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広島市こども文化科学館の平成 27 年(2015 年)度の事業をまとめた「すばる」
24 号を発刊するにあたり，当館の事業に御理解と御協力を賜りました多くの関
係者の皆様に，心より感謝申し上げます。
昭和 55 年(1980 年)5 月に“おどろき・夢・ロマン”をテーマに開館して以来，
当館は，広島の「こどもの文化と科学」を支える一翼を担ってまいりました。そ
の歴史の上に新たな一ページを加えることができましたことを，職員一同，心か
ら喜んでいます。
平成 27 年度は，被爆 70 周年の関連イベントとして，プラネタリウムにおい
て「戦場に輝くベガ」を特別投影し，企画展では被爆をはさんで戦前から戦後に
かけて研究活動を続けた物理学者である三村剛昴（みむらよしたか）を取り上げ，
「三村剛昴と広島大学理論物理学研究所展」を開催しました。そのほか，科学教
室や創作教室，ワークショップ，ホール事業などの教育普及事業を実施し，年間
で 50 万人近い入館者を迎えました。
10 月からは，開館以来稼働し続けてきたプラネタリウムの光学投影機をオー
バーホールし，光源をハロゲンランプから LED に変換するとともに，デジタル
プラネタリウムを導入し操作卓も一新しました。また，プラネタリウムチケット
の発券を，コンピューターによって管理するシステムを新たに導入し，これにあ
わせてチケットカウンターを 1 階に新設しました。
これらの工事を行うため，6 か月間にわたってプラネタリウムを休場し，利用
者の皆様には大変なご不便をおかけしましたが，平成 28 年 4 月のリニューアル
オープン後は，より精微で美しい星空映像とドーム全体をスクリーンとした迫
力ある動画を用いて，質の高いプラネタリウム番組を皆様にお届けしてまいり
ます。
今後とも，プラネタリウムをはじめ常設展示や企画展，講座等教育普及事業の
充実を図り，
「みる，ふれる，つくる，ためす，たしかめる」という参加性の強
い体験的な事業を展開し，こどもたちの科学する心や文化を創造する心を育ん
でまいります。
広島市こども文化科学館のますますの充実のため，皆様には，引き続き御支援
と御協力を賜りますよう心からお願いいたしまして，発刊のご挨拶といたしま
す。
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エジソンの蓄音機と音の科学（５月６日）
「音の大きさ」,「音の高さ」
，
「音色」をいろいろな
工作や実験をしながら体験し，後半では声の振動を利
用した科学おもちゃを製作した。参加者は身近な音に
ついて，実験しながら驚きを持って観察していた。

Ⅰ 教室事業
科学教室
矢野宏和・山脇一幸・國宗治子
１ 概要
本教室は，こどもたちの科学に関する興味・関心
を高め，身近な事象について科学的に考えることを
目的として実施している。また，単に講義を聞くだ
けではなく，実験やモノ作りなどを通して，科学の
不思議や楽しさを体感できる事業として実施して
いる。
対象は主に広島市及び近郊に住む小学生と中学
生で，往復はがきでの事前申し込みとしている。定
員は原則 16 人（内容や場所により変更する）であ
り，応募者の数が定員を越えた場合には抽選により
決定する。逆に定員に達していない場合は，メール
などで追加募集を行い，先着順に受け付けている。

海の生き物と友達になろう
～元宇品海岸の生き物調査～（５月 17 日）
海岸動植物に精通した３人を講師に迎え，元宇品海
岸の生物と海藻の観察を行った。こどもたちは熱心に
生き物を採集し，講師に名前や生態などを質問してい
た。資料には『元宇品自然観察マップ（広島生きた自
然博物館編）
』を使用した。当日は，干潮時間（15:02）
にあわせるために 12:30 からの講座となった。尚，当
教室は，
受付場所など
「グランドプリンスホテル広島」
の協力を得て実施している。
パソコンでゲームをつくろう（５月 30 日）
平成 27 年度新規題材。パソコンプログラムソフト
（スクラッチ）を使用して，ゲームのプログラムを組
む学習を行った。内容が盛りだくさんであったため，
参加者の理解達成に懸案があったが，講師の事前準備
がしっかりしていることもあり，参加者も満足してい
たようである。

２ 実施内容
タンポポ大捜査線（４月５日）

ミクロ生物の観察（６月 14 日）
１人１台の顕微鏡を用い,広島湾の微生物を観察し
た。今回のテーマは「赤潮」で，参加者は歓声をあげ
ながら顕微鏡をのぞいていた。後半では，プラスチッ
ク粘土を使用して，微生物モデルを製作した。
水や空気のちから
～びっくり浮沈子をつくろう～（６月 21 日）
平成 27 年度新規題材。簡単な実験を行いながら，物
体の浮き沈み，大気圧，浮力，水圧などを学習した。
後半では，定番的なものから変わったものまで，５種
類以上の浮沈子を製作した。

広島城本丸・二の丸内のタンポポ調査を行った。二
の丸表御門で在来種と外来種の見分け方を説明した後，
広島城内でポイントを５カ所に決め，ポイントごとに
咲いているタンポポを調べた。調査範囲を限定するこ
とでメリハリがつき，
最後まで熱心に取り組んでいた。
当日は雨天の予報があり心配したが，実施中に降雨は
なかったため運営に支障はなかった。また気温が高か
った為か，開花しているタンポポの数も多く調査・観
察もスムーズに進行できた。

不思議な色水であそぼう（７月 20 日）
卵の空きパックに紫キャベツの汁を入れ，その中に
いろいろな水溶液を入れて色の変化を観察した。こど
もたちは自分でピペットを操作し上手に実験していた。
水溶液はレモン水・酢・重曹水・石けん水・ホウ酸水
など身近にあるものを用意した。また，希望者には紫
キャベツの汁などを持ち帰ってもらい，家庭でもいろ
いろな水溶液について自主的に調べてみることができ
るようにした。

飛行の科学①よく飛ぶ大型スチレングライダー
（４月 29 日）
スチレンペーパーとヒノキ棒などを使ってグライ
ダー飛行機を作り，試験飛行・調整を行った。製作に
先立って，手作りの風洞装置を用いて，揚力について
の実験などを行い，主翼や尾翼の役割を科学的に説明
した。完成後，アポロホールで飛行実験を行った。
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貝の標本作ってみないカイ？（７月 23 日）
はじめに，海岸で貝を採取する際の装備や手順，安
全面での注意事項等をわかりやすく説明し，講座後に
参加者が貝採取に行くことへの動機付けを行った。講
師が事前に採集していた様々な貝の標本も観察し，そ
の後，貝の身の取り出し方など標本作りの方法を実習
した。今回の資料は，アサリ・ツブガイ・シジミ・サ
ザエ・ハマグリ・ムラサキガイを用いた。
化石の世界とレプリカ作り（７月 30 日）
型取り剤と石膏を使ってアンモナイトのレプリカ
を製作した。工作の前後に，多くの実物化石を持ち込
み，地球の歴史と化石についての解説をした。実物資
料を提示しながらの説明であったため，参加者は興味
深く話を聞くことができた。

の仕組みを中心に学習した。他の動物と対比しての説
明であったので，
人間の特徴がよくわかった。
その後，
指の動きのしくみの模型をたこ糸やストローなどで作
成した。工作を通して，前半に学習した内容をより理
解を深めることができた。

飛行の科学②ジェット機型プロペラ飛行機
（７月 31 日）
様々な実験をしながら飛行機の主翼，尾翼，水平尾
翼の役目を解説した。その後，発泡スチロール板とヒ
ノキ棒を組み合わせてプロペラ飛行機を作った。講師
があらかじめ要となる部分を組んでいたこともあり，
こどもたちは順調に飛行機を完成させることができた。
その後，アポロホールで飛行実験を行った。

手作り乾電池教室（８月 21 日）
平成 27 年度新規講座。電池工業学会の協力で開催
した。はじめに電池の歴史，種類，原理，正しい使い
方，
電池のリサイクルなどについて学習した。
その後，
炭を使った「炭電池」でファンを回したり，人間も電
池の一部になる「人間電池」の実験を行った。最後に，
手作り乾電池を作製し，豆電球を点灯させた。
自然の芸術～葉脈標本（８月 26 日）
開催日予定日に台風が接近したため，８月 26 日に
延期となった。はじめに植物観察をしながら，キンモ
クセイ・ヒイラギモクセイ・クスノキの葉を採集し，
これらの葉を水酸化ナトリウム水溶液で溶かして，葉
脈を取り出し，標本を作製した。こどもたちは自然が
作り出した美しい造形に感心していた。また，フィル
ムケースとカバーガラスを使った簡単なルーペも作り
も行い，それを使っての観察も好評であった。

瀬戸内うらわざマリンピック（８月５日）
講師が採取してきた瀬戸内海の水生生物を観察し
た。本教室では，観察だけでなく，生物とふれあいな
がらのゲームも取り入れた進行であった為，参加者は
あきることなくより身近に，学習することができた。
君も技術者！①ペットボトルラジオ（８月７日）
ゲルマニウムダイオードやクリスタルイヤホンを
使用してシンプルな構造のラジオを製作した。交流と
直流，電波，ラジオで番組を聴くことができるしくみ
について解説を受けた後，ラジオを組み立てた。完成
後，こども図書館屋上にて受信実験を行い，最初は聞
こえなかったこどももいたが，講師と一緒に調整を行
うことにより，最終的には全員が放送を受信すること
ができるようになった。

ドライアイスで遊ぼう（９月５日）
ドライアイスを使った様々な科学実験を行った。た
だ実験するだけでなく．予想をさせながら行ったため
参加者は飽きることなく，興味深く参加していた。
二葉山シリブカガシの森へ行こう（11 月１日）
日本有数のシリブカガシ群生林のある二葉山（広島
市東区）で自然観察を行った。講師は山の植物に関す
る知識が大変豊富であり，森を散策しながら，こども
たちの質問に的確に答えていた。二葉山の頂上まで，
幹の拓本をとったり，木の実を拾ったりしながら楽し
く観察することができた。

お菓子の科学（８月 12 日）
お菓子づくり（カルメ焼き・バター・アイスクリー
ム・チーズ）を通して，重曹の働き，氷の溶解する温
度，たん白質の凝固などを学習した。身近なテーマで
あったため，参加者にはとても好評であった。
動物のからだのしくみ
～関節のつくりの観察と工作（８月 18 日）
平成 27 年度新規題材。人間の骨と関節について，腕
2

であったが，講師の事前準備で操作が分かりやすくで
きるように工夫されており，すべてのこどもたちがや
りとげることができた。

君も技術者② 虹色に光るオブジェ（11 月８日）
蛍光灯，LED ランプ，白熱電球などの解説や赤・緑・
青色の LED の組み合わせで，さまざまな色ができる演
示実験を行った。その後，LED・発光ロッドなどを材料
として，七色に輝くオブジェを製作した。同時に，実
験も行ったため，興味深い電子工作となった。

手作りこんにゃく（１月 17 日）
広島県産のこんにゃく芋からこんにゃくを作った。
植物としての“こんにゃく”の生態を解説し，食品を
通じて原料である植物にも興味を広げることができた。

手作り豆腐はおいしさふっとう（11 月 23 日）
大豆と天然にがり，天然水を使って豆腐を作った。
国産白大豆（広島県産）を材料に使い，にがりも適量
だったため，おいしい豆腐を作ることができた。同時
に，豆腐（タンパク質）の固まる原理や天然にがりの
作成方法などの解説もあった。

静電気の科学「静電気で妖怪を飛ばそう」
（１月 30 日）
静電気に関して，その歴史や発生の原理について解
説した。風船に発生させた静電気を使って様々な実験
を行い，ただ実験するだけでなく，ゲームを取り入れ
るなど，参加者にあきない工夫で学習することができ
た。

飛行の科学③カラス型飛行器（12 月５日）
二宮忠八が考案した「カラス型飛行器」のモデルを
製作した。まず，飛行機開発の先駆者の歴史の解説が
あり，その後，ヒノキ棒やスチレンボードを材料とし
て飛行機を製作した。複雑なしくみの飛行機であった
が講師があらかじめ要となる部分を組んでいてくれた
こともあり，こどもたちは順調に完成させることがで
きた。その後，ハノーバー庭園で飛行実験を行った。

天文学習～天体望遠鏡づくりと星空観察～
（２月 13 日）
レンズの種類や特徴，望遠鏡の歴史，種類や特徴な
どを学習したのち，
天体望遠鏡を組み立てた。
その後，
望遠鏡の使い方や，観測可能な天体についても学習し
た。当日は雨天のため，星空を観察することはできな
かったが，
代わりに晴れていたら見えたはずの星空や，
望遠鏡で見てもらいたい天体の話を行った。また，平
成 28 年３月９日に見える部分日食の観察の仕方につ
いても解説した。

光ファイバークリスマスツリー （12 月６日）

めっきにチャレンジ（２月 21 日）

空中から水中へ，水中から空中へと光が進むとき，
入射角によって屈折や全反射という現象をおこすこと
を大型実験装置で演示した。また，光ファイバーは，
この光の全反射の現象を利用して色々な所に光の信号
を送るために使われていることを説明した。さらに，
底の絵が浮き上がって見える実験（浮き上がり現象）
などを行い，光の屈折について理解させた。その後，
光ファイバーと LED で輝くクリスマスツリ－を製作し
た。

電気めっきの原理を利用し，真ちゅうにニッケルや
銅をめっきした。次に，亜鉛粉と水酸化ナトリウムを
材料にして，銅に亜鉛をめっきした。参加者は様々な
材質のめっきを行い，電気イオンの原理について理解
を深めた。
３ 参加人数等
申し込み
延べ 1,319 人
参加者
延べ 590 人

ロボットカーのプログラミング（12 月 13 日）
パソコンでロボットを制御するプログラムを組ん
だ。プログラミングが初めてのこどもたちがほとんど
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(5) 何か新しいことがわかったか？

４ アンケート（n=289）
(1) 参加者の学年
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%
小１

②あたらしことは無
かった

13.1%

小3

25.6%

小4

50.0%

①新しいことがわかっ
た

14.9%

小2

100.0%

91.7%
1.4%

③わからない

6.9%

18.0%

小5

14.9%

小6
中学

0.0%

(6) 教室は楽しかったか？

10.4%

0.0%

3.1%

50.0%

①とても楽しかった
②楽しかった

(2) 説明やプリントは理解できたか？
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
①よくわかった
②大体わかった

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
①大変難しかった

18.0%

②難しかった

31.5%

③ふつう

35.6%

④簡単だった

10.7%
4.2%

(4) 作品や実験はうまくできたか？
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
①上手にできた

57.4%

②大体できた
③あまりできなかった
④全然できなかった

2.8%

④つまらなかった

0.0%
0.7%

５ 所感
(1) 参加者は小学３年生が一番多く，学年が上がるに
つれて割合が減っている。本年度も中学生の参加
は少なかった。また，来館者に対して小学１・２
年生の割合が低いのは，当該の学年を対象にした
講座が少ないためと考えられる。
(2) 講座内容の理解度については，｢よくわかった｣｢大
体わかった｣ と回答している人が90％を越えてお
り，対象学年の適切な設定や講師の努力の賜物と
思われる。また，
「何か新しいことがわかったか」
という質問についても， 90％以上の参加者が「は
い」と答えていることから，本講座を通して新し
い知識や技術の獲得につながっていると考えられ
る。さらに，｢大変楽しかった｣｢楽しかった｣につ
いては 95％を越えており，講座の内容や構成も参
加者の期待にこたえる内容であったといえる。次
年度以降もこのレベルを保てるようにさらなる工
夫に努めたい。
(3) 本年度は新たに，
「プログラミングのゲームをつく
ろう」
「水や空気のちから」
「動物のからだのしく
み」
「手作り乾電池教室」の４講座を行った。新規
講座は実績がないため，下準備も大幅に増加する
が，内容・講師共々十分に調査・検討を行い，引
き続き新たな題材を開拓していきたい。
(4) 参加者のはがき申込状況は，本年度も増加傾向で
あり，開催時期や内容，広報方法などを工夫して
より多くの皆様に満足度が高い教室を提供してい
きたい。

5.2%

(3) 内容や作業は難しかったか？

⑤とても簡単だった

19.0%

33.2%

③あまりわからなかった
④全然わからなかった

77.2%

③まあまあだった

⑤とてもつまらなかった

60.6%

100.0%

37.4%
5.2%
0.0%
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４講座開設した。
以下，新規講座ついて簡単な内容とその結果につ
いてまとめ，特記事項のある講座について詳述する。
その他の講座については「すばる」Vol.21 号を参照
されたい。

創作教室
森川公泰・佐藤篤正

(1)伝承おもちゃ

クリスマスリース
１ 概要
(1)目標
小・中学生を対象とした様々な創作活動を通し
て創作する喜びを味わうとともに，教室に参加し
た他の参加者の作品のよさに気づき，さらに工夫
してよりよいものを作ろうとする意欲と態度を育
てる。
(2)募集形態
① 対象
・広島市および近郊に住む小学１年生から中学３
年生。
（小学４年生以下は，保護者と一緒に参
加。但し,講師の要望でこどもだけ参加の講座も
ある。
）
・講座の内容と講師との相談により，講座ごとで
対象とする年齢を決定する。
・対象とする年齢以外であっても，特に希望があ
り，講師も認める場合には受講を認める。
② 定員
・原則 20 人（内容や場所により，変更もある）
・定員を超えた場合には，抽選により決定する。
③ 実施場所
広島市こども文化科学館 ３階 創作室
④ 実施日時・講座名・参加状況・教材費
教材費は材料の実費分
(3)参加データ
① 実施時期
平成 27 年 4 月 25 日～平成 28 年 3 月 13 日
② 実施回数
合計 36 講座・50 回
③ 参加延べ人数 781 人

紙管を半分に切って，伝統的に伝わるからくりの
変わり絵を作った。始めに半分に切った紙管の表面
に，白紙の紙を張り合わせ，下地を作った。次に二
本のカマボコ状になった紙管を三枚の帯び状の紙
を交互(S の字)に張り合わせた。最後に絵を三ケ所
に書きあげたら完成。参加者は紙管をめくるように
動かすことで，くるくると絵が移り変わるのを楽し
んでいた。
講師は導入に，新聞紙を使って折り紙が物語と共
に変化していくお話をして，雰囲気づくりを行って
いた。こども達が仕上げの絵を描く作業をしている
間に，保護者へ二つ目の作品作りを手伝ってもらい，
牛乳パックで作ったパズルをお土産にした。
(2)糸のこパズル

糸のこを使って手づくりのパズルを作った。ま
ず手始めに集成材で，単純に格子状のピースでで
きたパズルを作ってもらい，糸のこの作業の練習

２ 実施内容
今年度の創作教室も，これまでの方針に基づき，
できるだけ新しい内容を設けるよう，新規の講座を
5

するための酸化剤を塗って完成。参加者は、自分の
作品に大変満足していた。
本講座は初めての講座で講師は参加人数を 4 人と
していたが、より多くの人に経験してもらいたいと
いうこともあり、倍の 8 人の大人を対象として試験
的に実施することとした。材料や道具の準備を事前
に打ち合わせを行ったことで、スムーズに開催する
ことができた。高温のはんだや、薬剤を扱うので心
配された作業もあったが、良好に進めることができ
た。
来年度早々にこどもの講座を実施するが、職員と
協力体制での実施することで十分開催可能である
と思われる。

を行った。始めはこわごわと作業を進めていた
が，枠を切り終えたあたりから気楽に作業に取り
組めるようになっていた。続いて，一回り大きな
材料で，動物を組み合わせた絵柄にチャレンジし
てもらった。作業時間をそれぞれのペースに任せ
たことで，思い存分作品作りに取り組め，満足し
ていた。糸のこ作業に対して，安心して取り組め
るよう，注意を徹底した。作業の難易度も段階的
にしたことで，参加者が全員満足のいく作品作り
ができていた。時間に余裕のある参加者には，最
後に色付けをしてもらった。
(3)大人の創作教室・パンフラワー

大人の向けの講座として，軽量粘土によるパンフ
ラワーのクリスマスリースを実施した。始めに，色
付けをしてある軽量粘土を小分けにして，ヒイラギ
の葉を 36 枚作った。葉の形に押しつぶした後，ヒ
イラギのとげとげを表現するのに，口紅のキャップ
を利用して，切り取っていく。ひと回りすると，ヒ
イラギのとげのようになる。その他，ツリーやプレ
ゼントなどの装飾品を作って，土台に飾り付けたら
完成。作品の完成に参加者は大変喜んでいた。講師
は参加者が質問しやすいように丁寧に声掛けを行
い、戸惑っている参加者に対して作業の支援も行っ
ていた。作業時間の短縮のために、講師が事前に材
料を準備していた。しかし、作業時間が足らず，30
分延長することを余儀なくされた。次回開催時には、
終日講座にすることも検討したい。

３ アンケート集計
本事業では，各講座で参加者にアンケート調査を実
施している。その結果（N=781）をもとに本年度の創作
教室が参加者の期待に応えるものであったかを検証す
ることにする。
男の子

女の子
57%

(4)大人の創作教室・ステンドグラス
ステンドグラスづくりを大人対象に実施した。始
めに、色付きのガラスを選び、そのガラスにはんだ
が付くように銅テープを周囲に張り合わせる。次に
はんだが流れやすいようにフラックスの薬剤を塗
り、はんだ付けではんだが流れやすいように準備を
行う。はんだごてを温め、はんだを溶かしてガラス
とガラスの接着を行い、仕上げではんだを盛りつけ
てはんだの作業は終了。最後にはんだの部分を黒く

女の子

男の子
43%

参加者男女比
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160
140
120
100
80
60
40
20
0

高校
1年 2年 3年 4年 5年 6年 中学
生以
生
生
生
生
生
生
生
上

女

68

77

86

68

44

24

10

32

男

66

53

64

39

33

13

3

8

立体凧づくり

教室参加年代別表
参加者の大半が小学校低学年で女子の割合が高
かった。室内で気軽に楽しめる手芸的な内容が多かっ
たことが，女子に好評であったと考えられる。
新しく、できることは
増えましたか？

わからない
9%
できることは
増えなかった
3%

できるこ
とが増え
た
88%

次に、
「新しく、できることは増えましたか？」の問
いに大半の参加者が「できることが増えた」(88％)と
回答しており、家庭では体験できない講座の内容が効
果的だと思われる。
４ 所感
今年度は，
参加率が 9 割を超えており，
広報物やメー
ルマガジンによる追加募集等が効果的に行われた結果
と思われる。
ここ数年，講座の開拓を進め，順調に講座数，新規
開拓共に増やすことができた。長年開催してきた講座
の見直しや講師の入れ替えを図ることにより，事業の
充実を図っていきたい。
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平成2７年度教室事業一覧表
No

講

座

名

実

施

日

実施時間

1

自然素材を使った工作

平成２７年４月２５日（土）

13時30分～16時

2

伝承おもちゃ

平成２７年５月３日（日・祝）

13時30分～16時

3

糸のこパズル

平成２７年５月５日（火・祝）

9時30分～12時

4

大人の創作教室・陶芸（1）

平成２７年５月２４日（日）

9時30分～15時30分

5

大人の創作教室・陶芸（2）

平成２７年６月１３日（土）

9時30分～12時

6

大人の創作教室・トールペイント

平成２７年６月１８日（木）

13時30分～16時

7

竹炭の風鈴

平成２７年６月２７日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

8

夏の陶芸教室

平成２７年７月１２日（日）

9時30分～12時

9

スチレンボードの貼り絵

平成２７年７月２３日（木）

9時30分～15時30分

10

革で作る工作

平成２７年７月２６日（日）

9時30分～12時/13時30分～16時

11

七宝焼きのブローチ

平成２７年８月１日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

12

藍染めのTシャツ

平成２７年８月２日（日）

13時30分～16時

13

粘土で作る工作

平成２７年８月７日（金）

9時30分～12時/13時30分～16時

14

恐竜づくり

平成２７年８月１８日（火）

9時30分～12時/13時30分～16時

15

トールペイント

平成２７年８月１９日（水）

9時30分～12時/13時30分～16時

16

木のパズル絵～うさぎ

平成２７年８月２２日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

17

コツコツ刻字

平成２７年８月２３日（日）

9時30分～15時30分

18

万華鏡作り

平成２７年８月２７日（木）

9時30分～12時/13時30分～16時

19

木の枝のあかり

平成２７年９月１２日（土）

13時30分～16時

20

操り人形

平成２７年９月１３日（日）

9時30分～12時

21

パステルアート

平成２７年１０月１１日（日）

22

木工教室

平成２７年１１月１日（日）

9時30分～15時30分

23

七宝焼きの壁飾り

平成２７年１１月３日（火・祝）

9時30分～15時30分

24

大人の創作教室・パンフラワー

平成２７年１１月１３日（金）

9時30分～12時

25

クリスマスリース

平成２７年１１月２９日（日）

9時30分～12時/13時30分～16時

26

オルゴールのプレゼント

平成２７年１２月５日（土）

9時30分～12時

27

オルゴールのおもちゃ

平成２７年１２月５日（土）

13時30分～16時

28

ゴム版年賀状

平成２７年１２月１２日（土）

13時30分～16時

29

凧づくり

平成２７年１２月１３日（日）

13時30分～16時

30

手作り木琴

平成２７年１２月２６日（土）

9時30分～15時30分

31

どんぐりコロコロ迷路

平成２８年１月１６日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

32

冬の陶芸教室(1)

平成２８年１月３０日（土）

9時30分～15時30分

33

冬の陶芸教室(2)

平成２８年２月２８日（日）

9時30分～12時

34

大人の創作・ステンドグラス

平成２８年３月５日（土）

9時30分～12時

35

ロープウェーづくり

平成２８年３月６日（日）

9時30分～12時

36

パステルアート

平成２８年３月１３日（日）
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9時30分～12時/13時30分～16時

9時30分～12時/13時30分～16時

ワークショップ「たのしい工作室」

備数を超えた際は，可能な限り材料を作り足して対応

川橋奈織・國宗治子・吉田文

し，追加が不可能な場合は，15：30 より前に受け付け
を終了することもある。
② 工作の指導体制
インストラクターは通常２名とし，多くの参加者が
見込まれる夏期休業中は３名体制（平成 27 年度は８
日間）で実施した。
いずれの回も１名がチーフ，他はサブとして役割分
担し，各工作のチーフ担当を中心に対象年齢を考慮し
て内容を決定，実施に向けた準備を行う。
工作当日は，工作室内の様々な道具を用い，参加者

１ 事業概要

が「切る・塗る・貼る」など工作を進める中で可能な

ワークショップ「たのしい工作室」は，主に幼児・小

限り多様な用具体験ができるよう指導に配慮すると

学校低学年とその保護者を対象とし，幼児・児童の自由

ともに，色塗りや絵を描いたり好きな形に切ったりす

な発想を重視しながら次代を担うこどもたちの創作活動

るなど，できるだけ参加者の自由な発想で作ることが

の場を拡大するとともに，こどもたちの豊かな創造性と

できるよう心がけている。また，道具を使用する際は

幅広い興味を育てることを目的としている。

参加者の年齢を考慮し，同伴の保護者を含めて注意喚

紙・木・ペットボトルなどの身近な素材を用い，動く

起を行っている。

工作・飾れる工作・季節感のある工作・科学工作など多

(３) インストラクターの活動状況

彩な題材で実施しており，平成 27 年度は年間 48 回，の

① 登録者数および登録方法

べ 3,518 名の親子が工作に参加した。

平成 27 年度は登録者 47 人で運営し，20 代から 80

２ 実施概要

代まで幅広い年齢層が登録，活動した。インストラク

(１) 開催日

ターの新規登録は， 問い合わせに応じて通年で受け

主として日曜日・土曜日・祝日のいずれか。なお，

付けている。

多くの参加者が見込まれる夏期休業中は平日も実施。

② 打ち合わせ会

(２) 受付時間

年４回の打ち合わせ会を実施し，３ヶ月分の担当

13：00～15：30。空席状況や制作時間を勘案しな

者を決めている。このほか，インストラクターの技術

がら随時受け付ける。

向上や情報交換を目的とした技術講習会や懇親会，

(３) 実施場所

工作室内の材料・道具類の棚卸しと整備を行った。平

３階 工作室

成 27 年度の打ち合わせ会各実施内容は以下のとおり。

(４) 対象

・４／５(日)

主に幼児・小学校低学年とその保護者

７～９月の担当者決定
講習会「たのしい折り紙。工作室の

(５) 定員

移り変わりとともに」

通常約 60 名，夏期休業中は約 80 名

・７／12(日)

(６) 参加申し込み

10～12 月の担当者決定
科学の祭典出展概要紹介

不要

「苔のミラクルワールドへようこそ！」

(７) 参加費

ボランティアフェスティバル出展について

30 円

・10／10(土) １～３月の担当者決定
技術講習会「ヒンメリに挑戦！」

３ 実施・運営状況

・１／17（日) ４～６月の担当者決定

(１) 平成 27 年度の実施状況

技術講習会
「とびだすおりづるカード 2 種」

年間 48 回実施し，参加者は 2,719 組 3,518 名で
あった。各実施日時・工作内容・参加状況は表１のと

③ インストラクター通信

おりである。
(２) 教室運営

毎月作成し，当月の担当者の確認・打ち合わせ会や

① 材料準備

その他の活動の予定や報告・必要な材料収集の呼び
かけ・通信発行の２ヶ月前に実施した各工作手順の

インストラクター主体で，各回原則 60 名分（夏期

紹介などを郵送やＥメールで情報提供している。

休業中は 80 名分）を事前準備している。参加者が準
9

④ 青少年のための科学の祭典・ボランティアフェス

こどもたちの参加年齢層は低年齢化しているが，イン

ティバルへのブース出展

ストラクターから工作のコツやヒントを教わることを通

科学の祭典では，10 月 24 日（土）
・25 日（日）に

じて，ものづくりの魅力と自分で創造する喜びを親子で

５名のインストラクターの協力のもと，
「苔のミラク

感じることができるよう，多彩な内容と対象年齢に見

ルワールドへようこそ！」１ブースを出展し，苔の植

合った事前準備・指導方法の工夫，各工作を担当するイ

生や地球温暖化防止対策との関わりについて紹介し

ンストラクターとともに今後も検討を重ねていきたい。

シャーレで苔のハコニワ作りを実施した。

「たのしい工作室」はインストラクターの主体性に支

また，10 月 24 日（土）に科学の祭典と同時開催の

えられての事業でもある。インストラクター一人ひとり

広島市文化財団ボランティアフェスティバルでは，

がより主体的に工作の企画や指導に携われるよう，イン

インストラクター10 名で工作「とびだせ！びっくり

ストラクター同士の連絡体制や科学館とインストラター

バネヘビくん」を出展・指導し，220 名のこども達が

との連携を図りやすい環境整備にも留意し，工作室の運

が工作に参加した。

営の充実に努めたい。

４ アンケート結果（回答数：743）

［表１］平成平成 27 年度「たのしい工作室」実施内容一覧

(１) 対象年齢
年齢層は，
概ね当事業の対
象となる幼児・小学校低学
年が約９割を占めている。

10歳以
上
3%

年齢
1～3歳
13%

4

約１割が１～３歳の
一方，
参加で，対象年齢の参加者

7～9歳
34%

5

と兄弟での参加と推測さ

4～6歳
50%

れ，この傾向は今後も続く

6

と予想される。
（２) 工作参加者の感想
参加者の９割が「とても
楽しかった」・「楽しかっ
た」と回答しており，本事
業が概ね参加者のニーズ
に応える内容であったと

参加しての感想
4 つまらな
かった
0%
3 まあまあ
2%

2 たのし
かった
25%

7

5 わからな
い・無回答
5%

1 とてもた
のしかった
68%

8

いえる。
当事業は対象年齢から，参加者がインストラクター

9

から工作の作り方を教わるだけでなく，工作を通して
10

初めて様々な道具に触れ，道具の正しい使い方や工作
の工程でのコツなどを教わる機会が多い。さらに，同伴

11

の保護者へインストラクターが工作の中に盛り込まれ
ている仕組みを説明するなど，工作の内容を保護者も
一緒に楽しみ新たな発見をする様子も多く見受けられ

12

る。インストラクターの参加者に対する様々な角度か

実施日

内容

工作数

4日

羊毛であそぼう！①ミサンガづくり

54

月計

12日

こいのぼりバッグ

45

19日

くるくるふうりん

74

29日

かざぐるま

65

84

2日

すすめカープ！

38

49

5日

ちょうちょうひこうき

64

10日

ははのひのプレゼント

51

24日

くるくるバード

38

49

31日

パクパクねこちゃん

44

57

7日

レザーのこものいれ

54

70

14日

木であそぼう！

72

20日

とびだすおりづるカード

43

28日

リンググライダー

74

96
79

参加者数※

238

58
97

243

66

93
55

5日

羊毛であそぼう！②コースターづくり

61

11日

マジックしおり

47

20日

もりのようせいのしゃしんたて

61

26日

ちいさいおうち

82

106

31日

ビーズのボールストラップ

80

104

5日

かえるのがっしょう

88

114

8日

とんがりまんげきょう

83

11日

紙コップのレーシングカー

79

20日

親子のゆらゆらイルカ

82

23日

にじをつくろ！

56

72

30日

カラフルきんぎょすくい

76

98

6日

はしれ！ぴょん太くん

40

13日

クルクルせんぼうきょう

64

26日

とびだすフーフーかざぐるま

50

4日

ストロー・モビール

41

31日

かわいいハロウィン♪

55

3日

土星ごま

78

8日

ペーパーデコバッグ

55

14日

クルクルコプター

28

22日

フーフー玉いれゲーム

57

74

5日

まつぼっくりのクリスマス

46

59

6日

ぱたぱたスノーマン

49

13日

クリスマスのオーナメント

64

20日

羊毛であそぼう！③ボンボニエール

54

70

79

102
106

83

96

53
71
71
36

83
41
79

大きな要素となっている。

16日

お花をかざろう

40

24日

おきあがりころりん

40

31日

おにの玉いれ

51

創作活動は毎回高い関心を引いており，リピートする参
3

加者が多く見られる。参加者の様々な工作の体験や道具
の使用を通じて得られる達成感や新たな発見は，インス

とんびのひこうき

65
50

20日

牛乳パックでポ～ン！

28

28日

貝あわせであそぼう

54

6日

ミラクルひきごま

59

13日

コロコロちょきんばこ

47

192

るところが大きいと考えられる。
10

282

52
52

316

249

66
84
197

65
36

255

70
106

組： 2,719

トラクターの創意工夫ときめ細かい事前準備・指導によ

124

63
245

61

フィルムケースのおひなさま

200

101
218

32

7日

599

65

星のサンタ

14日

429

52
154

木のぼりおさるさん

2

314

107
464

10日

こどもたちが試行錯誤し自分の手で工作を作り上げる

304

61
331

23日

５ 所感

309

83
235

らのアプローチは，工作の達成感や満足度につながる
1

月計

70

76
61
人数：

137

3,518

サイエンスショー
國宗治子・山脇一幸
１ 概要

以下の４点を目的に事業をおこなった。
(1)科学実験を通して科学に対する興味・関心を
喚起する。
(2)科学的な体験を通して科学的な物の見方や考
え方を育てる。
(3)「なぜ，どうして」という疑問をもたせ，好
奇心を抱かせる。
(4)身のまわりには，いろいろな科学技術が応用
されていることに気付かせる。
なお，当日気軽に誰でも自由に参加できる形態
とし，１日２回（１回あたり 30 分）
・年間計 11
テーマ実施した。

「光の科学」

３ 所感
平成 27 年度も参加者の反応から，実験を楽し
んでいる様子がうかがえた。参加するこどもたち
の年齢層が低い傾向は近年と変わらず，職員対応
の実験においては，実施前に急遽，実験や使用す
る材料を変更する等の対応をおこない，低年齢の
参加者でも楽しめるよう努めた。
そのほか会場について，暗室となる会議室で実
施する「光の科学」では，他事業の都合で，１日
のみ，サイエンススタジオで実施した。従来の
オープンスペースでの実施だったので，参加者の
興味をひきやすく，多くの参加者があったととも
に，好評であった。反面，いつもこどもたちに人
気の実験は暗室状態でないと実施できないため，
会場を十分検討しながら対応していく必要があ
る。今後も講師と事前の打ち合わせを行いながら，
より良いショーになるよう，可能性を探っていき
たい。
参加者の動きを見ると，初めからショーを目的
に来館する参加者も何人かあったが，多くは来館
後にショーの開催を知り，参加しているように感
じられた。参加への動機はどのようであっても，
サイエンスショーに参加することで，何か一つで
も発見や驚きを感じてもらえるよう，また，身近
な科学のふしぎやおもしろさを感じ，興味・関心
を抱くきっかけになるよう，実験内容や見せ方，
参加者との雰囲気づくり等，工夫をしながら実施
していきたい。

２ 実施内容
(1) 実施場所：1 階サイエンススタジオほか※
※
「光の科学」
は２日のうち１日は２階会議室，
「爆発実験 カウントダウン」は１階たんけん
とりで前で実施。

(2)実施回数：25 日 1 日 2 回 計 50 回
(3)年間参加者数：3,705 人 1 日(2 回)の平均参
加者数は 148 人
(4)各タイトル参加者
タイトル

人数

日数
（回）

人数/
日

ためして実験！電波のなぞ

331

4(8)

83

空気のおもしろ実験

320

2(4)

160

火の科学

376

3(6)

125

ふしぎ！－196℃の冷たい世界

132

1(2)

132

光の科学

156

2(4)

78

シャボン玉の科学

677

3(6)

226

熱い世界と冷たい世界

156

1(2)

156

爆発実験 カウントダウン

764

3(6)

255

風船で科学

163

1(2)

163

電気のいたずら

342

3(6)

114

おもしろ実験アラカルト

288

2(4)

144

合計

3,705

25
148
（50） （平均）

「空気のおもしろ実験」
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て解説を行った。その際に，国立天文台が開発した
シミュレーションソフトウェア
「Mitaka」
を使って，
視覚的な面のサポートを行った。
可能な限り，一般相対性理論を一般の方々にも伝
えたいという講師の意向もあり，難解な理論式につ
いて，言葉を選びながら解説を行った。参加者も講
師について理解しようという姿勢がみられ，真剣な
まなざしであった。

大人の科学談話室
村上 聡・矢野 宏和
１ 概要
こどもだけではなく大人を対象に，科学の世界に
親しむ場を提供することで，市民に対する科学技術
への啓発普及を進めていくこと，さらにこの事業を
通して，大人の科学館の利用促進を図っていくこと
を目的とした事業である。
上記の目的を達成するために，今年度は４回実施
した。内容としては，高エネルギー宇宙物理学，一
般相対性理論，
「５」をキーワードとした科学，太陽
系科学の４つの分野を取り上げた。４回で計 114 人
の参加があった。

(3)2016 年１月 16 日（土）参加者 29 名
「五角形に潜む謎」
広島大学大学院理学研究科 吉田啓晃
ヒトデのように身近なものから，ノーベル賞にも
なった五角形を使った分子や結晶などの最先端の物
質に潜む五角形の謎について解説した。解説するだ
けでなく，参加者に計算をしてもらいながら，５が
出てくる数字のマジックなどが登場したり，参加者
に考えて発表してもらうなど，参加者も積極的に議
論した内容であった。

２ 実施内容
(1) 2015 年 11 月 14 日（土）参加者６名
「高エネルギー宇宙の謎にせまる！」
広島大学大学院理学研究科 深沢泰司
2015 年２月 17 日に打ち上げられたＸ線天文衛星
「ひとみ※」
（講座の時点では ASTRO-H）を中心とし
て，Ｘ線天文学の解説を行った。Ｘ線天文学でわか
ることや，ブラックホールなどの宇宙の高エネル
ギー現象について理解を深めた。特に「ひとみ※」
はこれまでにない高性能で，日本だけでなく様々な
国による国際天文衛星ということで活躍することに
興味を持つ参加者が多かった。
※2016 年３月末に姿勢異常となり，１ヶ月ほどの復
旧活動もむなしく，５月末に運用が停止された。

(2)2015 年 12 月 12 日（土）参加者 37 名
「アインシュタインと宇宙の始まり」
広島大学大学院理学研究科 山本一博

吉田氏の談話室の様子
(4)2016 年２月 27 日（土）参加者 42 名
「太陽系はありふれた系か」
大阪大学大学院理学研究科 寺田健太郎
隕石や探査機が持ち帰った地球外物質の研究から
分かってきた，最新の太陽系科学についてわかりや
すく解説を行った。最近，盛んとなっている太陽系
外惑星の話も交えて，我々の住む地球が含まれる太
陽系が，広い宇宙の中で特殊なものであるか，そう
でないかについて解説した。講師の解説は非常に分
かりやすく，太陽系という身近な宇宙の話題でもあ
り，参加者は熱心に聞いていた。

３ 所感
参加者のほとんどが何らかの発言（質問を含め）
を行っており，参加性の強い事業だということを
示している。
当館は，広島市近辺において，大人が科学にふ

山本氏の談話室の様子
2015 年はアインシュタインが一般相対性理論を
発表してから 100 年になることから，アインシュタ
インが宇宙論に果した役割や，最近の宇宙論につい

12

れることができる数少ない場所である。メイン
ターゲットをこどもとしている当館にとって，大
人の科学談話室は大人をターゲットとした貴重
な事業のひとつである。そのため，様々な科学分
野の話題を提供することが必要となるため，講師
となる研究者との連携を強化するとともに，職員
のスキルも磨き，大人の興味関心に応える質の高
い講座ができるようにしていくことが必要であ
る。
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Ⅱ プラネタリウム・天文普及事業
松本佳也，髙土尚子，吉田文
広島市こども文化科学館では，プラネタリウム事業
を中心に各種天文普及事業を実施している。
平成 27 年
度はプラネタリウム設備の改修工事を実施するため，
事業実施は 11 月 15 日までとなったが，番組制作や各
種イベント等を実施した。以下その概要を報告する。
―― プラネタリウム設備概要(2015.11 まで) ――
・光学式投影機：コニカミノルタプラネタリウム MS-20AT
・補助投影機：フル HD プロジェクター，スパイスシス
テム（オールスカイ）
，パノラマ，流星，人工衛星，
各種スライド投影機等
・音響：４ch サラウンド（各 ch フルレンジ SP＋サブ
ウーハー）
，補聴用ヘッドホン５セット
・座席数：340 席
・ドームスクリーン径：20m
②各番組の概要
a.春の番組(No.140)
・タイトル：消えた星座のナゾ!!
・投影期間：３月７日～５月 31 日
・脚本・演出：五十嵐美佐子
・美術：上本ちよみ
・声の出演：木村知恵美・谷信子・福田恵
・音楽：国本佳宏
・内容：春の星空紹介を中心に，星座の歴史を紹
介する内容。３人の会話形式で進行。

平成 27 年度観覧実績
総観覧者数 55,548 人 総投影回数 820 回
＜内訳＞
季節番組 春(H27/4/1～5/31)
5,987 人(192 回)
季節番組 夏(6/7～8/31)
15,833 人(244 回)
季節番組 秋(9/6～11/15)
10,171 人(206 回)
星空投影
1,092 人( 20 回)
星空ミニライブ
686 人( 6 回)
リフレタリウム
778 人( 26 回)
学習投影
小学校 4 年
6,549 人( 42 回)
小学校 6 年
51 人( 1 回)
その他
505 人( 2 回)
幼児向け投影
9,590 人( 34 回)
夏休み特別投影(戦場に輝くベガ)
3,282 人( 37 回)
夏休み特別投影(夕凪の街桜の国)
432 人( 6 回)
こどもの日投影
188 人( 1 回)
天体観望会〜星空解説〜
163 人( 1 回)
七夕星空投影
131 人( 1 回)
夏休みの星空観察
110 人( 1 回)

b.夏の番組(No.141)
・タイトル：名探偵ぴょん太の流れ星村密室事件！
・投影期間：６月６日～８月 30 日
・脚本・演出：鵜林伸也
・声の出演：青野光臣・福田恵・三浦ひろみ
・音楽：国本佳宏
・美術：村上麻紀
・内容：架空の村の天文イベントを舞台としたミ
ステリー調のストーリーで，隕石と流れ
星について紹介。

１ 実施事業概要
(1)季節番組
①概要
年間を通してメインとなる全編オート番組。一
貫したストーリーの中で，テーマに応じた内容や
季節の星空を紹介する。３か月ごとに入れ替え。
所要時間約 40 分。

c.秋の番組(No.142)
・タイトル：秋の夜長の月ものがたり
・投影期間：９月５日～11 月 15 日
・脚本・演出・美術：太田しのみ
・声の出演：岡田美絵・水島憲弘
・音楽：国本佳宏
・内容：落ち着いた語り口の二人のナレーション
で，月を科学的な側面と文化的な側面か
ら紹介。
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(2)星空投影
①開催日
毎週日曜日 16 時から（星空ミニライブ開催時
を除く）
②概要
職員の生解説による投影。季節の星座や惑星と
あわせて，天文宇宙関係のトピックスなどを紹介。
③各月のテーマ
４月「ハッブル宇宙望遠鏡 25 周年」
５月「油井宇宙飛行士，ISS へ！」
６月「金星をみよう！」

９月「まやかしプラスチックのふしぎなおもちゃばこ」
出演：まやかしプラスチック(うね
（ボーカル，
ギター，鍵盤）・さよっこ（ボーカル，
おもちゃ）
・kneeeeee（テノリオン，鉄
琴など）)
(5)夏休み特別投影
①期間
７月 19 日(土)～８月 31 日(日)
②概要
プロジェクター３台構成の仮設フルドーム映像
システムによる番組投影。
③設置機器
・プロジェクター：JVC DLA-X30 ３台
・映像送出：専用 PC １台
・再生用ソフトウェア：リブラ HAKONIWA PLAYER
・解像度：２Ｋフルドーム(2048×2048 pixel)
④上映番組
・戦場に輝くベガ ～約束の星を見上げて～
（星空生解説 20 分＋本編約 25 分：山梨県立科学
館制作)
・夕凪の街 桜の国（約 50 分）※8/4～8/9 のみ

７,８月は特別投影のため休止
９月「お月見を楽しもう」
10,11 月「プラネタリウム大解剖!?」
(3)リフレタリウム
①開催日
毎週水曜日 12 時 30 分から
②概要
解説なしにプラネタリウムの星空とＢＧＭを
ゆったりと楽しむ，大人向けのヒーリング投影。
唯一の大人向け定例プログラム。
所要時間約 20 分。
③使用 CD
2015 年春「サラ・ブライトマン『DIVA』
」
2015 年夏「image14 emotional & relaxing」
2015 年秋「In the mood for JAZZ
- romantic jazz - 」

(6)天体観望会
①会場
広島市こども文化科学館正面玄関前
②概要
プラネタリウムでの当日の星空案内と，屋外で
の観察を実施。いずれかのみの参加も可。学生や
社会人のボランティアもスタッフとして参加。
③各回の状況
a.４月４日(土) ※月食観察会として実施
ｱ)星空解説(ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ)なし
ｲ)星空観察 19:00～21:30
参加者数：４人（天候不良）
b.７月 25 日(土)
ｱ)星空解説(ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ)18:30～19:20
ｲ)星空案内 19:30～20:30
参加者数：ｱ)163 人 ｲ)200 人

(4)星空ミニライブ
①開催日
毎月最終日曜日 16 時から
②概要
星空の生解説とあわせて音楽演奏や朗読を実
施。星空解説 20 分程度，ゲスト出演 30 分程度を
目安とする。
③各月のテーマ
４月「夜空に響く きまぐれアンサンブル♪」
出演：あんさんぶる きまぐれ。(山田 恵理子
(クラリネット)，折坂 裕子(ホルン)，
篠原 恵美(ピアノ))
５月「空の音楽会」
出演：青木紀子(ピアノ)
６月「おもいでの映画音楽」
出演：中矢九喜子（フルート）
，久貞祐子（ピ
アノ)
７月「夏うた大集合！」
出演：青木紀子(ピアノ)
８月「月夜のものがたり～音楽でつづるかぐや姫～」
出演：戸井 朋子（ソプラノ）
・金石 あずさ（パ
ーカッション）
・久貞 祐子（キーボード）

(7)広島大学東広島天文台見学会
①日時：９月 19 日(土)18:30〜20:30
②参加者数：69 人
③内容
広島大学宇宙科学センター東広島天文台の一
般向け見学会を，同センターの協力により実施。
県内最大の 1.5ｍ望遠鏡による天体観察や，
Mitaka を利用した同センタースタッフによる宇
宙解説など。
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(8)リニューアル工事現場公開

動化されるため，これを機に紹介した。投影設備そ
のものに焦点を当てた解説は，これまでほとんど行
ってこなかったが，一定の関心は得られたようであ
った。
広島市こども文化科学館では開館以来 35 年半，
季節ごとに年４回入れ替えるフルオート番組と毎
週日曜日の全生解説の投影を基本に，プラネタリウ
ムを運営してきた。40 分間のフルオート番組の自主
制作は現在でも珍しく，当館プラネタリウムの事業
展開の基幹となってきたが，新たな設備を生かし社
会情勢の変化に対応するため，リニューアル後はこ
れを大きく変更することとなった。次年度から心機
一転し，多くの来場者を迎えていきたい。

①日時：11 月 21 日(土)9:30〜12:00
②参加者数：50 人
③内容
分解されたプラネタリウム本機の様子や，これ
から実施するリニューアルのポイントなどを紹
介した。
２ 所感
平成 27 年度はプラネタリウム設備のリニューア
ル工事を実施するため，その準備と並行して通常事
業を実施する慌ただしい一年となった。今回のリニ
ューアルにより設備が大幅に改められることから，
これを踏まえた取り組みも一部で実施した。
秋の番組「秋の夜長の月ものがたり」では，リニ
ューアルにより多くが撤去されるスライド投影機
を多用し，スライド投影機ならではの高い解像感や
色彩感を生かした演出を行った。プラネタリウム本
機の日周軸に取り付けられたスライド投影機や中
判フィルムのスライド投影機は，所有する館は大変
少ないが，これらは現在のデジタルシステムではい
まだ不可能な水準の美麗な演出を可能とする。今回
のリニューアルでは，スライド投影機にしかできな
い一部の演出を温存し，より機能アップさせる改造
も実施した。当館のプラネタリウム本機ならではの
演出を今後も取り入れ
ていきたい。
星空投影の最終テー
マとなった「プラネタリ
ウム大解剖!?」では，惑
星投影機の動きと，プラ
ネタリウム操作卓を完
全手動操作して日の入
りを演出する様子を，２
台の暗視カメラでリア
ルタイムに映し出した。
いずれも 1980 年代中頃
までのプラネタリウムであればどこでも見られた
光景であるが，一般にはほとんど知られておらず，
また操作についてはリニューアルにより大幅に自
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11 月 反省会（15 日）

Ⅲ クラブ活動

２月 プラネタリウム工事見学，新 PC 操作体験会
（14 日）

プラネタリウムクラブ
髙土 尚子・松本 佳也・村上 聡

５ 番組制作と発表会
(1) 内容
班

タイトル

Ａ

夜空からやってきた２つの光

Ｂ

ある日エミューがふってきて

Ｃ

神話の世界へ行って A

ＯＢ

冥がり草紙～なまけ星の巻～

(2) 発表会
発表会は部員の保護者などを招いて実施している。
また一般来館者も自由に観覧することができる。観
覧無料。観覧者 55 名。
○日時

１ 概要

平成 27 年 10 月 18 日 17:30～19:00

○アンケートから

プラネタリウムクラブは，小中学生のこども達だ

・制作を全て自分たちでやっているのはすごいな

けでプラネタリウムのオート番組を制作する全国

と思いました。

でも珍しいクラブである。昭和 56 年から続いてお

・手作り感があり，とても素敵でした。また見に

り，シナリオ，原画作成，音声録音編集，映像編集，

来たいです。

プログラミングなど，ほぼすべての作業をこども達

・制作時間が少ない中，がんばって作られたと聞

自身が行う。以下，平成 27 年度の活動を報告する。

きました。初めて見ましたが，どの作品も良か
ったです。

２ 目的
異年齢の児童生徒が広域より学校外の場に集ま

６ 所感

り，主体的に活動し，また集団行動することを通し

平成 27 年度はプラネタリウムの大規模改修工事

て児童生徒の健全育成を図る。

のため，例年よりも１か月早く発表会を実施した。

プラネタリウム番組の共同制作を通して，天文学
に関する学習・研究を深めるとともに，コミュニケ

それに伴い，例年とは異なり音声の編集作業を職員

ーション・プレゼンテーションなどの能力を高める。

が行った。また，27 年度は滅多に見ることができな
いプラネタリウム工事の様子を見学したり，新たな
番組制作用の PC をこども達に説明することで，新

３ 部員の構成

システムのイメージを持ってもらうことができた。

現役部員（小学校５年～中学校３年）
：13 名

平成 28 年度はプラネタリウムが新しいシステムに

※うち新規加入５名，継続者８名

変わって最初の年となる。職員も手探りの状態での

ＯＢ・ＯＧ（高校生以上で活動に参加）
：２名

スタートになるため，番組制作スケジュールをどう
するのか，また，こども達にどこまでデジタルプラ

４ 活動状況
３月 新入部員募集

ネタリウムを使ってもらうのか，課題が多い。しか

４月 進級進学お祝い会（５日）

し，こども達の豊かな創造力をより発揮できるよう，
サポート体制をしっかりと整えていきたい。

発足式（19 日）
５月 新入部員講習会（10 日）
（プラネタリウムの仕組み，
番組制作方法など）
８月 番組制作合宿（１日～２日）
10 月 発表会（18 日）
青少年のための科学の祭典（24 日）
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アマチュア無線クラブ

３ 平成 27 度の活動の詳細
⑴ 南極昭和基地との交信
日本アマチュア無線連盟と連携し「こどもの日特
別運用」を行う南極昭和基地のアマチュア無線局と
の交信を予定していたが，昭和基地のアンテナがブ
リザードで損傷したため中止となった。

担当者:佐藤篤正・矢野宏和・吉田 文
１ 概要
電子工作や無線機の操作，無線コンテストへの参加
を通して電気や電波に対する興味･関心を高め知識を
深めることを活動の目的として新しく 22 名のクラブ
員が活動を行った。

⑵ ＡＲＤＦ（フォックステーリング）とフォックス
ハンティングの実施。
第１回目のＡＲＤＦ（フォックステーリング）
では，専用の発信器や受信機等の機材の準備とク
ラブ員への指導を日本アマチュア無線連盟呉支部
よりしていただき中央公園で実施した。指向性を
もったアンテナで電波を探るという本格的なＡＲ
ＤＦについて実体験をすることができた。
第２回目のフォックスハンティングは，県立総
合体育館・ハノーバー庭園周辺で実施した。ＦＭ
ラジオ周波数帯の発信装置を持って移動する２人
（フォックス）を各自が持参したＦＭラジオで探
し出す競技を行った。
前回のＡＲＤＦ（フォックステーリング）の経
験からか，全員が設定時間内で目標のフォックス
を見つけることができた。

２ 平成 27 年度の活動方針
⑴ 活動内容
① 電気や電波に関する学習
② 電子工作を通した電波への理解を深める学習
③ 無線従事者免許取得のための支援
④ アマチュア無線局(JH4YIL)の運用
⑵ 活動のねらい
① 電気や電波に関する学習を通して，学ぶことの
楽しさを味あわせる。
② 免許取得を目的とした特別講座を夏期休業中
に開設し，受験者の全員合格を目指す。
③ 無線交信技術の向上を目的として各種のコン
テストや記念局交信に参加させる。
⑶ 活動内容
実施月日

タイトル

講師名

4/１9（日）

発足式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

科学館職員

4/25（土）

アマチュア無線の運用１

猶崎

光

4/26（日）

ALL JA コンテスト参加

中本

稔

5/5（祝・月）

南極との交信

科学館職員

5/17（日）

ﾌｫｯｸｽﾃｰﾘﾝｸﾞ(ARDF)

藤川 正克

5/24（日）

ﾌｫｯｸﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ

藤川 正克

5/3１(日)

アマチュア無線の運用２

吉岡 秀明

7/20(土)
～8/2(日)

電子工作１
ライントレーサの製作
国家試験対策講座
（1～10）

8/1・2（土・日）

フィールドデーコンテスト参加 科学館職員

11/15（日）

アマチュア無線の運用３

７/5(日)

10/24～25(土･日) 「科学の祭典」

12/20（日）

1/31（日）

電子工作２
２石ラジオコントロール
リレー
電子工作３

数か所の発信場所をつきとめる
フォックステーリング (5/17)

科学館職員
佐藤 道雄
吉岡 秀明

⑶ 電子工作
昨年の反省から，電子工作の技量を高めるため，
５月 31 日のアマチュア無線の運用を，電子工作の
基礎講座とし，はんだ付けの練習・オーディオアン
プの製作を行った。
その後，７月５日にライントレーサの製作,12 月
20 日と１月 31 日に講師による指導のもと,
①２石ラジコンリレー②7MHz ダイレクトコンバ
ージョン受信機を製作した。いずれの講座も多数の
ボランティアの支援のもとに製作を実施した。
しかし,どの題材もこどものレベルより高いもの
が多く完成までに予想以上に時間がかかり，指導者

科学館職員
坂井 宏行
浴野 稔一

7MHｚダイレクトコンバージョン 佐藤 道雄
受信機

2/14（日）

終了式

2/28（日）

広島市 WAS コンテスト

科学館職員
猶崎

光

年間参加者数：のべ 222 人
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のご厚意で３回の補講を行っていただき，多くのこ
どもたちが完成にこぎつけることができた。

⑹ 青少年のための科学の祭典
無線クラブのボランティアとクラブ員がアマチ
ュア無線のブースを担当し，モールス信号練習機を
準備して参加者にモールス信号で名前を打てるよ
うになることを目標に指導した。

はんだ付けも初めて，電子工作 (7/6)
(4) 国家試験対策講座
市販の既出問題集や参考書等を用いて指導した。
27 年度は，受講者が小学校高学年・中学生に多く
熱心に学習を行った。その結果，受講生 12 人中７
人が４級アマチュア無線技士の資格を取得した。

国家試験対策講座

科学の祭典ブース (10/24)
４ 反省と課題
年間に合計 25 回の活動を行ったが,学校でのクラブ
活動や家庭行事等のために出席率が低い活動が少な
からずあった。また出欠席の連絡が必要な活動に対し
て,連絡が無いことも多く有り参加者の把握が難しい
面があった。事前連絡の徹底を計りたい。
アマチュア無線クラブ員として，交信を行うには免
許が必要となる。平成 27 年度は小学校上級生・中学
生に強く資格を取りたいと思っているこどもが多く,
試験対策講座も熱心に取り組み，多くの者が資格取得
をすることができた。合格者の中には次の上級資格取
得への意欲を持っているものも多くおり,引き続きこ
れらのこどもたちの資格取得へ向けての指導も始め
ていきたい。

(7/21～8/2)

(5)「フィールドデーコンテスト」参加
広島市三滝少年自然の家で１泊２日の日程で移
動運用を行ないフィールドデーコンテストに参加
した。当日は無線クラブ員 17 名がボランティア５
名の支援のもと日本全国の無線局と交信を行った。

フィールドデーコンテスト参加 (8/2･3)
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(1)主催 広島市こども文化科学館，
公益社団法人発明
協会，一般社団法人広島県発明協会
(2)会場 主にこども文化科学館 ３階創作室
(3)期間 平成 27 年 5 月 16 日～平成 28 年 2 月 13 日
(4)対象と目標
①基礎コース（定員：40 名）
・小学４～６年生で初めて参加する者
課題工作の製作を通して，工具の使い方や工作の
仕方など，ものづくりの基本を身につける。
②完成コース（定員：32 名）
・小学校５年生～中学生で基礎コースを修了した者
自分のアイデアや工夫を実際の作品に仕上げる。
・
「ﾁｬﾚﾝｼﾞ創造ｺﾝﾃｽﾄ」への作品制作及び大会参加

び期末の自由工作を実施した。
なお，発明くふう展では以下のとおり入賞した。
市くふう展：ＰＴＡ協議会会長賞１名（中３女子）
優秀賞１名
(4)その他の活動
・参観日 基礎コース：8 月 29 日(土)
完成コース：8 月 11 日(火)
・県内発明クラブ交流会 ７月 23 日(木)
シャープ通信事業部第三工場見学及び工作教室
(5)第 6 回ﾁｬﾚﾝｼﾞ創造ｺﾝﾃｽﾄ参加(完成コース)
発明協会が主催する大会で，課題は「からくり・
パフォーマンスカー」（台車がからくりを施した山
車を引っ張る）である。当クラブでは正規のカリキ
ュラム外事業として位置付け，完成コースから希望
者を募り活動した。
昨年度に続き「広島折鶴
隊」が全国大会へ出場し，
銀賞（発明協会会長賞受
賞）と二年連続で入賞する
ことができた。
① 実施状況
・４チーム 12 人参加
・説明会 5 月 31 日(日)
・創作指導会 6 月 14 日，7 月 4 日・18 日，
8 月 8 日 9 日 11 日
広島県大会 8 月 26 日(水)広島市工業技術ｾﾝﾀｰ
全国大会 11 月 28 日(土)東京工業大学
② 活動状況
デザインや仕掛けを重視する方向で三度目のチャ
レンジとなった。歴代の車両を生かし，完成度の高
い作品作りをテーマとして取り組んだ。その甲斐あ
って各チーム，県大会において十分な成果を収める
ことができ，全国大会においても好成績を出す結果
につながった。

２ 事業内容
(1)クラブ員参加状況
基礎コース：40 名（内 37 名修了）
完成コース：28 名（内 22 名修了）
(2)基礎コース活動概要（別表）
近年のこども達の基礎工作力低下に対応するた
め，１年間課題工作を製作し，基礎的な工作技術の
習得を目指す。
また，アイデア開発として，知財及び特許につい
ての学習を進め，発明くふう作品出展への足掛かり
とする。
(3)完成コース活動概要（別表）
夏の発明くふう展出展作品の製作を中心に，アイ
ディア開発カリキュラム・実用工作・電子工作，及

３ 所感
今年度は，
指導員一名減の三名体制でスタートし，
一人の指導員にかかる負担が大きくなったが，後半
になって補充が完了し通常体制での運営になった。
また，例年参加数の減少が問題になっていたことも
あり，基礎コースの定員を 8 名増やし 40 名で開始
した。このことにより 1 年間を通して 30 名を超え
る参加人数を得ることができた。
完成コースにおいて，チャレンジ創造コンテスト
への取り組みを充実した半面，本来の目的である発
明くふう作品展への出品数が大幅に減少した。この
ことを踏まえ，来年度は発明くふう作品展への出品
に活動の重点を置き，チャレンジ創造コンテストに
参加するチーム数を絞る体制に変更する。

発明クラブ
森川公泰・佐藤篤正

１ 概要
科学的興味，関心を追求できる場を提供し，学校
を離れた異年齢の集団で工作活動をすることを通
して「作品を自ら完成する喜びを体得させる。
」
「 科
学的発想に基づく生活態度を育成する。」「 創造性
豊かな人間形成を図る。
」を目的としている。
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平成 27 年度
１

広島少年少女発明クラブ

活動内容

基礎・完成コースの活動
日時

完成コース

時

基礎コース

5/16(土)

P

①発足式・オリエンテーション

P

①発足式・オリエンテーション

5/ 23(土)

A

②初歩の工作

P

②アイディア発想トレーニングと工作

時

一般コース

5/31(日)

時

P

チャレコンコース

★チャレコン説明会

6/6(土)

A

③タングラム

P

③便利な小物入れ製作

6/14(日)

A

④ジグソーパズル

P

④発明くふう作品の企画・製作

7/4（土）
6/ 28(日)

A

⑤マジックハンド

P

⑤⑥

7/11(土)

A

⑥アイディア開発の基礎①

P

発明くふう作品の企画・製作

7/18（土）
7/20(月)

A

P

⑦前期のまとめ

7/22(水)

8/9（日）
全

参観日
8/20(木)
8/21(金)

参観日

★チャレコン製作②

全

チャレコン製作③④

全

チャレコン製作⑤

A

★最終調整

P

★チャレコン県大会

⑧⑨発明くふう作品の企画・製
作

全

※自由活動日

8/25（火）
8/29(土)

全

県内交流会 東広島(予定)

8/8（土）
8/11（火）

★チャレコン製作①

⑦発明くふう作品の企画・製作

全日

合同活動日

全

全

⑧⑨アイディア開発の基礎
「ボールコースター」

9/19(土)

A

⑩⑪⑫

P

⑩⑪⑫⑬

9/27(日)

A

モーターを使った工作

P

初歩の電子工作

10/12(月・祝)

A

「手回し発電カー」

P

ＬＥＤを使った工作

11/8(日)

A

⑬アイディア開発の基礎

P

11/21(土)

A

合同活動日

P

12/ 6(日)

A

⑮アイディア開発の基礎③

P

12/19(土)

A

⑯⑰⑱

P

12/23(水・祝)

A

カムやクランクを使った動く工作

P

1/11(月・祝)

A

1/31(日)

A

⑲工具箱

P

2/ 6(土)

A

⑳後期のまとめ

P

2/13(土)

P

⑭広島県発明くふう展の見学
※自由活動日
⑮⑯⑰⑱⑲⑳

からくり工作

P

㉑修了式・表彰式・反省会

但し、★チャレコン（チャレンジ創造コンテスト）及び※自由活動日は参加自由とする。
21

スーパーサイエンスミュージアム

386万円（参加費16万円含む）
村上聡・山脇一幸
２．本年度参加者概要
小学5年生 9名 （男子4名 女子5名）
6年生 7名 （男子3名 女子4名）
応募総数 27 名 （昨年度 36 名）

１．事業の概要

３．事業日程

(1)目 的
子供の科学に対する知的好奇心を高め，未来に向かっ
て夢と希望を持ってわくわくしながら探求活動にチャ
レンジできる豊かな感性と創造性を育てる。
(2)主催など
主催：スーパーサイエンスミュージアム実行委員会
共催：広島市こども文化科学館
後援：広島市，広島県教育委員会，広島市教育委員会
一般社団法人広島県発明協会
協賛：広島ガス株式会社，一般財団法人多山報恩会
協力：大阪大学，岡山大学，広島大学，九州大学，宮
崎大学，鹿児島大学，比治山大学，京都大学
４．講座実施内容
第１回 科学の扉を開いていこう
まずスポイトなど実験器具類の使用方法について
学んだ。また，初回講座であることから，受講生同士
の交流を図るため，一人一人に液体が入った容器を配
り，その液体を交換した後，試薬を使って始めにアル
カリ性の液体が入っていたのを持っていた人を当てる
のをゲーム感覚で行った。

(3)期 間
平成27年6月～平成28年2月
(4)場 所
広島市こども文化科学館
比治山大学
広島ガス株式会社（廿日市工場，ガストピア）
広島大学
アステールプラザ
石見銀山・三瓶山・小豆原埋没林
(5)内 容
小学５・６年生対象，公募・選考で16名。
開催回数年間17回：1回通常2.5時間。
体験・実験を中心とした理科。
(6)事業コンセプト
高度性
継続性

教育性

地域性

(7)経費
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第２回・３回 FM/AM ラジオの製作（１）
（２）
平成 26 年度のラジオ製作講座に引き続き実施した
ものである。平成 26 年度は AM ラジオであったが，今
年度は部品数が多く，組み立ても複雑な FM/AM ラジオ
を扱った。そのため，２回に分けて講座を行った。１
回目の講座では，電波のことやラジオの仕組みについ
て解説した後，半田ごてを使った組み立てに入り，２
回目は組み立て，及び視聴を行った。ラジオの電波を
受信し音が流れると，受講生からは喜びと驚きの声が
あがった。

座を行った。受講生だけでなく，保護者も随時実験に
参加した。そのため非常に活気のある講座となった。
身近なものを道具として使った実験を行い，受講生は
とても満足であった。

第７回 太陽系と隕石の不思議
大阪大学教授 寺田健太郎氏を特別講師に招いて，
最近の太陽系科学について学習した。座学の講座とな
ったが，寺田氏が研究に使用している実物の隕石を観
察したり，またそれに基づく解説があったことから，
受講生たちは熱心に話を聞くことができた。寺田氏の
研究室にはＳＳＭの修了生が４年生として在籍してお
り（平成 27 年度現在）
，そのことを聞いてより熱心に
聞く受講生も見受けられた。

第４回・５回 三瓶山フィールド学習
１泊２日の宿泊研修である。今年度は，三瓶山近辺
の地学的な学習と，石見銀山を見学を通して近代産業
遺産について学習する内容で実施した。初日は石見銀
山の見学を行い，現地ボランティアガイドの案内で，
間歩（銀山坑道）を実際に歩きながら詳細な解説を聞
いた。３時間程度の徒歩による学習であったが，受講
生は熱心に話を聞いていた。２日目は，三瓶山の地層
と小豆原埋没林に関する学習を，三瓶自然館サヒメル
の中村学芸員による解説のもとで行った。とくに埋没
林の見学では，
その巨大さに受講生は圧倒されていた。

第８回 自分の遺伝子ってどんなもの？
広島大学教授 田中伸和氏を特別講師とした講座で
ある。広島大学の田中氏の実験室におもむき，各受講
生の頭髪の毛根を採取し，ＤＮＡを観察する実験を行
った。個人のＤＮＡが個人情報にあたることから，事
前に説明を行い，同意書を提出して実験に取り掛かっ
た。内容としては，遺伝物質のＤＮＡから血の色素に
関するβ－グロビン遺伝子をＰＣＲという方法で増幅
し，電気泳動で観察するものである。

第６回 科学捜査 犯人は誰だ？PartⅡ
九州大学教授 牧原正記氏を特別講師に招いて，科
学捜査（化学実験）を通して犯人を割り出していく講
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第 11 回 電気・電流と磁気の不思議
岡山大学教授 池田直氏を特別講師に招いて，電気
と磁気の学習を行った。講師による演示実験や，受講
生たちにコイルを巻かせて発電装置を作ることを通し
て，電気と磁気がお互いに関係していることを理解す
ることができた。コイルを巻く作業において断線して
失敗する受講生もいたが，家庭に持ち帰り再度挑戦し
て成功させることができた。

第９回・15 回 プログラムに挑戦（１）
（２）
－ロボットをつくって操作しよう－
－めざせ！災害救助ロボット－
レゴ社が開発したマインドストームを利用した講
座である。マインドストームは，レゴブロックに内蔵
されたセンサーやモーター類を簡単なプログラミング
で動かすブロックキットである。1 回目の講座では，
車の作製と前後左右に動かすプログラミングを行い，
車を動かした。２回目の講座では，センサーなども使
って物をつかむ等，救助ロボットを想定したプログラ
ミングを行い，ブロックを動かした。マインドストー
ムのプログラミングは直感的で，わかりやすく受講生
たちは興味を持ってプログラミングを行い，プログラ
ム通りに動くことに歓声を上げていた。

第 12 回 「宮崎海岸で浦島太郎は・・・」
～ウミガメの話～

第 10 回 地球の火山とエネルギー
鹿児島大学名誉教授 小林哲夫氏を特別講師として，
最近活発に活動が報告されている火山について学習し
た。始めに，小林氏が用意した豊富な火山の映像を通
して，火山について学習した。次に，あまり見ること
のない国内外の火山灰や軽石などの火山噴出物の観察
を通して，受講生は火山について深く知ることができ
た。
宮崎大学准教授 保田昌宏氏を特別講師に招いて，
ウミガメについて学習した。宮崎海岸や世界のウミガ
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メの現状を解説するとともに，ウミガメの大きさを実
感してもらうために，模造紙を使ってウミガメの姿図
を作成した。出来上がったものを見て，意外な大きさ
に受講生たちは驚きの声を上げていた。

て燃料電池の実験を行った。ＬＮＧ船の見学ができな
かったことは残念だったが，国内でもここにしかない
半地下形式の貯蔵タンクの見学では，受講生たちから
驚きの声が上がっていた。

第 13 回 自分の頭と身体で考える
東京大学名誉教授 養老孟司氏と，武術研究者 甲
野善紀氏のお二人を特別講師に招いたコラボレーショ
ン講座である。身体に備わった能力は，どのようにす
れば力を充分に発揮することができるのか，その手法
を実際に体験し，考えながら学習した。これまで例が
ない内容の講座で，受講生だけでなく，保護者や常任
講師の間からも感嘆の声が漏れていた。一見サイエン
スとは関連性がないように見えるが，
“考える”という
視点から見ると，身体を使うことはサイエンスに通じ
るところがある，ということを頭と身体で感じた講座
となった。

第 16 回 キッチンでサイエンスを見つけよう
広島ガスショールームガストピアを会場に，食材の
サイエンスを学習するものである。食材としては小麦
粉を選び，小麦粉の歴史の説明を受け，小麦粉中のグ
ルテンの抽出実験を行った。ふだんはあまり顧みるこ
とのない小麦粉について新たな知見を得ることができ，
受講生は満足していた。

第 17 回 修了式
式に先立ち，受講生はこの一年間を通じて印象に残
った講座を取り上げて，2 分程度のスピーチを行った。
短い時間での発表ではあったが，受講生が工夫を凝ら
して印象に残るスピーチを行っていた。
その後，実行委員長から受講生一人一人に修了証書
の授与が行われた。

第 14 回 液化天然ガスの利用

５．事業のまとめ
(1) 選考
受講生の選考は，
「応募した理由」について 600 字
程度の作文と 4～5 名ずつのグループ面接によって行
った。面接は応募者全員に対して行い，企画運営委員
会によって受講生を選んだ。
応募者は各々非常に意欲を持って参加しており，こ
の事業に対する期待の高さがうかがえた。16 名の定員
に対して，27 名の応募があり，書類及び面接の両選考
結果から総合的に判断した。

広島ガス廿日市工場へのＬＮＧ船入港にあわせて船
内見学を予定していたが，直前に入港日が延びたため
見学することはできなかった。そこで，船が着岸する
岸壁や，ＬＮＧ貯蔵タンクなどの工場内の見学に変更
した。最初に簡単なレクチャーを広島ガス社員から受
けて，その後に２グループに分かれ見学を行った。見
学後，広島ガスが手掛けているエネファームに関連し

(2) 講座の日程及び内容
大学・企業等と連携して 6 月～2 月の期間，物理・
化学・生物・地学の 4 つの分野，17 回にわたって充実
した内容の講座を実施することができた。特に，今年
度は宿泊研修を実施し，教室の中だけでは体験できな
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い屋外観察や見学を行った。また，武術という，一見
サイエンスとは関連性が低いもののなかにも，サイエ
ンスに通じる部分を見つけるという，ＳＳＭならでは
の講座となった。
このほか各講座とも，魅力に富んだテーマを取り上
げるだけでなく，それぞれ複数の講座と関連性を持た
せるなどの工夫がなされ，実験を含めた内容の濃いも
のを実施した。
受講生においても，ただ講座への参加だけでなく，
レポートの作成，次回の講座時に提出・掲示を行うよ
うにしており，これを他の受講生等が評価したり，講
師が添削することにより，科学への興味や理解度をよ
り深めていけるような工夫もされている。
受講生にとっては理解が困難で高度な内容であるに
もかかわらず，熱心に講座に取り組んでいた。受講生
達の知的好奇心を十分満足させる一助となったことが
考えられる。その成果は，修了式の際，思い出に残っ
た講座についての発表で講座内容を詳細にかつ熱く発
表していたことに如実に表れていた。また，著名な科
学者や科学の専門家，
研究家などと直接関わることは，
受講生たちの科学に対して興味関心をより高めるもの
にしたと思われる。
保護者も積極的に本事業に加わり，受講生をサポー
トしたことも，講座を進める上で大きく役立った。ま
た，講座や宿泊研修に修了生の参加があり，サポート
役を務めた。今後も，保護者や修了生とも連携しなが
ら，充実した活動，受講生の知的好奇心を満足させる
活動を模索していきたい。
(3) 経費
広島ガス株式会社，一般財団法人多山報恩会両者か
らの協賛金及び参加者負担金によって本事業は運営し
ている。
(4) 総括
本事業は 13 年間という長い実績のうえに成り立っ
ており，講座内容について円熟して来た感がある。こ
のことを今後も活かしていくとともに，新たなテーマ
への取り組みも必要であると考えられる。さらに，昨
今の教育を取り巻く環境の変化をとらえ，今後の事業
発展を見据えて，人員体制も含め新しい視点を取り入
れた講座展開も必要となることも予想される。
本事業は，地元企業と大学機関などの科学教育専門
家，博物館の三者の協力で成り立っている。これから
も三者の足並みを揃え，より良い事業を受講生等へ提
供できるよう進めて行きたい。また，他の類似事業等
との連携やさらに多くの研究機関，企業との連携を図
りたい。
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とがある。
なお，今年度の実施内訳は次のとおりである。

Ⅳ ホール事業
山脇一幸・髙土尚子

内容

日数

回数

人数

こども劇場

５

10

2115 名

こども音楽会

８

14

2459 名

科学技術映像祭入選作品上映会

１

１

66 名

(1) こども劇場
人形劇やミュージカル，手品や日頃観覧する機会の
少ない日本の伝統芸能などを行った。
内容について，公演を見るだけでなく，こどもたちが
体験したり，一緒に声掛けをしたりするなど，参加性の
高い内容を採り入れることで，より伝統芸能や舞台に興
味を持ってもらえるよう出演者の可能な範囲での協力
を求めている。

こども音楽会「クリスマスコンサート 2015」

１ 概要
本事業は文化的要素が強いものとなっており，１階アポ
ロホールにて大きく「こども劇場」，「こども音楽会」に分け
て開催している。また，未就学児を中心に親子で参加す
ることができる満足度の高い事業となっている。一方で，
広報を積極的に展開しなければ，多くの人に本事業をな
かなか知ってもらえないという問題点がある。そこで，参加
者が気軽に音楽や舞台芸術に触れ親しんでもらえ，魅力
あふれる公演となるよう出演者と協議しながら内容の充実
を図ること，多くの人に参加してもらえるよう様々な広報手
段を検討することが求められる。

日時

２ 目的
アポロホールにおいて，こどもとその保護者を主な対象
とし，演劇・人形劇・クラシック音楽・手品・伝統芸能・邦楽
等，幅広い芸術文化に触れる機会を提供する。また，
様々な年齢層に音楽や舞台芸術に触れ親しむ機会を通
じて，各種芸術，文化活動を支援・育成する場としての役
割を果たす。
３ 募集・参加形態
・幼児から（年齢を問わない）
・入場無料
・自由参加（予約・整理券配布はしない）
・定員 250 席
・原則として開場は各開演 15 分前

実施内容・出演者

参加者数

５月５日
(祝・火)
①正午～
②14:30～

「マジックショー」
出演：広島奇術クラブ

500 名

８月２日
(日)
①正午～
②14:30～

人形劇「赤とんぼやけた」ほか
出演：こんぺいとう，
人形劇団なかよし

440 名

12 月 20 日
（日）
①正午～
②14:30～

「ねこサンタのおくりもの」
出演：劇団ピンクフェアリー

471 名

１月 24 日
(日)
①正午～
②14:30～

「新春おたのしみ会」
出演：南京玉すだれ広島保存会，
安芸奇術同好会

204 名

３月６日
(日)
①正午～
②14:30～

「ペンギンペペのアドベンチャチャチャ」
出演：劇団テアトル広島

500 名

(2) こども音楽会
金管・木管楽器などによるコンサートや和太鼓をはじ
めとする邦楽など幅広いジャンルの様々な音楽に触
れられる機会の場を提供するものである。
内容については，ただ曲を演奏するだけにとどまら
ず，楽器に関するクイズや解説を行い，初めて音楽に
触れる人でも音楽とともに楽器の知識を得られるように
工夫している。さらに，演奏と一緒に歌うなどこどもたち
が公演に楽しく参加できるような要素を，出演者に可
能な範囲で協力を求めて演目に採り入れている。

４ 内容
平成 27 年度は，「こども劇場」と「こども音楽会」合わせ
て 13 公演 24 回開催した。また，継続して開催している共
催事業の「科学技術映像祭入選作品上映会」も８月に実
施した。
各出演者については，地元で活躍する演奏家や団体
ボランティアとして出演可能の可否をこちらから打診する
場合と，活動の場を求めて出演者から交渉を受ける場合
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日時

実施内容・出演者

参加者数

５月 17 日
（日）
①正午～
②14：30～

「みんなで歌おう！
いっしょに鳴らそう♪」
252 名
出演：中矢久喜子，久貞裕子，三浦雄希

６月 14 日
(日)
①正午～
②14:30～

「キラキラ光る５つのハーモニー」
出演：小岩実由，森井友，折坂裕子， 299 名
山根智子，吉田真弓

７月５日
(日)
13:00～

「消防音楽隊がやってくる！
ジェリービーンズコンサート」
250 名
出演：広島市消防音楽隊
ジェリービーンズ

８月９日
(日)
①正午～
②14:30～

「ゾリステン・ドライエックのわくわく！
サマーコンサート」 319 名
出演：ゾリステン・ドライエック

９月 13 日
(日)
①正午～
②14:30～

「５つの楽器がやってくる♪♪
木のやわらかなハーモニー♪」 322 名
出演：アンサンブル ペッシュ

９月 27 日
(日)
①正午～
②14:30～

「たたいて鳴らそう！！
打楽器コンサート♪」
297 名
出演：パーカッションアンサンブル
PULSE（パルス）

12 月 13 日
(日)
①正午～
②14:30～

「クリスマスコンサート 2015」
出演：広島シティハーモニー吹奏楽団

１月 10 日
(日)
14:30～

「新春和太鼓たたき初め」
出演：文教太鼓 葵

実施日

上映
観覧者数
回数

作 品 名

・鳥の道を越えて
・NHK スペシャル「巨大災害 メガディザス
ター 地球大変動の衝撃」 第4 集 火山大
８月 16 日 噴火 ～迫り来る地球規模の異変～
（土） ・新宿に生きた縄文人 市谷加賀町二
丁目遺跡の発掘
・NHK スペシャル 知床ヒグマ 運命の
旅

１

119 名

(4) その他－ホールを使用した共催事業
詳細については，「Ⅵ 外部との連携」を参照。
４ アンケート集計結果
参加者へパンフレットを配布しない２事業（「マジック
ショー」，「新春おたのしみ会」）以外はアンケート用紙
をパンフレットに添付し回答を得た。全参加者数のうち
約３割にあたる 1,299 件の回答を得ることができた。
(1) 参加者の年齢層について
参加者層（こども）
無回答
16%

0～3歳
23%

10歳以上
5%

500 名

4～6歳
33%

7～9歳
23%

220 名

参加者は４～６歳の年齢層が最も多く，約８割が乳
幼児から小学校低学年とその保護者といえる。昨年
度のアンケート集計と比較すると，無回答の比率が
多いのではあるが，０～３歳（18％→23％）の来場の
割合が増加し，４～６歳（43％→33％），７～９歳
（27％→23％）が減少しており，当事業への参加者
が低年齢化していると言える。親子で楽しく時間を過
ごせる場として来館し，展示とあわせて，音楽や演劇
を気軽に鑑賞できるものとして，ホールを利用するこ
とが定着していると考えられる。

(3) 第 56 回科学技術映像祭入選作品上映会
(公財)日本科学技術振興財団，(公社)映像文化製
作者連盟，(公財)つくば科学万博記念財団主催の「科
学技術映像祭」入選作品のうち４作品を上映した。
内容が大人向きであり，当館に来館する主な年齢層
とは少々乖離はしているが，映像祭入選作品ならでは
の高精細な映像は見る者の興味を引きつけるものが多
い。理工系博物館として，優れた科学技術映像を活用
することは，最新の科学技術に関する紹介や，市民に
対して科学技術に対する興味関心への向上，及び知
識を深める場を提供する上で重要である。

(2) 参加者の動向と事業周知について

無回答
1%
市外
14%
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参加者住所

市内
85%

(4) 再来性について
催しの周知
無回答
3%
その他
33%

来場頻度

科学館
だより
12%

無回答
2%

アポロホー
ルちらし
17%

ここに来て
26%

前来たこ
とがある
50%

市民と市政
9%

参加者の住所を見ると，９割近くが広島市内となっ
ている。これは，当館が市中心部に立地しており，参
加者にとって比較的容易にアクセスできるからと言え
る。また，情報入手源についての「催しの周知」の項
目を見ると，館発行のたよりやホールのチラシ，市広
報紙「市民と市政」など紙媒体によるものが約４割に
達している。なお，ホールのチラシは輪転機による簡
易印刷で，館内に置くとともに市内の幼稚園・保育園
及び近隣小学校１・２年生向けに配布した。配布時
期については，今年度は概ね毎月発行する「科学館
だより」配布時に合わせて行った。
また「その他」の欄を詳しく見ると，館のホームペー
ジや広島県子育て情報サイト「kids☆メルマガ」など
に代表される電子媒体によるものが多い。一方で，
当日「ここに来て」初めて知る参加者が３割近くあり，
今後，広報活動の充実が求められる。

複数回来場している人と初めて訪れた人が概ね
半々の割合という状況となっている。本事業が対象と
している年齢層が幼児から小学校低学年までである
ことを考えると，こどもの成長により本事業が対象とし
ている年齢層からはずれてくる人の割合と，新たに
対象となってくる人の割合において，うまくバランスが
取れている状況にあるものと考えられる。
５ 所感
本事業は当館で最も文化的な要素が強く，参加者の
大半は乳幼児から小学校低学年とその保護者である。
こうした層への認知度を上げるため，従来から行ってい
る市内の幼稚園・保育園及び近隣小学校への情報発
信に加え，市外からの参加者等も視野に入れ，インタ
ーネットやメールマガジンといった電子媒体を活用して，
より多角的に情報発信を進めたい。
各公演を通じて楽しかったと感じることができると，次
の公演への興味づけ・関心づけにも繋がる。そこで，楽
器に触れること，知っている曲を色々な楽器等で聴くこ
と等，様々な体験を通して音楽や演劇の興味関心を持
ってもらえるよう，引き続き実施内容の充実化を図りた
い。また，新たな出演団体の検討・開拓も進めることな
ど，参加者が毎年新鮮な刺激を得られるように事業運
営をしていきたい。

(3) 満足度について
無回答
6%
つまらな
かった
2%

初めて
来た
48%

満足度
楽し
かった
92%

実施に対する満足度については，どの公演に関し
ても「楽しかった」と感想する参加者が９割以上あっ
た。これは，各出演者が観ていて飽きが来ないような
演出に工夫を凝らしていることが満足度の高さとなっ
ているように思われる。さらに，満足した理由につい
て見ると，「知っている曲がある」，「一緒に歌を歌え
た」，「踊るなど身体を動かすことができた」「途中で
○○できる場面があった」など，ただ単に鑑賞するだ
けでなく参加できるものほど楽しいという実感を持つ
参加者の割合が高いようである。その他，「生で演奏
を聴くことができた」「気軽に参加することができた」こ
となども参加者にとって楽しかった要因として挙げら
れる。
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パズルは科学的・論理的思考により解くものであ
るが，こどもから大人まで楽しむことができるもの
である。そこで，さまざまなパズルを展示し，より
市民にパズルの世界を楽しんでもらい，市民の科学
へ対する興味・関心を高めることを目的として実施
した。当館で常設展示していたパズルに加えて，バ
ンドー神戸青少年科学館から借用したパズルを展示
した。写真に見られるように，家族で楽しむ姿が多
くみられた。

Ⅴ 企画展
平成 27 年度企画展
村上聡・矢野宏和・森川公泰・川橋奈緒・吉田文

１ 概要
当館の常設展示は設置後 10～20 年を経ているが，
現
在のところ大幅な更新は予定されていない。そこで，
常設展示を補完し，展示全体としての魅力を維持・向
上させることを目的とした企画展を実施している。３
階の第４展示場を会場として実施しているが，展示場
の活用率を上げるために，可能な限り多くの企画展を
実施した。その結果，12 企画展の実施となった。内容
としては，被爆・戦後 70 年に関する事象やパズルなど
をとりあげた。また，延入館者数は 531,338 人であっ
た。

(3) きみもあなたも科学研究をやってみよう
期
間：平成 27 年 7 月 18 日(土)～8 月 30 日(日)
入館者数： 104,952 人
※「三村剛昂と広大理論物理学研究所」
「戦時中の天
文航法」と同時開催
内容・目的：
夏休みは多くのこども達が科学研究に取り組む時
期であり，過去にどんな科学研究が行われているか
を知りたいという問合せが多いのもこの時期である。
そうしたこども達のニーズに応える形で実施してい
るものが本展示会である。前年度の広島県の審査会
に出品した広島市内の科学研究作品の写しについて，
該当者の許諾を得て，氏名を非表示にした上で展示
した。併せて科学研究に関連する図書も展示した。3
階の比較的静かな会場で行ったことから，じっくり
眺める人も多かった。

２ 内容
(1) 第 35 回 SSP 展
「自然を楽しむ科学の眼 2014-2015
広島展」
期
間：平成 27 年 4 月 1 日(水)～4 月 5 日(日)
入館者数： 11,034 人
主
催：広島市こども文化科学館・日本自然科学写真協会
内容・目的：
日本自然科学写真協会が 1979 年以来，
全国で行っ
ている巡回写真展で，
当館では平成 23 年度から行っ
ている。協会に所属した会員が国内外で撮影した動
植物や自然現象などの自然科学に関する高品質な写
真を展示し，市民に対して自然に対する興味関心を
促すとともに，自然を観察し研究する動機を呼び起
こすことを目的とした。
(2) パズル展
期
間：平成 27 年 4 月 25 日(土)～7 月 12 日(日)
入館者数： 118,178 人
協
力：バンドー神戸青少年科学館，防府市青少
年科学館ソラール
内容・目的：
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を展示した。また，関連パネルの展示や，KIROBO 塗
り絵コーナーなどの体験型展示も行った。さらに，
KIROBO ROBOT PROJECT の片岡史憲氏（KIROBO の開発
責任者，トヨタ自動車株式会社）と西島賴親氏（プ
ロジェクトマネジメント担当，株式会社電通）によ
るトークショーを行った（8 月 1 日のみ）
。宇宙で活
躍したロボットの展示ということで熱心に眺める人
も多く，
開発者と熱心にトークをする姿も目立った。

(4) 被爆 70 年企画展 「三村剛昂と広大理論物理学研
究所」
期
間：平成 27 年 7 月 18 日(土)～8 月 30 日(日)
入館者数： 104,952 人
※「きみもあなたも科学研究をやってみよう」
「戦時
中の天文航法」と同時開催
協
力：日本物理学会物理学史資料委員会，京都
大学基礎物理学研究所 湯川記念館史料
室，
竹原市歴史民俗資料館，
小長谷大介，
山本一博（敬称略）
助 成 等：本企画展は，一般財団法人 全国科学博
物館振興財団による「平成 27 年度 全国
科学博物館活動等助成事業」による助成
を受けて実施した。
内容・目的：
「Ⅷ 研究・報告等」を参照

(7) 植物画の世界～ボタニカルアートの世界～
期
間：平 成 27 年 ９ 月 26 日(土)～10 月 12 日(月 ・祝)
入館者数： 27,829 人
協
力：花も実もある会
内容・目的：
広島の植物画愛好会“花も実もある会”の協力に
より，会員が描いた細密な植物画を展示した。生物
系の展示が少ない中で，異色の展示であるが来館者
には好評であった。

(5) 戦時中の天文航法
期
間：平成 27 年 7 月 18 日(土)～8 月 30 日(日)
入館者数： 104,952 人
※「きみもあなたも科学研究をやってみよう」
「三村
剛昂と広大理論物理学研究所」と同時開催
展示協力：星空工房アルリシャ
パネル制作：重盛恭一
監
修：高橋智子（山梨大学）
，井上圭典
資料提供：星空工房アルリシャ，滋賀県平和祈念館，
立教女学院，坂井田洋治，高橋智子
内容・目的：
プラネタリウム全天周番組「戦場に輝くベガ～約
束の星を見上げて」の関連展示として実施した。番
組を制作した“星空工房アルリシャ”が所有してい
る，第二次世界大戦中に実際に使われた天測の道具
や教科書などを展示した。戦後七〇年という節目の
中で，お年寄りが孫と思われるこどもに戦争の話を
している様子が伺われた。

(8) ドローンで見た日本の絶景～空飛ぶ写真機～
期
間：平成 27 年 10 月 31 日(土)～11 月 15 日(日)
入館者数： 22,736 人
内容・目的：
普段は近づくことや見ることができない様々な自
然の写真を展示することで，来館者の自然に対する
興味関心をより深めるとともに，自然を観察し研究
する動機を呼び起こすことを目的として実施した。
展示した写真は，当館で実施している SSP 展の関係
者である林明輝氏（主催者である日本自然科学写真
協会の理事）によって，ドローン（マルチコプター）
で撮影された自然写真である。また，ドローンが普
及し問題点や課題などが議論されている中で，ド
ローンに関する解説パネルを作成・展示した。
(9) 2015 年ノーベル賞展
期
間：平成 27 年 11 月１日(土) 平成 28 年１月 31 日(日)
入館者数： 64,780 人
企画・制作：日本科学未来館
協
力：全国科学館連携協議会
内容・目的：
ノーベル賞は，科学分野の中で最も権威のある賞
として，広く一般にも知られている。しかし，受賞
者自身に大きな関心を持たれることは多いが，その
功績について深く知る機会は少ない。2015 年はノー
ベル物理学賞と医学・生理学賞において，日本人が
受賞したこともあり，
その功績をパネルで紹介した。
連続して日本人が受賞していることもあり，熱心に
眺める人も多かった。

(6) ロボット宇宙飛行士 KIROBO 特別公開
期
間：平成 27 年 8 月 1 日(土)，2 日(日)
入館者数： 8,235 人
そ の 他：KIROBO ROBOT PROJECT※との両主催
※トヨタ自動車株式会社，株式会社ロボ
・ガレージ，東京大学先端科学技術研
究センター，株式会社電通による 4 社
共同プロジェクト
内容・目的：
ロボットや宇宙を身近に感じ，市民の科学へ対す
る興味・関心を高めるために，国際宇宙ステーショ
ン（ISS）においてロボット宇宙飛行士として活躍し
た“KIROBO”とバックアップクルーである“MIRAI”
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(10) ネイチャー写真展・菅原博カメラコレクション展(6)
期
間：平成 27 年 12 月 10 日(木) 平成 28 年 1 月 7 日(木)
入館者数： 22,157 人
内容・目的：
レベルの高い自然写真（ネイチャーフォト）を展
示することで，市民に対して自然に対する興味関心
を促すとともに，自然を観察し研究する動機を呼び
起こすために，日本芸術出版社写真部内「A.M.A.ア
マテラスの会」により主宰された第 19 回 AMATERAS
展写真公募展に入選した作品および招待作品の中か
ら，約 60 点の写真パネルを展示した。あわせて，広
島在住の菅原博氏が所有するカメラコレクションか
ら，
改修中のプラネタリウムにあわせてミノルタ
（コ
ニカミノルタ）ブランドのカメラを展示した。

今年度の企画展は，被爆 70 年ということで，広島市
全体でイベントの取り組みがあったことから，上記の
ような内容を含む企画展実施となった。当館の事業は
多岐にわたっているが，
被爆 70 年関係の企画展につい
ては，館として調査・研究を行うなど特に力を入れて
実施した。そのほかの企画展については，他団体から
の協力を得ながら，科学館らしい企画展になるように
実施した。その際に協力を得るだけでなく，できる限
り科学館ならではの情報を付加するようにした。
特に，
巡回展示を用いる場合は，製作された時代によっては
情報が古いことがある。その際には，改めて必要事項
を調査し，展示を行った。
今後も，引き続き科学館の能力を発揮できる企画展
を実施することとしたい。

(11) 日本の宇宙科学の歴史
期
間：平成 28 年２月７日(土)～３月 13 日(日)
入館者数： 19,534 人
企 画 ・ 製 作：宇宙航空研究開発機構（JAXA）
協
力：全国科学館連携協議会
内容・目的：
日本の宇宙科学技術の躍進を支えた関係者の情熱
やひたむきな努力，そして今現在も続けられている
宇宙へのあくなき挑戦について紹介することにより，
これからの科学を担う青少年をはじめとする市民の
科学に対する興味・関心を高めることを目的とする。
展示内容としては，日本の宇宙開発の始まりであ
るペンシルロケットや，科学衛星を打ち上げたロ
ケットの模型，及び打ち上げに至るまでの歴史，さ
らに，日本が打ち上げた代表的な科学衛星，並びに
今後予定されている科学衛星について解説するもの
である。これらは全国科学館連携協議会が所有する
巡回展示物を用いたが，
平成 20 年ごろの情報を元に
して製作されているため，平成 28 年２月 17 日に打
ち上げられたＸ線天文衛星「ひとみ※」に関する情
報など，最新の情報も調査し展示をおこなった。
※平成 28 年３月末に姿勢異常となり，
１ヶ月ほどの
復旧活動もむなしく，
５月末に運用が停止された。
(12) 第 35 回 SSP 展
「自然を楽しむ科学の眼 2014-2015
広島展」
期
間：平成 28 年 3 月 19 日(土) - 3 月 31 日(木)
入館者数： 7,137 人
主
催：広島市こども文化科学館・日本自然科学写真協会
内容・目的：
先述した第 34 回 SSP 展と同じ。
３ まとめ
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青少年のための科学の祭典第 21 回広島大会
矢野宏和・山脇一幸・國宗治子
１ 概要
本事業は市内の小，中，高，大学，企業などの指
導者がこどもたちに，様々な実験や科学工作，サイ
エンスショーなどを行う科学イベントである。
最近の科学技術の急速な進展に鑑み，青少年に科
学実験や科学工作などを直接体験できる機会を提
供し，科学に対する興味や関心を高めるとともに，
地域社会における科学教育の一層の振興を図るこ
とを目的に開催している。

出展タイトル
熱い世界と冷たい世界（サイエンスショー）

レジンクラフトでクリスタルを作ろう

人類と光の歴史 ～光のサイエンスショー～（サイエンスショー）

岩石なんでも鑑定相談室

ミクロの世界をのぞいてみよう

ルミノールの化学発光

「選択おもしろ実験」

人工イクラを作ろう

大道芸人の科学！さら回しをマスターしよう！

命をふきこめ！！

簡単！ホバークラフトを作ろう！

霧箱を作って放射線を観察してみよう

レーウェンフックの顕微鏡をつくろう

電子顕微鏡でミクロの世界にふれよう！

煮干しを解剖しよう

いろいろなボールのはねかえり方

身近な素材を使って作る指の動くしくみ

磁石で遊ぼう！

色ってナニモノ？

木の葉の化石を掘り出そう

広島学院

清心生と見てみよう！

色の変化でかがク・ラブ

不思議なタマゴ

オリジナルプラスチックタグづくりに挑戦！

親子でチャレンジ！火おこし

風ぐるまを作ろう！

種の動きを体験しよう

紙の橋を作ってテストしてみましょう

広島国泰寺高校生とサイエンス！！

オリジナル・マイ・箸（はし）を作ろう

基高生と「科学」を「芸術」してみよう

遺伝子の不思議！江戸の変化アサガオ

光るアクセサリーをつくる

虹スクリーンをつくろう

ピコピコカプセルで遊ぼう！

電磁波ってなに？

ねじを作ろう！－おねじとめねじのドッキング－

正12面体カレンダーを作ろう

空気・水・光のふしぎ

振動で回るプロペラを作ろう

ひろしまコンピュータサイエンス塾

安佐動物公園 あにまるさいえんす

１級をめざせ！！スーパー土だんご

「うるおいセンサー」をつくろう

オリジナルスーパーボールづくり！

月面体験－星で変わる引力の違い－

プラスチックコップで空気砲！

苔のミラクルワールドへ、 ようこそ！

タッチプールで海の生き物とふれ合おう

光る！？星座早見板を作ろう

”団結”は力なり！？

モールス通信に挑戦！

集まると示す性質

色が変わる不思議なドレッシング

「さかさメガネ」を作って、脳トレをしよう
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２ 実施内容
(1) 期間および会場
平成 27 年 10 月 24 日(土)，25 日(日)
館内とハノーバー庭園

３ アンケート（n=775）
(1) 来館者所属

(2) 入場者数
24,517 人
24 日(土) 9,899 人
25 日(日) 14,618 人
(3) 総出展数
52 出展
24 日（土） 37 ブース(ｻｲｴﾝｽｼｮｰ１含む)
25 日（日） 41 ブース(ｻｲｴﾝｽｼｮｰ１含む)
(4) 主催
「青少年のための科学の祭典」第 21 回広島大会実行委員会
公益財団法人日本科学技術振興財団 科学技術館
公益財団法人広島市文化財団 広島市こども文化科学館
(5) 協賛企業

(2) すんでいる場所

中国電力株式会社
コニカミノルタプラネタリウム株式会社，新広島ヤ
クルト販売株式会社，株式会社ケミカル山本，教育
出版株式会社，北辰映電株式会社，クリエイティヴ
アーツ ウエノブ，株式会社振興出版社啓林館
(6)協力
広島電鉄株式会社
(7)参加方法
基本的には自由参加であるが，一部多数集中する
ブースについては整理券配布で対応

(3) 今まで，何回くらい来ましたか

34

新規題材であったことが，例年とは違う特徴であっ
た。また，出展スタッフの半数近くが学生であり，
彼らが意欲的に参加していることは，祭典全体に活
気を与えていた。
・参加者の多くは小学生で，
「はじめて」及び「２回目」
がほとんどだった。今年度は近隣に大きなイベント
が開催されてないこともあってか，９割以上が祭典
を目的に来館していた。開催情報の入手については，
学校に配布したチラシだが，ホームページからの情
報を得る参加者が増加傾向にある。
(2) 課題，平成 28 年度に向けて
・新規演示者や新規題材については，今後も呼び掛け

(4) 何ブース参加しましたか

をおこなっていきたい。
・平成 27 年度は参加者が多かったこともあり，材料や

51.2%

０～５ブース

整理券が早い時間帯に無くなるブースが多かった。
また，順番待ちや製作時間などで時間がかかるブー

41.5%

６～１０ブース

スもあり，滞在時間内に希望するブースを回ること
１１～２０ブー
ス
２１ブース以上

ができていないことも課題である。整理券の有無や

5.4%

所要時間等を事前に把握して，対応を考えていきた
い。

2.0%

・効率的な経費の支出や，企業からの協賛金の新規開
0%

20%

40%

60%

拓に努めるなどの必要がある。
・引き続き安全面については，演示者に対してしっか
り注意喚起していく必要がある。

(5) 参加してどう感じましたか

・年々改善をおこなっているが，ブースの配置や案内
板などの設置場所，空調等の環境面の問題について
は引き続き改善に努めていきたい。

４ 所感
(1) 平成 27 年度の特徴と成果
・昨年度よりも２割以上参加者数が多く，２日間での
べ２万人を大きく越えた。アンケートを見ても好意

屋外の様子

的な意見が多数で，青少年に科学への興味関心を高
めるという本来の目的は達成できたものと考える。
・昨年度に比べてブース数が増え，全体の３割以上が
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（２） ホール等を使用した事業

Ⅵ 外部との連携
共催事業

開催日

事業名

４月 26 日(日)

ペーパークラフトでクルマをつく
ろう

広島市こども図書館

５月 22 日(金)

広島市心身障害者福祉センター
文化教室「天文教室」

広島市心身障害者福祉セン
ター

９人

６月 ６日(土)，
７日(日)

ロボカップジュニア体験会

ロボカップジュニア広島ブロ
ック運営委員会

236 人

６月 21 日(日)

第 35 回広島県中学校放送コン
テスト，第 32 回ＮＨＫ杯全国中
学校放送コンテスト広島県大会

広島県中学校教育研究会
視聴覚部会

200 人

７月 12 日(日)

第 11 回ぴょん太杯アイディアロ
ボットコンテスト

広島県中学校教育研究会
技術家庭部会

150 人

８月 20 日(木)

「ＪＡＸＡの方と一緒に宇宙食を
作る技（ハサップ）を学ぼう！～
宇宙グミづくりに挑戦！！」

厚生労働省中国四国厚生
局

58 人

９月 19 日(土)

第 54 回地図ならびに地理作品
展（表彰式）

広島県地理作品展運営委
員会

100 人

10 月 10 日(土)

広島市児童生徒発明くふう展
（表彰式）

広島市工業技術センター・
（一社）広島県発明協会

100 人

10 月 18 日(日)

第 32 回広島市中学校総合文化
祭 放送コンテストの部

広島市教育委員会

170 人

11 月 14 日(土)

第 5 回ひろしま紙芝居祭

広島市立中央図書館・
広島市こども図書館等

359 人

11 月 17 日(火)

平成 27 年度ボランティアネット
ワーク事業

広島市こども図書館

118 人

11 月 21 日(土)

広島県未来の科学の夢絵画展
（表彰式）

（一社）広島県発明協会

80 人

11 月 21 日(土)

広島県児童生徒発明くふう展
（表彰式）

広島県 外９団体

80 人

11 月 28 日(土)

威風堂々クラシック in Hiroshima

実行委員会・広島市・（公
財）広島市文化財団

250 人

11 月 29 日(日)

第 36 回西区子ども文化祭

西区子ども会連合会

300 人

12 月４日(金)

平成 27 年度ボランティア研修会

広島市こども図書館

129 人

12 月６日(日)

ロボカップジュニア広島ノード大
会

ロボカップジュニア広島ブロ
ック運営委員会

74 人

１月 28 日(木)

平成２７年度学校図書館支援講
座 第２回

広島市こども図書館

41 人

２月７日(日)

ロボカップジュニア広島ブロック
大会

ロボカップジュニア広島ブロ
ック運営委員会

２月 20 日(土)

インドネシアのことばとあそびに
ふれよう

広島市こども図書館

山脇一幸・矢野宏和

ＪＡＸＡの方と一緒に宇宙食を作る技（ハサップ）を学ぼう！～宇宙グミづくりに挑戦！！

[共催：厚生労働省中国四国厚生局]

１ 概要
本事業は，他の機関等と協力・連携を積極的に図る
ことによって，当館へより多くの方が来館してもらえ
る機会を提供する。あわせて，こどもの文化・科学へ
の関心を向上させることを目的に実施している。
平成 27 年度は展示関係 8 件，ホール等を使用した
事業 20 件行った。
２ 内容
（１） 展示関係
期 間
９月５日(土)
～19 日(土)

事 業 名【共催・協力団体】
第 54 回地図ならびに地理作品展
【広島県地理作品展運営委員会】

開催日
観覧者数
数
13 日

9,325 人

２日

350 人

９月 26 日(土)
～27 日(日)

鉄道模型と遊ぼう！

10 月３日(土)
～12 日(月)

広島市児童生徒発明くふう展

11 月 19 日(木)
～23 日(月)

広島県児童生徒発明くふう展・科学の夢絵画展
【広島県 外 9 団体】

５日

3,699 人

11 月 27 日(金)
～12 月３日(木)

第 16 回未来に残そう青い海・海上保安庁図画
コンクール展
【広島海上保安部】

６日

4,997 人

12 月 13 日(日)
～23 日(水)

広島市小・中学校科学研究作品展
【広島市小・中学校教育研究会理科部会】

９日

6,630 人

１月９日(土)
～１月 28 日(木)

第 17 回マルチメディア作品展
【広島市小学校教育研究会視聴覚教育部会】

16 日 10,233 人

２月７日(日)

発明クラブ作品展
【一般社団法人広島県発明協会】

５日

～13 日(土)

【鉄道友の会 中国支部】

【広島市】

９日

8,529 人

3,375 人
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共催・協力団体

参加者数
18 人

100 人

17 人

市民企画型事業
森川公泰・矢野宏和

第1回 5月30日（土）
「鶴七変化と飛び出すカード作り」
第2回 9月20日（日）
「サッカーボールを作ろう！」
第3回 科学の祭典参加
「正１２面体カレンダーを作ろう」
第4回 11月29日（土）
「クリスマス スターを作ろう！」
(2) 街角かがく広場
本講座は，市立中学校教諭が企画・運営する
講座である。仮説実験授業の手法を取り入れ，
こども達に身の周りの事象の不思議さや意外
性を体験させ，科学に興味を持たせることを目
的とする。
第 1 回 7 月 4 日（土）
「ドライアイスで遊ぼう」
第 2 回 9 月 6 日（日）
「電気を通すもの通さないもの」
第 3 回 科学の祭典参加
「煮干しを解剖しよう」
(3) 落語塾
本講座は，落語愛好家から高座や演目など落
語に関する指導を受け，参加者が落語の演目を
披露できるようになることを目標とする。講座
を行うことで，落語に親しみ，伝統芸能に対す
る理解を深める機会を提供する。
練 習 2 月 7 日(日)
リハーサル
発表会 2 月 14 日（日）
「第６回ひろしま子ども落語会」

１ 概要
本事業は，こどもたちの「科学する心」や「文化を
創造する心」の育成に関心のある市民の力により，こ
どもたちの継続的・系統的な体験学習の場や，豊かな
感動体験の場を新たに創り出そうとするものである。
また，本事業を契機にできるだけ多くの市民が科学
館の事業に参画し，市民のニーズに応える事業展開
を図ろうとするものである。
２ 事業について
(1) 市民スタッフ
科学館だより・市民と市政および公民館などの各
施設に企画応募用紙を配付し市民に企画を募集し
た。
(2)参加者
広島市及び近郊に住む小学１年生から中学生。
往復はがきでの申し込み受付
(3) 人数
原則20人（内容や場所により変更もある）
定員を超えた場合には，抽選により決定する。
(4) 実施場所
1階 アポロホール ３階 工作室 実習室

４ 所感
本事業は，
「能力を活かし，自分のできる分野で
地域や社会に貢献したい」
「仕事や趣味とは異なる
活動を通じて仲間を作りたい」といった市民の要
望を実現する場を提供するものである。
科学館に市民の視点からの新しい事業を取り入
れるよい機会となっている。本事業で活動した団
体は非常に意欲的に活動し，企画を実施した側も，
参加した側も大きな喜びを感じる事業となった。
特に，紙ニュケーション講座と街角かがく広場
の両講師は，本事業に加え「青少年のための科学の
祭典」にも出展するなど，当館の事業に積極的に参
加していただいた。

３ 実施内容
(1) 紙ニュケーション講座
本講座は，市民団体「紙ニュケーションｎ
ｅｔノキロ」が企画した講座である。紙を
折ったり切ったり並べたりする作業に科学
的・数学的思考を分かりやすく取り入れるこ
とで，折り紙を通して科学に興味を持たせる
ことをねらいとする。
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実習希望者を，従来は広島市内出身もしくは
市内高校出身で県外大学に在籍する理系学生
に絞っていたが，今年度から募集形態を変更し，
専攻が理工系学部もしくは理科教員養成学部
であれば誰でも受け入れることとして広く門
戸を開けた。これは，近年，学芸員資格取得の
ための履修単位が増加したことにより，館務実
習の希望者が減少傾向にあるため変更した。今
年度は 1 名の学生が夏季長期休暇の期間を利用
して実習に携わった。
実習については次のとおりである。
広島大学理学部生物科学科４年生
７月 30 日（木）～８月５日（水）の６日間
※８月３日は休み
内容は，プラネタリウムや創作・科学教室，
ホール事業への運営補助に加え，常設展示物の
日常点検など管理一般のものも含め実務中心
に行った。また，企画展の企画・立案から展示
開催までの流れについての座学，郷土資料館及
び江波山気象館の見学実習も実施した。特に見
学では，同じ理工系博物館でも企画展の取り組
み方の違い，人文系博物館との展示手法の違い
を意識して見てもらうようにした。

Ⅶ 人材の育成
学芸員実習
山脇一幸・矢野宏和・村上聡

創作教室（藍染めのＴシャツ）準備のようす

１ 概要
学芸員資格取得を目指す大学生及び大学院生
に対して，博物館法施行規則第１条に定められた
博物館実習を行い，当館の役割や，生涯学習の手
法，学芸員としての知識・技術・態度などを身に
着けることを目的として実施している。
今年度は，見学実習１校，館務実習１名の実習
を受け入れた。詳細は以下のとおりである。

３ 所感
見学・館務実習とも，希望者は近年減少傾向と
なっている。それは先述のとおり，必要単位数の
増加による実習生の減少や各大学で付属の博物
館を設置し，自前で館務実習等を行うことが多く
なっているためと思われる。あわせて，今年度の
館務実習の応募締め切りを３月初旬に設定した
ことから，予定の目途がたたないことで応募を見
送る学生があったように思われる。次年度は募集
期間を延長する方向で検討したい。
館務実習については，夏季休暇期間中に実施し
たが，この期間は多数事業を行っており，十分経
験を積んでもらうことができた。反面，職員が事
業の運営に手いっぱいとなるため，実習生向けの
メニューを十分に用意することができなかった。
今年度の反省を踏まえ，実習生が学芸員として必
要な能力を養えるよう，他の館の職員と連携を図
りながら内容の充実を図っていきたい。

２ 実施内容
⑴ 見学実習
原則として，広島市及び近隣の市町村に位置
する大学から，学芸員資格取得を目的に行われ
る施設見学として受け入れている。
ア 受け入れ内訳
今年度の受け入れ実績は以下のとおりであ
る。
学校：安田女子大学 文学部・家政学部
人数：19 名
日時：11 月７日（土）10：30～12：00
イ 実習内容
当館の概要（沿革や運営方針などの概説，
今年度の事業概要，プラネタリウム番組見学
など）を「要覧」及び映像を使って説明した。
依頼された実習の内容が「博物館展示論」と
いうことだったので，常設展示を中心に，理
工系博物館の展示物の特徴及び問題点を中
心に述べた。座学に加え，実習後に展示を自
由に見学してもらうこととした。
⑵ 館務実習
38

(2) 企画展の内容
タイトル：ゆれる大地
期
間：平成 28 年３月５日(土)～３月 21 日(月・祝)
場
所：広島市こども文化科学館 １階展示場
協
力：気象庁（広島地方気象台）
期間中の入館者数：18,480 人
内容・目的：
広島では地震の揺れを感じることが少ないが，歴
史を見ると，地震による被害は発生しており，南海
トラフ地震など広島に大きな被害を及ぼす地震も想
定されている。そこで，地震について知り，さらに
地震防災について考えてもらうことを目的とした。
内容は次の通りである。
①地震や地震防災の解説パネルの展示
②断層に関連した岩石の展示
③映像展示“津波からにげる”
（気象庁提供）
④防災関連パンフレットの配布（気象庁提供）

インターンシップによる企画展
担当者：村上 聡・松本 佳也
１ 概要
平成 27 年度下半期の半年間，広島大学大学院理学研
究科地球惑星システム学専攻からインターンシップ大
学院生を受け入れて，地震に関する企画展を計画・実
施した。企画展の期間は平成 28 年３月５日（土）-３
月 21 日（月・祝）
，期間中の入館者数は 18,480 人であ
った。当館では取り組むことが難しい分野であったが，
わかりやすい内容の企画展を実施することができた。
２ 受入内容
(1) 大学院生の受入について
当館では，広島大学大学院理学研究科地球惑星シ
ステム学専攻（以下，広大とする）からインターン
シップの大学院生（以下，広大生とする）を受け入
れている。通常のインターンシップにおける職場体
験とは異なる点は，広大生が主体となって事業に取
り組み，博物館事業の形にするためのサポートを当
館が行う点である。これまで，常設展示の開発・メ
ンテナンス（平成 20-21・26 年度；３階展示“ちき
ゅうの いし☆ランド”
）やプラネタリウム番組の原
案作成（平成 22 年度夏休み特別投影，平成 23 年度
春番組）を行ってきた。
(2) 平成 27 年度の受入内容
平成 27 年度は，広大の前期博士課程 1 年の広大生
を 1 名受け入れ，地震に関する企画展を行うことと
した。これは，広大生が将来的に博物館に関わる仕
事をしたいという希望があること，広大生の専門が
地質学であり，地震について市民に伝えたいという
ことから決定した。

(3) アンケート
広大生が企画展に合わせて作成・回収したアンケ
ートを分析した結果（Ｎ＝42）によると，８割以上
が展示内容を理解でき，地震に関する興味・関心も
８割以上が高まったということである。来館者の評
価が高いことがうかがえる。

３ 実施結果
(1) スケジュール
以下のスケジュールで行った。なお，これ以外に
もメールで適宜連絡を取り，構成などの確認を行っ
た。
実施日
内
容
H27/10/17
第１回打合せ（原案検討）
11/26
第２回打合せ（詳細プラン検討）
H28 1/17
第３回打合せ（展示資料確認）
1/31
第４回打合せ（展示資料確認）
2/5
展示最終プラン完成
3/4
展示設営
3/5-21
企画展開催
3/24
展示撤去
また，資料の準備や作成については，広大生が上記
スケジュールの合間に行った。

３ 所感
当館は理工系博物館であるが，所属学芸員の専門分
野からすると，地震のような地学的な要素が中心とな
る展示を行うことは難しい。しかし，今回のインター
ンシップを通して，来館者の評価が高い企画展を実施
できたことは，当館にとって有用であり，広大生にと
っても今後の進路について有用な経験を積むことがで
きたと思われる。
今回の広大からのインターンシップは大学との連携
という要素も大きく，当館だけでは実施できない博物
館活動をすすめることができた。参加する広大生の意
識も高く，今後も継続していきたい。
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Ⅷ

研究・報告等

調査報告

三村剛昂と広大理論研展および
宇宙素粒子物理学に関わる教育普及事業
広島市こども文化科学館
学芸員 村上聡
概要
平成 27 年７月 18 日（土）～８月 30 日（日）に開催された「三村剛昂と広大理論物
理学研究所展」には，104,952 名の観覧者を迎えることができた。本事業は被爆 70 年
企画展として開催し，これまであまり知られていない被爆した物理学者である三村剛
昂や広島大学理論物理学研究所に関する史料調査を行い，多くの未公開史料を公開し
た。また，教育普及事業では 12 名の参加者があり，理論研が行ってきた素粒子論や宇
宙論について，熱心な議論が行われた。
１

目的

②企画展“三村剛昂と広大理論物理学研究所展”

第二次世界大戦以前から物理学を研究し，大

（以下，企画展とする）の実施

戦をはさんで被爆後も研究を続けた三村剛昂氏

関連史料の公開

と広島大学理論物理学研究所（以下，理論研と

期間：平成 27 年７月 18 日(土)-８月 30 日(日)

する）について，史料の一部が調査されている

（37 日間，休館日は除く）

が，
多くの史料が京都大学基礎物理学研究所（以

場所：広島市こども文化科学館

下，基研とする）に保管されている。これらの

３階展示ホール

調査をさらに推し進め，日本の物理学史の一端

観覧者：104,952 名

を被爆 70 年という節目に公開し，これからの科

③教育普及事業“広島の科学力 ～三村剛昂と

学を担う青少年をはじめとする市民の科学に対

広大理論研～”（以下，教育普及事業とする）

する興味・関心を高めることを目的とする。

の実施
三村氏や広大理論研が行ってきた研究につ

２

実施内容

いての紹介

以下の３つの事業を行った。

日時：平成 27 年７月 25 日(土)

①三村剛昂氏と広大理論物理学研究所に関する

14:00-16:00

史料調査（以下，史料調査とする）

場所：広島市こども文化科学館３階実習室

京都大学基礎物理学研究所に保管されてい

講師：東京大学名誉教授

る関連史料の調査

藤川和男氏

※理論研の最後の所長

期間：平成 27 年 5 月 7 日(木)-5 月 8 日(金)

参加者：12 名

平成 27 年 6 月 3 日(水)-6 月 4 日(木)
場所：京都大学基礎物理学研究所

３
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主催

広島市こども文化科学館

どを展示した。多くが未公開の史料であったた
め，観覧された方は熱心に眺めていた。史料と

４

協力

共に，日本物理学会物理学史資料委員会から提

日本物理学会物理学史資料委員会，京都大学基

供されたパネル（2013 年３月，日本物理学会で

礎物理学研究所 湯川記念館史料室，竹原市歴史

小長谷氏が作成・報告）を展示した。なお，史

民俗資料館，小長谷大介，山本一博

料調査で明らかになった三村氏の教育に関する
知見について，パネルを追加する形で展示した。

５

観覧者数及び参加者数
展示：104,952 名
講座：12 名

６

実施結果
(１)史料調査
三村氏や理論研の史料は，理論研が基研に統
合された後，基研と竹原市歴史民俗資料館（以
下，竹原とする）に保管されている。竹原の史
料は三村氏個人の史料が中心になっており，竹

写真１：観覧する学生

原市により整理されて一部が公開されている。
これら 179 点のうち，三村氏の人柄が分かる史
料を中心に 50 点を公開した。一方，基研の史料
については，基研の湯川記念館史料室に収蔵さ
れ，一部が整理され小長谷氏などにより研究さ
れているが，整理されていない史料も多い。そ
こで，本事業では，基研の史料を整理しデータ
ベース化する作業から始めた。なお，
データベー
ス化する作業は，小長谷氏と共同で行った。史

写真２：熱心に見る（湯川による弔辞）

料は三村氏の直筆史料や理論研の統合に関する
史料等，
物理学史を語る上で貴重なものが多い。

(３)教育普及事業

限られた時間の中で，今回の調査では史料の整
理，及び当館で公開するものを選択する作業の
み行った。その結果 216 点の史料があり，この
うち 159 点を企画展で公開することとした。
(２)企画展
企画展は，平成 27 年７月 18 日（土）から８
月 30 日（日）まで実施した。竹原の史料につい
ては，三村氏の葬儀の際に書かれた湯川秀樹氏
の弔辞や，被爆時の罹災証明等の貴重史料を展

写真３：教育普及事業の様子

示した。基研の史料については，三村氏による

理論研の最後の所長を務めた東京大学名誉教

直筆史料や新聞等への投稿文，理論研の成果な

授の藤川氏に，三村氏や理論研が行ってきたこ
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とを中心に解説をお願いした。物理に興味関心

賞を受賞した[6][7]。この時に，ブラックホー

がある大人を対象としたものとなったが，難解

ルの時空をイメージする盾を授与されている

な物理理論について，歴史を織り交ぜながら興

のであるが（写真５），これまで公開された記

味深い話を聞くことができ，熱心に議論を行う

録はなかった。科学の最先端において活躍した

ことができた。

理論研の功績を博物館で公開し，後世に伝える
ことは，市民に対する科学リテラシーを高める

７

まとめ

ために必要であると考える。

三村氏は，1929 年に設置された広島大学の前

戦後，三村は大学での研究・教育，被爆した

身である広島文理科大学において，当時の最先

科学者としての立場からの発言とあわせて，中

端であった一般相対性理論と量子物理学の融

等教育における科学教育に力を入れていた。三

合，つまり量子重力理論の構築を目指した。そ

村氏の科学教育については，第二次世界大戦中

の構築には数学の力が必要であることから，数

に実施された“科学特別学級”が知られている

学者である岩付寅之氏と共に波動幾何学を提

[2][4][5][8]。今回の調査において，第二次世

唱し（写真４）
，理論の構築を進めた。当時とし

界大戦後すぐの少年少女に向けた科学雑誌や，

ては画期的な，様々な分野の研究者とともに研

学校発行の冊子において三村の文章が掲載さ

究を進める共同研究スタイルであった。さらに，

れた記録等が見つかった（写真６，７，８）
。こ

戦時中に研究体制を確立するために理論物理

れらの内容は科学に関することであり，さらに

学研究所を立ち上げ研究を進めたが，1945 年８

は科学教育について自分の考えをまとめよう

月６日に三村氏は被爆，岩付氏は被爆後死亡，

とした思われる草稿もあった（写真９，発表さ

そして理論物理学研究所も破壊された。それで

れたかは不明）
。

も，三村氏は研究を進め，1948 年には郷里の竹

将来を担う若者たちへの，三村の思いが伝

原市で新たな研究所を再構築し，1949 年には新

わってくるようである。改めてこれらの史料を

制広島大学理論物理学研究所として再出発し

さらに深く調査し，公開していくことの必要性

た[6][7]。

を感じた。

最終的に波動幾何学は失敗に終わったが[3]，
現在のような素粒子実験からの結果がない中

８ 謝辞

で，このような理論を構築することは驚異であ

本事業を実施するにあたり，龍谷大学の小長

ることが述べられている[1]。今回実施された

谷大介氏には，三村氏や広大理論研に関する

藤川氏の講座でも，登場が早すぎた理論である，

様々な知見をご教授いただきました。また，日

という内容であったことから，三村氏を始めと

本物理学会物理学史資料委員会には，関連パネ

する理論研の研究が時代の先端を進もうとし

ルをご提供いただきました。京都大学基礎物理

ていたことが改めて分かった。

学研究所 湯川記念館史料室，及び竹原市歴史民

1965 年に三村氏が亡くなった後，理論研では

俗資料館には，貴重な史料を貸していただきま

宇宙論や重力などの研究が進められ，一般相対

した。広島大学の山本一博氏には，当時の広大

性理論の冨松—佐藤解として知られる冨松彰氏

理論研について知る数少ない関係者として助言

を輩出するなど，物理学の世界に貢献した。そ

をいただきました。

の後，1990 年に京都大学基礎物理学研究所と合

これらの方々に感謝するとともに，三村氏や

併し，これまでの功績を称えて，相対論・宇宙

理論研の業績や次世代に残したものが風化せ

論の世界的な賞であるマルセル－グロスマン

ぬように，引き続き調査・研究が行われること
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を願っています。
なお，本事業は一般財団法人 全国科学博物
館振興財団による「平成 27 年度 全国科学博物
館活動等助成事業」による助成を受けて実施い
たしました。一般財団法人 全国科学博物館振
興財団に感謝いたします。
８
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写真６：高校生に対するラジオ製作の指導
昭和 24 年，科学朝日，５月号
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写真７：高等学校への寄稿文
「科学技術の現状と将来」
1962 年，広島県立廿日市高等学校研究論集 ，第２号

写真８：三村氏の指導が入っていると
思われる理科指導案

写真９：
「科学教育」草稿
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報告

「ふしぎな光遊び」のリニューアル
広島市こども文化科学館
指導主事 森川公泰、学習推進員 佐藤篤正
概要
当館における常設展示ホールの更新は平成 10 年を最後に行われておらず、展示物
の老朽化が進んでいる。しかしながら，常設展示ホールの更新が行われる見込みは現
在のところないため，既存の展示物について個別に改修・更新に取り組んでいる。今
回，第２展示場に設置してある「ふしぎな光遊び」の利用状況をモニタリングしたと
ころ、来館者に展示の趣旨が伝わりにくい状況が見られたため，光をテーマにした新
たな展示物を考案・設置した。
ＥＤを使用した装置を作った。ＬＥＤの駆動に
はＬＥＤ定電流ドライバモジュールを使用し、
このモジュールを搭載されているＩＣ、CL6807
の３ピンにＰＷＭ信号を入力することで制御
し、光量を連続的に変化させる事とした。
(1) 試作機１
三色の光源を、半透明の容器の中に入れ
光量を独立制御することとした。混合され
た色は表すことが出来るが,各色の比率等
が分からない欠点があった。
１

光の三原色展示について

(2) 試作機２

第２展示場に設置している「ふしぎな光遊び」

半透明白色スクリーンに裏面より、光を

のコーナーには，光の三原色を体験させる展示

投射することで混合比率を具体的に見る

がある。赤・青・緑の３つの光を，配分を変え

ことが出来、混合された色も分かりやすく

て色立体模型に当て，物体の色の見え方の違い

なったが、どの部分に注目して良いか迷う

を観察させるものであったが、変化や効果が

等の感想があり、混合された色をいかに分

はっきりしないという問題があった。そこで、

かりやすく表す方法を考える必要があっ

三原色の混合具合と色の変化がより分かりや

た。

すい装置を新たに製作することとした。

(3) 試作機３
試作機２の欠点として指摘された,最終

２ 試作について

混合色の表示を主発光ダイオードと連動

従前は,白熱電球等による三色ライトが多

させた三色ＬＥＤを追加し半透明球の内

く用いられていたが、最近はＬＥＤが多く用い

部より照射し具体的な混合色を見ること

られるようになった。そこで、赤・緑・青のＬ

が出来るようにした。
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３

展示機
試作機３で、各色の混合比率の具体視可と最
終混合色の両方の表示が出来るようになった
ので、光量コントロール部を現在使用中の既存
のスイッチボックスに設置するために分離し
た上で各寸法を 1.4 倍し展示機を作成した。
以前の展示形式よりも、光の混合と色の関係
がより分かりやすいものとなり，多くの観察者
が楽しく色の混合体験をしている。

混合色を表す部分は現在、雪だるまを模した
ものとしている。ここは、白いロングドレスを
用いて人形の服の色を変化させるものとする
と，さらに女子にも興味がわくものとなると考
える。試作機３より、拡大したことにより照射
円の外周がややぼやけていること、三色混合部
分の面積がやや小さくなっていることなど、今
後対処すべき点もある。
参考までに、ＰＷＭ制御回路と本装置の図面
を以下に掲載する。

PWM 制御信号発生回路図

10KΩ

B

C
10KΩ

0.001μＦ

1KΩ

1KΩ

1KΩ

５

10KΩ

２ １

３

10KΩ

６

A

1０KΩVR

10ｋΩ

NE555

1０KΩVR

４

10KΩ

７ ８

1０KΩＶＲ

1kΩ

10KΩ

12v

0.1μＦ

GND

Ａ→赤色発光ダイオード用ドライバＩＣ３ピンＡＤＪ端子へ
Ｂ→青色発光ダイオード用ドライバＩＣ３ピンＡＤＪ端子へ
Ｃ→緑色発光ダイオード用ドライバＩＣ３ピンＡＤＪ端子へ
46

報告

そこで，館内各出入口扉周辺に粘着トラップを
設置し調査した。調査期間をおよそ２週間とし，
設置場所は図１・２のとおりである。実施に当た
ってはこども図書館もアリの侵入被害に遭って
いたことから，建物全体を調査することとした。
なお，当館は４階建ての建物(図書館側は２階建
て)であるが，飛翔タイプの昆虫以外は外部から
の侵入が２階までと判断し，今回の調査では３・
４階は対象外とした。
調査は２回行った。詳細は後述するが，ほぼ同
時期に１・２階の外部に通じる主要な扉に防虫ブ
ラシを設置したが，その設置前後の期間に実施し
た。
１回目：平成 27 年７月 20 日～８月９日（21 日間）
※図書館は７月 28 日～８月 18 日（22 日間）
２回目：平成 27 年８月 20 日～９月８日（20 日間）
※図書館は８月 18 日～９月９日（23 日間）

当館の害虫侵入対策について
山脇一幸

国土地理院撮影（2008/05/21)

１ 現状
広島市こども文化科学館は広島市の中心部である
中区基町に位置する理工系博物館で，建物の南半分
にこども図書館がある複合施設である。市街地にあ
るにもかかわらず，中央公園内であること，すぐ西
側には太田川が南北に流れていることから，周辺一
帯は樹木などが多い自然あふれる環境となっている。
このため，昆虫等が生息するのに適した環境でも
あり，例年梅雨時季から夏場を中心に，館内へ侵入
しているのを確認できる。特に当館西側端は 250 人
収容できるホール及びトイレがあり，適度な湿度と
暗がりを好む昆虫たちにとって集まりやすい場所と
なり，その存在を頻繁に目にする。
これに対し，年２回，３月と９月にピレスロイド
系及び有機リン系２種類の殺虫剤を，併設するこど
も図書館を含め館内すべての場所に散布している。
これは，ハエや蚊，ゴキブリ，ダニといった人体に
影響を及ぼす害虫を対象としているが，一時的な効
果にとどまり，根本的な改善には至っていない。
また，扉等のすき間からアリが頻繁に館内に侵入
しているのを度々目撃されており，より効果的な対
策が求められている。
そこで，昆虫等の侵入経路や種類の確認を行い，
適切な処置を講じるという文化財ＩＰＭ（総合的有
害生物管理）の研修等から得た経験を活かし，この
手法を採り入れて害虫対策を行った。

捕獲した昆虫の同定はピンセットと解剖用ニ
ードル，虫眼鏡，ルーペ（×10）を使用して行っ
た。各捕獲状況は別表１・２のとおりである。当
初，ゴキブリやムカデ・ヤスデなどが多く確認さ
れると想定していたが，ゴキブリ以外はどのトラ
ップでも確認できなかった。ただし，多種類・多
数の昆虫が捕獲された。意外だったのは昆虫以外
の生物も多く確認できたことだ。ヤモリやトカゲ
といった爬虫類だが，昆虫を捕食するため館内に
生息していたものと考えられる。その他，川がす
ぐそばで流れているということから，10 ㎜程度の
小さなカニが科学館側で多く捕獲された。こちら
も，適度な暗がりと湿度を持つ館内が快適な環境
として侵入・生息しているものと考えられる。
以上のように各扉から多くの昆虫やその他生
物が侵入しているのが今回の調査で確認するこ
とができた。
(2)対処（侵入路の遮断）
ア 蓋付きゴミ箱の設置
昆虫等のエサとなるものを排出することを
防ぐため，職員等が食事をする部屋にあるす
べてのゴミ箱を従来の開口タイプから，蓋付
きタイプのものに変更した。そして，弁当殻や

２ 内容
(1)調査（現状把握）
今まで春から秋にかけ昆虫等がよく活動する
時季には，館内で多く目撃することが分かってい
たが，どんな種類の昆虫が，どれくらいどこから
侵入しているかが確認できていなった。
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残飯類はこの中に廃棄するよう全職員に協力
を呼びかけた。
イ 防虫ブラシの設置
トラップ調査と並行して，１・２階の屋外に
通じる扉やホール出入口の扉など昆虫等が侵
入・徘徊する可能性の高い箇所全部にバーテ
ック社製の防虫ブラシを害虫駆除業者に委託
して設置した。

また，玄関側（①・②と❶・❷）と通用口・搬入
口側（⑤と❾）に科学館と図書館それぞれでトラッ
プを設置していたが，捕獲数に偏りが生じていた。
これは，玄関では図書館に，通用口・搬入口では科
学館にトイレがあるのが要因として考えられる。適
度な暗がりと湿度を昆虫が好んで集まっているこ
とがうかがえる。
今回の調査結果は，７月後半から９月初旬までの
限られた期間でのものである。次年度は春の時季か
ら秋までの長いスパンで調査を行うとともに，今回
のデータとの比較検討し，防虫ブラシの設置による
効果も含め，より適切な防虫対策をしたい。
当館は防虫対策を講じて保存すべき文化財資料を
有していないためか，現在まで職員は防虫・防除に
対する意識が希薄であった。また団体利用サービス
の面から，雨天時等においてホールや会議室などを
昼食・休憩場所に開放するなど，館内の飲食禁止措
置を完全に実施できない現状がある。これは，防虫
面から考えると相反することではあるが，来館者サ
ービスとのバランスを図りながら今後も防虫対策
を進めるとともに，職員への防虫意識を向上するよ
う調査報告会等を継続的に開催するなど啓発して
いきたい。

そして，設置後すぐに再度トラップ調査を実
施し，設置する前と比較できるようにした。表
１・２の調査結果のように全体的には捕獲個
体数が減少していたが，アリ類については一
部の場所では目立った効果が得られなかった。
これは，地面がタイル状で凸凹となっている
ため，防虫ブラシの効果が得られにくい凹み
から侵入していると考えられた。
そこで，害虫駆除業者に相談したところ，一
週間に一度，定期的に防虫ブラシにアリ用の
殺虫剤を噴霧すれば忌避効果が得られるとの
アドバイスを得て，10 月までの期間，定期的
に噴霧を行った。
ウ 職員への注意喚起
全職員に対して，現在どのような調査を行っ
て，害虫等の生息について館内の状況がどう
なっているかを周知してもらえるよう，調査
方法や途中の結果報告を簡単にまとめたもの
を配布するとともに，職員の打合せ会にて説
明を行い，防虫の取り組みへの意識付けをし
た。これはこども図書館職員へも行い，全館的
に防虫への意識を高めるようにした。

参考文献
・
（公財）文化財虫菌害研究所編『文化財 IPM の手引
き』
（公財）文化財虫菌害研究所 2014
・
（公財）文化財虫菌害研究所編『展示・収蔵施設で
見かける虫－博物館・美術館・図書館などで働く人
たちへ－』
（公財）文化財虫菌害研究所 2015
・東京文化財研究所 保存科学部生物化学研究室編
『文化財の生物被害防止ガイドブック－臭化メチ
ル代替法の手引き（平成 15 年度版）－』東京文化
財研究所 2003
・
（公財）文化財虫菌害研究所「平成 24 年度 第 34
回文化財の虫菌害・保存対策研修会テキスト」2012
・
（公財）文化財虫菌害研究所「平成 27 年度 第 37
回文化財の虫菌害・保存対策研修会テキスト」2015
・日本甲虫学会編『原色日本昆虫図鑑（上）
・甲虫編』
保育社 1956
・伊藤修四郎 奥谷禎一 日浦勇『全改訂新版 原色日
本昆虫図鑑（下）
』保育社 1977
・江崎悌三『原色日本蛾類図鑑（上）
』保育社 1971
・江崎悌三『原色日本蛾類図鑑（下）
』保育社 1971

３ 考察
状況については，トラップによる調査結果が主と
なるが，当館だけでなくこども図書館も含めた建物
全体で調査することができたことは，現状把握の面
では大いに効果があった。特に，注目していた館内
のゴミ集積場所（④）については，一週間に一度し
か搬出していないにもかかわらず，捕獲した昆虫が
他のトラップよりも少ないことがわかった。清掃業
務の方が，ゴミ袋をしっかり封してもらっているな
どの配慮の結果だと思われる。
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報告

海外視察研修
指導主事 森川公泰
概要
平成２７年度の全国科学博物館協議会主催の海外視察研修に参加した。訪問先はイ
ギリスのマンチェスター科学産業博物館、レスター国際宇宙センター、ロンドン歴史自
然史博物館、アットブリストルである。
１

はじめに

史を代表するものであり、産業技術の発信地とし

当館では、平成 10 年以来常設展示ホールの

てのイギリスの誇りを備えた博物館であった。

更新が行われていないため、稼働しない展示品

中でも、産業革命のシンボルでもある綿織物の

や老朽化して休止状態となっている展示品が

工業化で大活躍したであろう機械をその当時の

あり、サービスの低下となっている。今後、当

ままの状態を再現し、紡績機械を実際に動かして

館における展示ホールのリニューアルや個々

見せてくれることに驚いた。当時の機械を展示し、

の展示物の新規開発に向け、海外の科学系博物

かつ、実際に作動させることにより当時の様子を

館の管理運営や展示技術・手法などを調査する

再現することがどれだけ大変なことであるかは

ため、全国科学博物館協議会主催の海外視察研

容易に想像される。

修に参加した。

職員をはじめ技術スタッフの充実がこのこと
を支えていることは言うまでもないが、博物館の

２

研修先、日程等

運営を、市民全体が支えていることも大きい。

・主 催：全国科学博物館協議会
・名 称：平成 27 年度海外科学系博物館視察研
修
・研修先：イギリス
・期 間：平成 28 年年 1 月 10 日～1 月 20 日
３

訪問施設

（１）マンチェスター科学産業博物館

（２）レスター国際宇宙センター

この博物館は、マンチェスターという都市の歴

レスター大学の北部のほど近い場所に位置し、
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建物の外観が特徴的だった。その中にはいったい

イギリス国内の他の科学館とは異なり、体験型

何があるのかわくわくさせられる印象だった。展

を前面に押し出した館である。子どもたちが楽し

示物にはロケット２基とソユーズ宇宙船の実物

く科学に触れるというコンセプトで運営されて

が展示してあることに大変驚きと感動を覚えた。

おり、また、プラネタリウムを併設しているなど、
広島市こども文化科学館との共通点も多い。
４

全体を通して
10 日間の研修期間を通して、４つの施設を公
式訪問した。特に印象に残った２点について述
べる。
第１点は、スタッフの日々の研鑽と企画・開

レスター大学の付属施設として、大学が行って

発に対する積極的な姿勢が質の高い博物館運

いる宇宙研究との連携を図っている。中でもセン

営に結びついているということである。

ターの特色でもある航空宇宙産業とのパイプ作

いずれの館においても、展示開発にスタッフ

りに力を入れており、企業や大学をはじめ映画

が積極的に関わっており、そのことがスタッフ

「スターウォーズ」のハリウッドスターとも共同

の力量形成に大きくはたらいていた。

して様々なイベントを企画している。公営の施設

一つの企画を生み出すために、個々のスタッ

でないため、あらゆる企業努力を講じて運営に尽

フが情報収集や調査活動を綿密に行っており、

力していることがうかがえた。おりしもイギリス

こうした地道な取組が結集して、独創的で質の

人二人目の宇宙飛行士のニュースもあり、宇宙へ

高い展示を生み出しているのだと感じた。

の関心の高まりから小中学校からの入場者が増

第２点は、国や自治体のサポートが非常に充

える傾向にあるとのことであった。

実しているということである。博物館が果たし
ている重要性が国レベルで認識され、国全体で

（３）ロンドン自然史博物館

博物館を充実・発展させていこうとしている雰

大英自然史博物館、英国自然史博物館などとも

囲気を感じた。そうしたイギリスという国の土

呼ばれ、1753 年に大英博物館の一部としてスター

壌が、大学や企業による博物館への積極的な協

トした歴史のある博物館である。また、自然史系

力となって表れていたり、円滑な連携が行われ

博物館としてはイギリス最大である。国内外の研

たりしているのだと感じた。産・官・学の連携

究機関と幅広く連携しており、年間 100 名程度の

がものの見事に結実している姿にふれ、うらや

国内外の研究者を受け入れている。

ましいと感じると同時に、当市においてもそう

十分な見学時間が取れない来館者に対して、１

した姿に近づく努力が必要であると感じた。

カ所で博物館のエキスが伝わるようにと、２２の

当館が、こどものための「文化科学館」とし

シンボリックな資料を展示されている部屋があ

てその機能を十分に発揮し、地域の社会教育施

る。歴史的な価値だけではなく、未来における価

設としての役割を果たすためには、今回の研修

値という観点から厳選したとのことである。

で見聞したように、スタッフ自身のブラッシュ
アップと、産・官・学の連携のより一層の強化

（４）アットブリストル

が重要と改めて感じた。

イギリス西部のブリストルにあるサイエンス
センターである。創設は 2000 年で、比較的新しい
施設である。
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特記仕様書，配置図，システム概要図，画像投影
機整備図，星空投影機分解設備図，星空等影機現
状調査報告書，整備計算書等
○契約期間
平成 26 年 12 月 22 日～平成 27 年３月 20 日
○契約額
1,800 万円（税抜き）
○契約方法 入札後資格確認型一般競争入札

プラネタリウムリニューアル
松本佳也，小林奈緒美，村上聡，
髙土尚子，吉田文

(2)機器更新等整備業務
○業務名
こども文化科学館プラネタリウム機器更新等整
備業務
○内容
広島市こども文化科学館のプラネタリウム機器に
ついて，更新等整備業務を行う。
○業務概要
星空投影機分解設備（ＬＥＤ化含む）
，画像投影機
更新，制御システム更新，二次側電気・空調工事，
機器運搬・搬入・据付・調整，不用品撤去・処分
○成果物
設備・機器（付属品を含む）
，施工図，竣工図，成
果品台帳 日本語取扱説明書 等
○契約期間
平成 27 年 9 月 4 日～平成 28 年 3 月 31 日
○契約額
18,900 万円（税抜き）
○契約方法 入札後資格確認型一般競争入札

１ 概要
広島市こども文化科学館のプラネタリウムは，昭
和 55 年（1980 年）の開館以来，平成 27 年（2015 年）
で 35 年を迎えた。平成６年にプラネタリウム投影
機のオーバーホール，平成 10 年に操作卓を含む制
御系を更新したが，近年電気系統を中心にトラブル
が多発し，またスライド写真関連部材の入手や投影
機の維持が困難となるなど，補助投影機のデジタル
化が急務となった。この度５カ月の現場工事を経て，
プラネタリウム投影機のオーバーホール並びにデ
ジタルプラネタリウムの設置等を行った。その概要
を報告する。

３ 主な日程
○プラネタリウム閉場期間
平成 27 年 11 月 17 日～平成 28 年４月 14 日
○プレス内覧会 平成 28 年４月６日
○関係者内覧会 平成 28 年４月 14 日
○リニューアルオープン 平成 28 年４月 15 日

２ 契約内容等
(1)機器更新等整備設計
○業務名
こども文化科学館プラネタリウム機器更新等整
備設計その他業務
○内容
広島市こども文化科学館のプラネタリウム機器
について，更新等整備のため，設計その他の業務
を行う。
○業務概要
①設計等
プラネタリウムシステム更新設計，画像投影機
更新設計，コンソール更新設計，制御架更新設
計（空調設備設計を含む）
，星空投影機現状調査
（LED 化実地試験計画作成を含む。
）
，LED 化を
含む星空投影機分解整備設計
②整備積算
積算数量算出書の作成，積算数量長所の作成，
単価の決定
③現地調査
○成果物

４ 基本方針
この度のリニューアルでは，開館以来使用するプ
ラネタリウム投影機（コニカミノルタプラネタリウ
ム MS-20AT）は，継続使用することとした。このリニ
ューアルにより耐用 50 年が視野に入り，将来的に
同一機材で親子３世代にわたって来館者をカバー
することとなり，世代を超えて受け継がれる天文宇
宙に親しむ場のシンボルとなることを目指すもの
である。
一方でノスタルジーに傾倒することなく，最新技
術を取り入れ時代に見合った運営ができることも
重要である。
以上により，プラネタリウム投影機のオーバーホ
ールと機能の近代化，デジタルプラネタリウムの導
入，そして制御系の更新を実施する運びとなった。
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(2)デジタルプラネタリウム及びプロジェクターの新規導入

５ 実施内容
(1)プラネタリウム投影機のオーバーホール

近年多くのプラネタリウム施設に導入されてい
るデジタルプラネタリウムを，この度導入した。プ
ラネタリウム投影機との連動機能を有し，これまで
プラネタリウム投影機から映していた星座絵は，今
後はデジタルプラネタリウムから映し出すことに
なった。この他に，ドームスクリーンのあらゆる場
所に自由な大きさで静止画や動画を表示できたり，
観測データに基づいて再現された３Ｄ宇宙の中を
自由に航行できたりと（筆者はしばしば「全宇宙版
グーグルマップ」と紹介する）
，多彩な機能を備える。
これらの映像を映写するプロジェクターも新た
に導入され，２台の４Ｋ解像度のプロジェクターに
より，天井のドームスクリーン全面がカバーされて
いる。導入機種は以下のとおりである。

プラネタリウム投影機の主な作業内容は以下の
とおりである。
・モーター，セルシン等電気部品の交換
・スリップリング等電気回路のメンテナンス
・惑星棚の分解メンテナンス
・恒星，ブライトスター，惑星，太陽，月投影器
の光源を LED 化
・恒星原板の更新（天の川を含む）
・投影器筐体内へのＣＰＵ搭載し，全投影機を電
子制御化
・水銀レス化

・デジタルプラネタリウム
コニカミノルタプラネタリウム MediaGlobeΣ4KTE
・ドーム映像再生ソフトウェア
オリハルコンテクノロジーズ AmaterasDomePlayer
・プロジェクター
JVC DLA-SH7NL ２台
取り外された恒星球と惑星棚

ところでこれらの機器は，営業時間中は上映に使
用するため，番組の演出制作作業に用いることがで
きない。そこで，制作専用のオフラインシステムを
あわせて導入した。上映用と同じソフトウェアがイ
ンストールされており，これにより営業時間中でも
ある程度の演出制作が可能となる。またこれに加え
て DigitalSky2 のオフラインシステムを導入した。
DigitalSky2 は MediaGlobeΣとは別のデジタルプラ
ネタリウム製品で，MediaGlobeΣよりも高度な演出
が可能である。映像として書出し，MediaGlobeΣ等
で再生して使用することになるが，品質が求められ
るシーンなどで力を発揮するであろう。

今回のオーバーホールは大変大規模なもので，恒
星球と惑星棚を取り外し，コニカミノルタプラネタ
リウム社の工場でメンテナンスと機能向上作業を
行った。惑星棚は機構を完全に分解して清掃，再組
立てし，恒星球は LED 光源化の作業が行われた。恒
星は LED 化により光量が増し，また星の色味も白く
なり，大変シャープですっきりとした星空になった。
水銀を使用していた天の川投影機を廃止したこ
とに伴い，天の川は恒星原版内に 38 万個の星々で
描かれることになった。またブライトスター投影機
等の ON/OFF を電子制御化することで，水銀スイッ
チを廃止した。電子制御化の恩恵としてブライトス
ターにまたたき機能が備わり，これによって 1 等星
以上の恒星を，ほのかに瞬かせることができるよう
になった。
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(3)操作卓の更新

から，早い段階で利用者が希望のチケットを確保で
きるようにする必要があった。そうしたことから，
一日を通してすべての回のチケットを購入できるよ
うにし，販売場所を１階に変更するとともに，発券
システムを導入した。
６ 所感
約 10 年の準備期間を経て，今回のリニューアル
が完了した。この間デジタルプラネタリウムは長足
の進歩を遂げたが，関連機器を含め近年は開発の進
度もやや落ち着いてきたように思われる。
デジタルプラネタリウムの設置では完全に後発
組であるが，その分比較的長期の運用に耐えられる
機材を設置できたと考えている。多くの事例から
様々な情報を得られたことや，先行して映像制作の
デジタル化や全天映像のイベント上映等に取り組
んできたことで，豊富な情報を持ってリニューアル
に臨むことができた。多大なるご協力を頂いた施設，
企業の皆様に深く御礼申し上げたい。
いよいよ新しい設備の運用が始まった。山積する
課題を一つずつ解決し，多くの方に喜んでいただけ
るプラネタリウムとなるよう努めていきたい。

大幅に機能が向上した投影システムにあわせ，操
作卓も更新した。操作パネルは独自仕様で，従来通
り完全手動操作での星空の投影を可能とし，またデ
ジタルプラネタリウムの運動系の操作を操作パネ
ル上でもできるよう設計した。これにより投影プロ
グラム制作の手間を軽減することができ，よりライ
ブ性の高い演出にも生かすことができる。筐体は広
島から連想する色として，地元のプロ野球チームの
シンボルカラーである赤色とした。プラネタリウム
操作卓の色としては極めて珍しい。
(4)音響設備の改修
音響設備は５年ほど前から徐々に更新を進めてき
た。今回の一連のリニューアル工事には含まれてい
ないが，デジタルプラネタリウムを導入し，また事
業内容も大きく改編することから，これらに最適化
すべく設備の改修を行った。スピーカーの増設に加
え配置を変更し，近年の大型プラネタリウムでは一
般的な 6.1ch サラウンドに対応した。これにより未
修繕箇所はサブウーハーのみとなった。使用開始か
ら既に 20 年以上経過しており，交換が必要な時期に
なっている。
(5)その他
この他に，プラネタリウム場内の壁面の塗装が著
しく劣化していたため，再塗装を行った。平成 28 年
度に座席及びカーペット交換工事を行う予定である
が，今回のリニューアルで操作卓とプラネタリウム
投影機本体の一部を再製作するため，この２年で場
内ほとんどの色味が変わることになる。このためこ
れらのカラーリングは，壁面塗装の際に一括して検
討した。
またチケットの販売形態を大きく変更した。これ
までは各回投影開始直前の 20 分間に，プラネタリウ
ムホールのある４階の窓口において手売りで販売し
ていた。しかしながら来場者の増加が見込まれるこ
とに加え，番組の種類が増加することにより，同じ
番組の上映回数が減少し，満席の際に次の投影回に
ずらして観覧するといったことができなくなること
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広島市こども文化科学館が掲載された新聞記事
１ 企画展

企画展「三村剛昂と広大理論物理学研究所」
中国新聞 平成 27 年 8 月 9 日

２ プラネタリウムリニューアル

プラネタリウム工事現場公開
中国新聞 平成 27 年 11 月 22 日

３ 展示

プラネタリウムリニューアルについて
中国新聞 平成 27 年 11 月 12 日

山崎直子宇宙飛行士が折った折り鶴について
中国新聞 平成 27 年 11 月 24 日
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インターンシップ展示

インターンシップによる展示について
中国新聞 平成 28 年３月５日

56

表紙の写真は広島市こども文化科学館内のとある場所を撮影したものです。
科学するということは、自分で考えて答えを見つけていくことです。
この研究紀要を手にされた皆さんも、表紙の写真はどこなのか、
ぜひ考えて答えを見つけてください。
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