄の海について学びたい

場所︓ラボコーナー 15 分

50 名を超える団体の場合は、グループに分けて、館内をローテーションしながらご案内いたします。

お問合せ
希望日時、希望プロ
グラムなど、受付
までお問合せください

仮予約
希望日時にて可能
な場合、仮予約と
なります。

本予約
来館日1週間前まで
に必要書類のご提出
をお願いします

1週間
前

来館

GODAC は海と地球について学べる無料の見学施設です。
深海生物の標本や調査船の模型などを GODAC スタッフが詳しく解説しながら館内をご案内します。

※120 名を超える場合は
 事前にご相談ください

【館内⾒取り図】

詳細は、巻末の「申込⽅法について」をご参照ください。



オンラインおでかけ教室

オンラインおでかけ教室を 
                     体験いただいた先⽣の声

今話題の海洋ごみについて、総合学習の時間にお願いしました。
機械が苦⼿で機器接続に不安もありましたが、マニュアルがついていたので
思ったより簡単でした。あっという間の 45 分間で、ノートにびっしりメモ
を取る児童もいて正直驚きました。今後もまた別のプログラムを利⽤して
みたいです。

提供プログラム︓” 海洋ゴミ問題について考える”

提供プログラム ５つの学習プログラムからご選択いただけます。
「GODAC の教育プログラム」からお選びください。

必要なもの

GODAC と学校をオンラインでつなぎ GODAC の教育プログラムを提供する新サービスです。対象は日本全国！
GIGA スクール構想に向けた教育プログラムの導入や、ICT を活用した授業に興味のある先生はぜひ、ご活用ください。

オンラインプログラム受講に必要な機器類は以下となります。
機器類をお持ちでない場合は、無料で貸出を⾏っております。

（返却送料は学校ご負担となります。詳しくはお問合せください。）

お問合せ

1か月前
までに

希望日時、希望
プログラムなど、
受付までお問合せ
ください

お申込み
実施決定後、申込書
の提出、接続テストの
実施日を調整します

接続テスト
機器類の接続について
学校 GODAC間で
確認を行います

1週間
以内

実 施

貸出品発送
貸出用品を学校へ発送
します
貸出は無償です

実施
10日

前
までに

貸出品返却
GODACまで貸出品を返送
してください
返却代はご利用者負担と
なります

実施後
1週間
以内

接続テスト
機器類の接続について
学校 GODAC間で
確認を行います

実施
1週間
以内

実 施

申込の流れ

学校学校学校

GODACGODACGODAC
詳細は、巻末の「申込⽅法について」をご参照ください。



おでかけ教室（出前授業）　

■教室を会場とする場合

■多⽬的教室や体育館等を会場とする場合

新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌対策のため、
会場の 3 密対策へご協⼒をお願い致します。

 ① 1 クラスずつの実施といたします。
 ② 複数クラスが対象の場合は、クラスごとにプログラムを提供します。
  （例︓3 クラスの場合は授業１コマ ×３回分の時間確保をお願いいたします）
 ③ 電⼦⿊板や⼤型モニタ等、PC からの映像を映し出す HDMI 接続が可能な
   機器をご準備ください。

 ① ⼀度に複数クラスがご参加いただけます。
 ② 3 密を回避できる⼗分なスペースでご着席ください。
 ③ 会場の充分な換気を⾏ってください。
 ④ PC からの映像を映し出す HDMI 接続が可能なプロジェクターと、スクリーン、
   マイクをご準備ください。

沖縄県内の小中高校等教育機関を対象に、GODAC スタッフが学校へ直接出向いて教育プログラムを提供する出前授業サービス
です。学校の SDGs やキャリア教育をサポートする教材としてご利用ください。

提供プログラム ５つの学習プログラムからご選択いただけます。
「GODAC の教育プログラム」からお選びください。

必要なもの

必要な実験機材や道具は GODAC から当⽇持参します。

⼤型モニタまたはプロジェクタ、スクリーンやマイクなどがあれば
ご⽤意ください。

※実施する地域により
 別途ご相談させていただく
 場合がございます

申込の流れ

お問合せ
希望日時、希望プロ
グラム、人数など、
受付までお問合せ
ください

お申込み
実施決定後、申込書
の提出をお願いします

　ご連絡
担当スタッフより
場所や使用機器類
などについてご連絡
します

実 施

1か月前
までに

訪問実施についてのご案内

詳細は、巻末の「申込⽅法について」をご参照ください。



GODA C詳しくはWebへ

お電話またはメールにてご希望のサービスについてご連絡下さい。
担当者にてその⽇時に対応可能か確認させていただきます。

STEP１

担当者より申込に必要な書類と諸連絡についてご案内します。STEP２

ご利⽤案内ご利⽤案内

GODAC施設概要・申込方法

申込⽅法について申込⽅法について
団体での館内⾒学、オンラインおでかけ教室、おでかけ教室は、それぞれ申込書などの提出を
お願いしています。

国際海洋環境情報センター
　　沖縄県名護市字豊原２２４－３ FAX ： 0 9 8 0 - 5 0 - 0 1 2 3

※ メールの場合は、件名に希望するサービス（例︓オンラインおでかけ教室希望）
  を明記の上、送信ください。3 営業⽇以内に返信がない場合は、
  お⼿数をおかけしますが、お電話にてお問合せください。

TEL:0980-50-0111
各サービスのお申込み・お問い合わせは

（受付時間︓9:30-17:30※⽉曜・祝⽇を除く）

uketsuke_godac@jamstec.go.jp

全館バリアフリー

車いす・ベビーカーの貸し出しも行っています

GODACは名護市「まちかど救急ステーション」

に認定されたAED設置施設です

大型バスの乗り入れが可能な駐車場完備
GODACの見学、

施設設備の利用はすべて無料です

午前９：３０～午後５：３０ 毎週月曜日・祝日・年末年始（12／29‐１／３）

国道58号線
国道329号線
沖縄自動車道

恩納村恩納村

本部町本部町

那覇市那覇市
那覇空港那覇空港

名護市名護市

●那覇市より車で約60分
●沖縄美ら海水族館より
　車で約45分

●那覇市より車で約60分
●沖縄美ら海水族館より
　車で約45分

エリア
沖縄北部

※ 国、沖縄県、JAMSTEC/GODAC 等が定める新型コロナウイルス感染防⽌対策⽅針等に照らし、
  各サービスの対応が可能かどうか判断させていただきます。対応可能と判断した後でも状況変化等により、
  急遽、中⽌とさせていただく場合があります。ご了承ください。

新型コロナウィルス感染防止対策に関する取り組みを
行っています。感染予防へのご協力をお願い致します


