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広島市こども文化科学館の平成 28 年(2016 年)度の事業をまとめた「すばる」
25 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１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 28 年度は、プラネタリウムにおいて、４月に光学投影機とデジタルプラ
ネタリウムをリニューアルオープンし、平成 29 年１月には座席のリニューアル
オープンを行いました。光学投影機の LED 化とデジタルプラネタリウムの導入、
そしてリクライニング機能を加え幅も広くした座席により、精微で美しい星空
の映像と迫力ある動画を快適な空間で皆様に提供できるようになりました。
企画展では、私たちの暮らしに必要なエネルギーに対する理解増進を図るた
め「ピカッと発見！電気の作り方」を 4 月から 6 月にかけて開催し、この他「月
のふしぎ」など 6 本を主催して開催しました。
常設展では、展示物の修繕や改良を日常的に行うとともに、3 階展示ホールに
おいて科学映像を映す大型スクリーンの設置や壁面パネルの全面改修を行い展
示場の環境整備を行いました。また、1 階第二展示ホールにプロジェクション・
マッピングを応用した「映像と遊ぼう」のコーナーを新設するなど、展示内容の
充実も図りました。
「科学教室」や「創作教室」、
「たのしい工作室」や「ホール事業」などの教育
普及事業においては、こどもたちの成長に応じたプログラムを多数用意し、家族
ぐるみで科学や文化・芸術を体験していただける場を提供いたしました。
こうした取組みにより平成 28 年度は年間で 50 万人を超える入館者を迎える
ことができました。今後とも、開館以来築いてきた有形無形の資産を最大限に活
用しつつ、展示事業やプラネタリウム事業、教育普及事業などを通して「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たいと考えて
います。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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マイ発電機をつくろう（５月 15 日）
平成 28 年度新規題材。企画展「ピカッと発見！電気
のつくり方」の関連イベントとして，川崎重工業株式
会社の協力を得て開催した。発電の仕組みや種類など
について学習した後，風力や水力によって発電する発
電機を製作した。その発電機を使っていろいろな実験
をし，発電について理解を深めた。補助スタッフが多
く，参加者にあわせた説明，実験ができたので，より
深く理解できた。

Ⅰ 教室事業
科学教室
矢野宏和・國宗治子・中越有希
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。
なお，平成 28 年度は 40 回（28 講座)開催し，583
人の参加があった。

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 21 日）
海岸生物に精通した講師を迎え，元宇品海岸の生物
の観察を行った。こどもたちは熱心に生き物を観察し
たり採集し，講師に名前や生態などを質問していた。
観察以外に，アサリ貝の砂もぐり実験を行った。当日
は，干潮時間（15:35）にあわせるために 13:15 からの
講座となった。なお，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た。
色々な発電を体験しよう（５月 28 日）
平成 28 年度新規題材。企画展「ピカッと発見！電気
のつくり方」の関連イベントとして，中国電力株式会
社の協力を得て開催した。色々な発電体験をしたり，
発電の種類や仕組み等を学んだ。最後に，コイルモー
ターを製作し，モーターや発電機の仕組みの理解を深

２ 実施内容
タンポポ大捜査線（４月３日）
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。
開花したタンポポが少ないとの情報が有り,心配した
が，幸い開花しているタンポポの数も多く確認でき，
調査・観察もスムーズに進行できた。
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，天候がよいこともありハノーバー庭園
で飛行実験を行った。調整をしたり，飛ばし方を練習
するうちによく飛ぶようになった。

めた。
ミクロ生物の観察（６月 12 日）
１人１台の顕微鏡を用い, 当日朝採集した広島湾
の微生物を観察した。微生物を参加者は歓声をあげな
がら顕微鏡で観察していた。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。

エジソンの蓄音機と音の科学（５月５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学習し，最後に「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，様々な体験をし，驚きを持って観察してい
た。

ふりこの科学（６月 25 日）
平成 28 年度新規題材。振り子の実験をしながら，
様々な振り子の性質を学習した。参加者は振り子が描
くリサージュ図形を興味深く観察していた。後半は，
ビー玉を使った衝突実験装置を作製し，衝突実験を行
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った。
瀬戸内うらわざマリンピック（８月３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５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。

貝の標本を作ってみないカイ？（７月 22 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。今回の資料としてはは，アサリ・ツブ貝・シジ
ミ・サザエ・ハマグリ・ムラサキ貝・バイ貝・赤貝・
ニシを用いた。

結晶を作ろう（８月７日）
平成 28 年度新規題材。始めに，砂糖の様々な結晶を
観察しながら結晶について学習した。次に，
「ミョウバ
ン」
「尿素」
「塩化アンモニウム」を材料とした様々な
結晶を作成した。時間がかかる実験であったが変化す
る様子を興味深く観察していた。
小学生低学年が多く，
戸惑うこどももいたが親子で協力しながら実験を楽し
そうに行っていた。

化石の世界とレプリカ作り（７月 23 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。

お菓子を科学しよう（８月 12 日）
お菓子づくり（カルメ焼き・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，タン
パク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。

不思議な色水で遊ぼう（７月 27 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。

はずむボールの科学（８月 18 日）
平成 28 年度新規題材。
BB 弾からバレーボールまで，
様々なボールがはずむ様子を実験した。同じ実験が続
いたため，こどもたちが飽きることを心配したが，根
気よく楽しそうに実験をしていた。後半はスーパーボ
ールを使った科学工作をおこなった。

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。
完成した飛行機の調整方法を指導した後，ハノーバー
庭園で飛行実験を行った。
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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 で輝くクリスマスリースを製作し
た。

自然の芸術～葉脈標本を作ろう～（８月 24 日）
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。危険な薬品を使用したので，保護め
がねを使用させたり，取り扱いの注意をしっかりおこ
なう等，安全面に注意した。

ロボットカーのプログラミング（12 月 10 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
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。

光であそぼう（９月 11 日）
平成 28 年度新規題材。様々な種類の鏡の反射や光
の屈折，偏光などの実験を多数おこなった。考え方が
難しい部分もあったが，楽しい実験が続いたので，飽
きることなく参加していた。後半は，
「虹スクリーン」
と「偏光板万華鏡」の製作をおこなった。どちらの工
作も講師の事前準備がしっかりしており，参加者は順
調に仕上げていた。

天文学習～天体望遠鏡づくりと星空観察～
（12 月 11 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。当日見える星空や，望遠鏡で見てもらいたい天体
を学習した後，作製した望遠鏡で観察した。月，金星，
すばるなど多くの天体を観測することができた。
君も技術者② 虹色に光るオブジェ（12 月 23 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。

二葉山の自然観察
～シリブカガシの森へ行こう～（11 月６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。

手作りこんにゃく（１月 15 日）
広島県産のこんにゃく芋からこんにゃくを作った。
こんにゃくの製作が中心となったが，こんにゃく芋の
花，実，葉，生育などの解説もあり，製作を通じて原
料である植物にも興味を広げることができた。
静電気の科学「静電気で妖怪を飛ばそう」
（２月４日）
静電気に関して，その発見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，参加者にあきないよう工夫がされてお
り，こどもたちは楽しく学習することができた。

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。

飛行の科学③はばたき飛行機（３月 12 日）
ゴム動力で羽ばたいて飛行する飛行機を製作した。
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，
アポロホールで飛行実験を行った。

光ファイバーイルミネーションリース （12 月４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）
3

(5) 何か新しいことがわかったか？
0.0%
50.0%

３ 参加人数等
申し込み
延べ 1,386 人
参加者
延べ 583 人

①新しいことがわかった
４ アンケート（n=341）
(1) 参加者の学年
0.0%
小１

2.3%

③わからない

5.0%

14.4%

小2

(6) 教室は楽しかったか？
0.0%

8.5%

小3

27.0%

小4

27.0%

小5

30.0%

①とても楽しかった
②楽しかった

13.2%

小6
中学

92.7%

②あたらしことは無かった

5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

100.0%

③まあまあだった

7.6%

④つまらなかった

2.3%

⑤とてもつまらなかった

60.0%

90.0%

80.6%
15.0%
3.5%
0.3%
0.3%

(2) 説明やプリントは理解できたか？
0.0%

40.0%

５ 所感
(1) 参加者は小学３，４年生が多く，学年が上がるに
つれて割合が減っている。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。参加者の中にはリピーター
も多くいる。
(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95％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
いても 90％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，
「マイ発電機をつくろう」
「色々
な発電を体験しよう」
「ふりこの科学」
「結晶を作
「はずむボールの科学」
「光であそぼう」の
ろう」
６講座を行った。新規講座はリピーターに好評な
ため，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) 参加者の申込状況は，ほとんどの講座が定員を越
えており，応募方法や広報は適当だと考えてい
る。さらに開催時期や内容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。

80.0%

①よくわかった

71.0%

②大体わかった

25.2%

③あまりわからなかった

2.9%

④全然わからなかった

0.9%

(3) 内容や作業は難しかったか？
0.0%

20.0%

①大変難しかった

40.0%

13.8%

②難しかった

27.9%

③ふつう

36.4%

④簡単だった

15.0%

⑤とても簡単だった

7.0%

(4) 作品や実験はうまくできたか？
0.0%

30.0%

60.0%

①上手にできた

60.4%

②大体できた

36.4%

③あまりできなかった

2.1%

④全然できなかった

1.2%
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２ 実施内容
今年度は，以上に多くの講座を開設することがで
き，バラエティーに富んだ充実した創作教室と
なった。
以下，主な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。
(1)ステンドグラス

創作教室
森川公泰・佐藤篤正

こども木工教室
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 28 年 4 月 24 日～平成 29 年 3 月 20 日
② 実施回数
合計 37 講座・54 回
③ 参加延べ人数 781 人

ガラス細工のステンドグラス作りの体験を行っ
た。
始めにガラスの色合わせを行い，ガラスと鏡のふ
ちにそれぞれ銅テープを一周貼り合わせ，空気が入ら
ないように木ベラでこすり合わせる。銅テープにハン
ダがのりやすくするためのフラックスを塗り，ガラス
をきれいに並べて，ハンダ付けを行った。ハンダごて
を見るのも使うのもの初めての参加者が多く，始めは
恐る恐るハンダ付けの作業を行っていたが，要領がわ
かると，黙々とハンダ付けの作業に取り組んでいた。
ハンダ付けの作業が終わると更に雰囲気を出すために
多めにハンダを解かして盛りつける。最後に講師に吊
り金具のピンをハンダ付けをしてもらい，ハンダの部
分に酸化剤を塗って黒くしたら完成。
参加者は初めての体験と自分の作品に大変満足
し，保護者は大人の講座についても興味を示してい
た。
(2)木の枝のあかり
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レーシングペーパーに書き写し，書き写したトレー
シングペーパーを裏返してゴム版にセロテープで張
り付け固定する。カーボン紙をトレーシングペー
パーとゴム版の間に挟んでトレーシングペーパーの
下絵をなぞっていくとゴム版に下絵が写し鏡のよう
に反対に転写される。
あとは，下絵に合わせて削り取る場所と残す場所
を確認しながら削りの作業をしていく。
彫刻刀を始めて使う参加者は，削り始めは彫刻刀
の扱いに戸惑いながらの作業ではあったが，次第に上
手に使えるようになっていた。

木の枝を使った，電気スタンドを作った。
始めに木の枝を講師があらかじめ用意した台座
に 4 本差し込み，上部を結束バンドで結びテント
のような骨組みを作った。次に適当な箇所に枝を
はわし，数か所の枠を作る。和紙を枠にあてがい
模る。和紙は筆で濡らして型に沿って湿らせて引
きちぎると，けば立つような状態になり，そのけ
ば立っているのを利用して，枠に水で溶かしたボ
ンドを塗って貼り合わせていく。
枝に和紙を張り付ける作業が，低学年の参加者
には難しかったので，保護者の作業になってしま
うケースがあった。
題材は非常に良いが，難易度が高いので，対称
年齢を再考する必要があった。
(3)手作り木琴

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。

桧を使った手作り木琴を行った。
始めに，二本の角材を左から台形の形になるよう
に大きさの違う台形板に張り付けた。次に角材の両
側に鋲を打ちクッションになる毛糸を角材の真ん
中に張り，土台の完成。
鍵盤づくりはドの音から順番に長さを短くして
ある板材を使用。その板材の裏の真ん中を大きめの
紙管に紙やすりを張ったものを使って削って音調
整を行った。音調整はあらかじめ調整された鍵盤を
土台に並べて，作りたい音の鍵盤を入れ替え左右の
音との関係を聞き比べながら調整を行う。
始めの一本目の音の調整にかなりてこずってい
るようだったが，その後は高音のレの音まで繰り返
して調整を行い完成。
最後に鍵盤に穴をあけ，土台にくぎを打ってひっ
かけるように固定をして作業終了。完成後，参加者
は思い思いに曲の演奏をして楽しんでいた。

Q４作業の難易度
大変難しかった
4%
9%

19%

難しかった
ふつう

27%

41%

簡単だった
とても簡単だっ
た

表１
作業内容の難易度の問題（表１）に対して６割が難し
さを感じて作業をしていた。しかし，講座の満足度の
問題（表２）を見てみると９５％の参加者が満足と回
答している。

(4)ゴム版年賀状
ゴム版を使った年賀状作りを行った。
始めに，作業手順を一通り説明し，けがをする
ポイントをしっかりと確認をした。次に，下絵をト
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作業が多少複雑で難しさを感じることがあって
も，作品の完成後の満足度が高いことから，創作へ
の喜びの向上を図ることができたと思われる。

４ 所感
講座の内容について講師との打ち合わせの中で，作
業レベルを決めて行く。参加学年構成（表４）は小学
低学年(１・2 年生)が 4 割を占めていること，講座時
間（2.5H）にあまり余裕がないことから，部品加工を
極力なくした講座内容になりつつある。

Q７講座の満足度
4% 1%
とても楽しかっ
た
15%

Q1参加者の学年別分布

楽しかった

80%

まあまあだった

高校生・一般
中学生

つまらなかった

小六年
小五年
小四年
小三年

表２

小二年
小一年

次に講座参加の回数について，初めて参加する参
加者が３７％に比べ複数回の参加者が６割を超えてい
る。参加者に含まれるリピーター率が多い事から，初
めて参加して講座の内容に満足し，創作の喜びを感じ
たことによりさらに深めたいとの思いからのリピート
参加が大変多かったのではないだろうか。

初めて
37%

２～５回
６～１０回
１１回～１５回

42%

4.6% 35
4.3% 33
6.3% 48
13.0%
10.7%
19.0%
17.2%
22.7%

82

100
146
132
174

様々な作業体験をしてもらいたいと思うが，未完成
のまま終了時間を迎えてしまう事があると満足度にも
影響があると思われ，非常にジレンマを感じている。
来年度は，時間を超える恐れのある講座については
午前中に実施し，多少作業時間に幅を持たせることも
考慮したうえで講座を組んでいく。

3%

11%

系列2

表４

Q８創作教室のﾘﾋﾟｰﾄ率

7%

系列1

１５回以上

表３
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平成２８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２８年４月２４日（日）

2

ステンドグラス作り

平成２８年４月２９日（金・祝）

3

伝承おもちゃ

平成２８年５月３日（火・祝）

13時30分～16時

4

とんぼ玉づくり

平成２８年５月５日（木・祝）

9時30分～12時/13時30分～16時

5

大人の創作教室・陶芸（1）

平成２８年５月２６日（木）

9時30分～15時30分

6

大人の創作教室・トールペイント

平成２８年６月１１日（土）

13時30分～16時

7

大人の創作教室・陶芸（2）

平成２８年６月１６日（木）

13時30分～16時

8

竹炭の風鈴

平成２８年７月９日（土）

9

コツコツ刻字

平成２８年７月１０日（日）

9時30分～15時30分

10

革で作る工作

平成２８年７月２３日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

11

夏の陶芸教室

平成２８年７月２６日（火）

9時30分～12時/13時30分～16時

12

スチレンボードの貼り絵

平成２８年７月２８日（木）

9時30分～15時30分

13

七宝焼きのブローチ

平成２８年８月２日（火）

9時30分～12時/13時30分～16時

14

粘土で作る工作

平成２８年８月５日（金）

9時30分～12時/13時30分～16時

15

藍染めのTシャツ

平成２８年８月９日（火）

13時30分～16時

16

恐竜づくり

平成２８年８月１６日（火）

9時30分～12時/13時30分～16時

17

木のパズル絵～うさぎ

平成２８年８月２０日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

18

トールペイント

平成２８年８月２１日（日）

9時30分～12時/13時30分～16時

19

万華鏡作り

平成２８年８月２５日（木）

9時30分～12時/13時30分～16時

20

木の枝のあかり

平成２８年９月１７日（土）

13時30分～16時

21

操り人形

平成２８年９月１８日（日）

9時30分～12時

22

パステルアート

平成２８年１０月１５日（土）

23

七宝焼きの壁飾り

平成２８年１１月３日（木・祝）

9時30分～15時30分

24

木工教室

平成２８年１１月５日（土）

9時30分～15時30分

25

大人の創作教室・パンフラワー

平成２８年１１月１１日（金）

9時30分～12時

26

クリスマスリース

平成２８年１１月２６日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

27

オルゴールのプレゼント

平成２８年１２月３日（土）

9時30分～12時

28

オルゴールのおもちゃ

平成２８年１２月３日（土）

13時30分～16時

29

ゴム版年賀状

平成２８年１２月１０日（土）

9時30分～12時

30

凧づくり

平成２８年１２月１１日（日）

13時30分～16時

31

手作り木琴

平成２８年１２月２５日（日）

9時30分～15時30分

32

冬の陶芸教室(1)

平成２９年１月１４日（土）

9時30分～15時30分

33

どんぐりコロコロ迷路

平成２９年１月２１日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

34

冬の陶芸教室(2)

平成２９年２月５日（日）

13時30分～16時

35

大人の創作・ステンドグラス

平成２９年３月４日（土）

9時30分～12時/13時30分～16時

36

モビール

平成２９年３月５日（日）

9時30分～12時

37

パステルアート

平成２９年３月２０日（月）
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13時30分～16時
9時30分～12時/13時30分～16時

9時30分～12時/13時30分～16時

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・中越有希・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（28 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・

限り多様な用具体験ができるよう指導に配慮すると

小学校低学年とその保護者を対象とし，幼児・児童の

ともに，色塗りや絵を描いたり好きな形に切ったりす

自由な発想を重視しながら次代を担うこどもたちの創

るなど，できるだけ参加者の自由な発想で作ることが

作活動の場を拡大するとともに，こどもたちの豊かな

できるよう心がけている。また，道具を使用する際は

創造性と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

起を行っている。

く工作・飾れる工作・季節感のある工作・科学工作な

⑶ インストラクターの活動状況

ど多彩な題材で実施しており，28 年度は，年間 48 回

① 登録者数および登録方法

のべ 3,136 名の親子が工作に参加した。

28 年度は登録者 47 人で運営し，20 代から 80 代ま

２ 実施概要

で幅広い年齢層が登録，活動した。インストラクター

⑴ 開催日

の新規登録は， 問い合わせに応じて通年で受け付け

主として日曜日・土曜日・祝日のいずれか。なお，

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

⑵ 受付時間

年４回の打ち合わせ会を実施し，
３ヶ月分の担当者

13：00～15：30。空席状況や制作時間を勘案しな

を決めている。このほか，インストラクターの技術向

がら随時受け付ける。

上や情報交換を目的とした技術講習会や懇親会，
工作

⑶ 実施場所

室内の材料・道具類の棚卸しと整備を行った。28 年

３階 工作室

度の打ち合わせ会各実施内容は以下のとおり。

⑷ 対象

・４／３(日) ７～９月の担当者決定

主に幼児・小学校低学年とその保護者

講習会「マジカルフーフーコップ」

⑸ 定員

・７／10(日) 10～12 月の担当者決定

通常約 60 名，夏期休業中は約 80 名

科学の祭典出展概要紹介

⑹ 参加申し込み

「知的財産権・著作物の二次利用について」

不要（当日先着順）

・10／８(土) １～３月の担当者決定

⑺ 参加費

技術講習会「のぼり人形 de アレンジ！」

30 円

・１／15（日) ４～６月の担当者決定
技術講習会「季節の折りがみ いろいろ」

３ 実施・運営状況
⑴

③ インストラクター通信

28 年度の実施状況

毎月作成し，当月の担当者の確認・打ち合わせ会

年間 48 回実施し，参加者は 2,429 組 3,136 名で
あった。各実施日時・工作内容・参加状況は別表の

やその他の活動の予定や報告・必要な材料収集の呼

とおり。

びかけ・通信発行の２ヶ月前に実施した各工作手順
の紹介などを郵送やＥメールで情報提供している。

⑵ 教室運営

④ 青少年のための科学の祭典出展

① 材料準備
インストラクター主体で，各回原則 60 名分（夏期

科学の祭典では，10 月 29 日（土）
・30 日（日）に

休業中は 80 名分）を事前準備している。参加者が準

５名のインストラクターの協力のもと，
「カイに目が
9

あるって本当カイ？」１ブースを出展し，ヒオウギ

が，幅広い年齢層のインストラクターと触れ合うことは

ガイの観察や貝のタッチプールなどでイタヤガイ科

こどもたちにとって異年齢交流の機会としても貴重な機

の貝の不思議について紹介した。

会でもある。インストラクターから工作のコツやヒント
を教わることを通じて，ものづくりの魅力と自分で創造

４ アンケート結果（回答数：697）

する喜びを親子で感じることができるよう，多彩な内容

⑴ 対象年齢

と対象年齢に見合った事前準備・指導方法の工夫，各工
年齢

10歳以
上
3%

作を担当するインストラクターとともに今後も検討を重
1～3歳
16%

ねていきたい。
「たのしい工作室」はインストラクターの主体性に支

7～9歳
29%

えられての事業でもある。インストラクター一人ひとり
がより主体的に工作の企画や指導に携われるよう，イン
ストラクター同士の連絡体制や科学館とインストラ

4～6歳
52%

ターとの連携を図りやすい環境整備にも留意し，工作室

年齢層は，概ね当事業の対象となる幼児・小学校低学年
が８割を占めている。
一方，
約１割強が１～３歳の参加で，

の運営の充実に努めたい。
［別表］平成 28 年度「たのしい工作室」実施内容一覧

対象年齢の参加者と兄弟での参加と推測され，この傾向は

実施日

内容

工作数

9日

ケーキをつくろう！

62

10日

キラキラゆらゆらモビールあそび

47

23日

ブンブンロケット

60

29日

ぴょん太の宇宙旅行

53

68

3日

ふしぎなオトあそび

71

92

8日

母の日のプレゼント

38

15日

のぼるとり

39

22日

木っぱであそぼ！

69

89

28日

かわいいかさ

39

50

5日

ジェラートをつくろう

70

91

11日

マジックハット

33

19日

父の日のおくりもの

55

26日

まわってでてくるおりづるカード

55

71

3日

ネイチャークラフト

51

66

9日

ほしぞらさるさん

46

24日

白トレーでつくるきょうりゅう

75

参加者の９割が「とても楽しかった」
・
「楽しかった」

31日

とびだせ！スタントカー

56

72

3日

きょうりゅうサンバイザー

57

74

と回答しており，本事業が概ね参加者のニーズに応える

5日

きょうりゅうガーオ

48

11日

くびふりきょうりゅう

61

21日

とべとべロケット

78

当事業は対象年齢から，参加者がインストラクター

23日

きょうりゅうのたんじょう

68

88

28日

きょうりゅうのモビール

67

87

から工作の作り方を教わるだけでなく，工作を通して

11日

くいしんぼうネコちゃん

27

17日

はしれ!びゅんびゅんバス

48

25日

くるくるのぼっておりるくん

43

2日

ころころピッタンコ

41

9日

かわいい一弦ギター

43

3日

輪ゴムですすむスイスイ船

53

13日

とべ！紙筒ロケット

47

19日

コケで紙をつくろう

58

も一緒に楽しみ新たな発見をする様子も多く見受けら

27日

ネコミミ

33

42

れる。インストラクターの参加者に対する様々な角度

3日

かわいいツリーカード

35

45

11日

クリスマスリース

56

18日

クリスマスのかざり～ステンドグラス風

61

23日

おすしをつくろう！

54

70

25日

コケコッコー！

25

32

8日

ピエロのオリンピック

57

74

14日

ゆらゆらにわとりさん

36

22日

ハガキのひこうき

50

29日

かみなりゴロゴロ

52

67
52

今後も続くと予想される。
4

⑵ 工作参加者の感想
参加しての感想
4 つまらな
かった
0%
3 まあま
あ
1%

6 無回答
3%

2 たのし
かった
25%

5 わから
ない
0%

5

6
1 とてもた
のしかっ
た
71%

7

内容であったといえる。

8

9

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

10

伴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

11

12

からのアプローチは，工作の達成感や満足度につなが
る大きな要素となっている。
５ 所感

1

本事業は，こどもたちが自分の手で工作を試行錯誤し
ながら作り上げる創作活動ということもあり，参加者の
2

関心が高く，リピートでの参加も多く見られる。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，インストラクターの創意工夫ときめ細かい事

3

前準備・指導によるところが大きいと考えられる。

5日

ぴょん太のフシギなトラック

40

12日

ひなかざり

38

19日

くるくるくだりゴマ

60

25日

アニマルベル

56

5日

色がかわるぶんぶんごま

55

11日

カブトガニのぼうしをつくろう～新聞でつくるぼうし～

19

20日

風をかんじてかざぐるま

44

月計

10

月計

80
222

61
78

287

49
256

213

228

50

42
71

59
97

330

275

294

62
379

79
101

491

35
118

62

152

55
84

53
55

108

68
191

61
75

246

72
231

195

194

79

46
65

49
78

298

252

251

72
71
118

組： 2,429

こどもたちの参加年齢層は低年齢化の傾向がみられる

参加者数※

24

152

57

人数：

3,136

サイエンスショー

３ 所感
参加者の反応や表情，
「おもしろかった」
，
「おう
ちでやってみたい」等の声から，おおむね好評で
あったことがうかがえる。
科学館に来てサイエンスショーが開催される
ことをはじめて知ったとの声や，はじめて本事業
に参加した参加者も多いように感じられた。
こういった中でも，何度も足を運んでいる参加
者も見受けられた。同じテーマであっても，一つ
でも新しい実験を取り入れたり，見せ方の工夫を
おこなう等しながら，新鮮に感じてもらえるよう
努めていきたい。
平成 27 年度に，これまで実施していた会議室
ではなくサイエンススタジオでおこなった「光の
科学」は，実験道具の改良や新しい実験を加える
等し，少しずつではあるが形が作られてきた。引
き続き，課題を見つけながら，講師とともに検討
を重ねていきたい。
本事業は，対象を特に設けず誰でも参加できる
ことから，広く直接的に科学のおもしろさを伝え
る機会であるとともに，科学に興味を持ってもら
う入口としての役割を担っている。
幼児や小学校低学年の参加者が多い中で，実験
に関する科学をどういった表現や手法を用いて
伝えていくかは，毎回難しさを感じているところ
であるが，参加者それぞれが感じ取った何かを持
ち帰ってもらい，また，少し立ち寄って見たとい
う参加者にも科学のおもしろさを体感してもら
うことや興味をもってもらうきっかけづくりと
なる機会となればと考えながら取り組んでいる。
こどもはもちろんであるが，その保護者や大人
の参加者にも科学のおもしろさを再発見しても
らい，家族での会話のきっかけになったり，身近
なところにある科学に関心を高めてもらえるよ
う，引き続き事業を展開していきたい。

國宗治子・中越有希・村上聡
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。
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：3,923 人 １日(２回)の平均参
加者数は 157 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

313

3(6)

104

空気のおもしろ実験

410

3(6)

137

火の科学

521

3(6)

174

ふしぎ！－196℃の冷たい世界

145

1(2)

145

光の科学

145

2(4)

73

シャボン玉の科学

591

2(4)

296

熱い世界と冷たい世界

204

1(2)

204

爆発実験 カウントダウン

756

3(6)

252

風船で科学

216

2(4)

108

電気のいたずら

341

3(6)

114

おもしろ実験アラカルト

281

2(4)

141

3,923

25
（50）

（平均）

合計

157
「空気のおもしろ実験」
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を想定して，実習室でのビデオ中継を準備した。
講師は様々な場所で講義をしており，分かりや
すい内容であった。この偉業を称賛する声が聞
かれるなど，意見交換も活発に行われた。

大人の科学談話室
村上 聡
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，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。
平成 28 年度の下半期に４回の講座を実施した
（実施時間はいずれも 14:00-16:00）
。内容として
は，重力波，新元素（ニホニウム）
、日本のエネル
ギー、および地震の４分野を取り上げ，計 121 人
の参加があった。

(3) “日本のエネルギー事情”
実施日：平成 29 年１月 21 日（土）
講 師：資源エネルギー庁 須山照子氏
参加者数：17 人
平成 23 年３月の東日本大震災以降，エネル
ギーに関する関心が高まっている。そこで，日
本のエネルギー政策に直接関わっている方か
ら，日本におけるエネルギーにはどのようなも
のがあり，どのように供給されているか，また
安定した供給のためにどのようにすればよい
か現状の解説を行った。具体的なデータを用い
て解説が行われ，分かりやすい内容であった。

２ 実施内容
(1) “重力波とは？”
実施日：平成 28 年 11 月 12 日（土）
講 師：広島大学大学院 高橋徹氏
参加者数：36 人
今回の講座は、平成 28 年２月の重力波の検
出報告[1]（検出自体は平成 27 年９月）以降か
ら、科学館へたびたびリクエストがあったこと
から実施した。重力のイメージを視覚的に伝え
たり（写真１）
，講師自らレスポンス・アナライ
ザーを用意して参加型の講座にするなど，非常
に分かりやすく楽しい内容であった。

(4) “地震を知ろう！”
実施日：平成 29 年２月 18 日（土）
講 師：広島大学大学院 熊原康博氏
参加者数：32 人
記憶に新しい，平成 28 年４月の熊本地震に
ついて，直後に現地入りをして調査を行った熊
原氏が，その様子や広島での地震，特に断層や
南海トラフ地震に関する解説を行った。さまざ
まな写真や図を交えた分かりやすい解説であ
り，参加者からも活発に質問があった。

写真１：重力のイメージを伝える高橋氏
写真２：
“地震を知ろう！”の様子
(2) “新元素ニホニウム”
実施日：平成 28 年 12 月 17 日（土）
講 師：国立研究開発法人 理化学研究所 森本幸司氏
参加者数：36 人
アジアでは初となる，新元素への命名に直接
携わった研究者による，新元素の発見から命名
に至るまでの解説を行った。事前の問い合わせ
が多く，実習室よりも多くの人数が収容できる
創作室で実施した。また入りきれなかった場合

３ 所感
過去２年に比べて，平成 28 年度の平均参加者
数が 30 名を超え，非常に興味関心の高い講座と
なった（平成 26 年度；11.6 人[2]，平成 27 年度；
28.5 人[3]）
。これは過去の参加者のリクエストや，
この時期に注目されていた事象を取り上げたた
めと考えられる。また，広島市の広報誌に本事業
の案内が掲載された[4]ことも，参加者数が大き
12

く増えた原因と考えられる。講座の雰囲気につい
ては，例年通り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
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。
４ 参考文献
[1] B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific
Collaboration and Virgo Collaboration),
Phys. Rev. Lett. 116, 061102, 2016
[2] 加藤一孝 矢野宏和, 研究紀要「すばる」,
Vol.23, p13, H27(2015)
[3] 村上聡 矢野宏和, 研究紀要「すばる」,
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(2)土曜日・日曜日・祝日・春夏冬休み

Ⅱ プラネタリウム・天文普及事業

10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00
プ１ プ２
全
プ２ プ１ リ/ツ※

松本佳也・髙土尚子・吉田文

※日曜日は星空ツアー，他の日はリフレタリウム。

プ１：プラネタリウム番組１
プ２：プラネタリウム番組２
全 ：全天周映画
リ ：リフレタリウム
ツ ：星空ツアー
学 ：学習投影
４ 事業内容
(1)プラネタリウム番組
①概要
星空生解説とフルオート番組の組合せによ
る投影。２種類の投影枠があり，それぞれ６か
月毎に入替。所要時間約 45 分。
②番組
○ぴょん太 vs 怪盗ハテナマン～うばわれた宝
物を取りもどせ！～
・期間：４月 15 日(金)～10 月 21 日(金)
・企画：広島市こども文化科学館
・制作：コニカミノルタプラネタリウム
○天の川 アイランド・ヒーリング
・期間：４月 15 日(金)～７月 18 日(祝・月)
・制作：コニカミノルタプラネタリウム
○ネイチャーリウム オーロラの調べ 神秘の
光を探る
・期間：７月 21 日(木)～平成 29 年１月 15 日
(日)
・制作：KAGAYA スタジオ
○葉っぱのリーフのものがたり
・期間：平成 29 年１月４日(水)～３月５日
(日)
・制作：D&D ピクチャーズ
○日読み 月読み
・期間：平成 29 年１月 21 日(土)～７月 17 日
(祝・月)
・制作：広島市こども文化科学館
○ぴょん太のキラキラ大作戦！
・期間：平成 29 年３月 11 日(土)～９月 10 日
(日)
・制作：広島市こども文化科学館

１ 概要
平成 28 年度のプラネタリウム事業は，平成 27
年度に実施した機器リニューアル後，最初の年と
なる。これにあわせて，事業構成も開館以来とな
る大幅な改編を行い，ハード，ソフトともに新た
なスタートを切ることとなった。以下，その概要
と実施状況を報告する。なお，当年度実施した座
席リニューアル工事については，別稿にて扱う。
２ プラネタリウム主要設備
○光学式プラネタリウム投影機：MS-20AT(コニカ
ミノルタプラネタリウム)
○デジタルプラネタリウム：MEDIA GLOBE Σ(コ
ニカミノルタプラネタリウム)
○全天プロジェクター：DLA-SH7NL×２(JVC)
○音響(6.1ch サラウンド)： 802Ⅲ×６・MB4×２・
AWCS-1×２・PM8500×１(BOSE)，O1v96i×２
(YAMAHA)，HS-8×１・CD-500B×９(TASCAM)，補
聴用ヘッドホン×５
○その他：AMATERAS Dome Player(オリハルコン
テクノロジーズ)，DigitalSky2offline (SkySkan)，フル HD プロジェクター，流星投影機×
３，大火球投影機×２，太陽投影機，人工衛星
投影機，各種スライド投影機
○座席数：253 席（H27/10/21 までは 340 席）
○ドームスクリーン径：20m
３ プラネタリウム投影スケジュール
(1)平日(春夏冬休みを除く)
9:50 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00
学
プ１
リ
プ２
全

(2)全天周映画
①概要
大型映像またはフルドームムービーを単独
で上映。６か月毎に入替。所要時間約 45 分。

※9:50 の回は予約時のみ実施。
※11:00 の回は予約により学習投影に変更あり。
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②番組
○ウォーキング with ダイナソー ～太古の地球
へ～
・期間：４月 15 日(金)～10 月 21 日(金)
・配給：さらい
○小さな世界はワンダーランド －タイニージ
ャイアント －
・期間：平成 29 年１月４日(水)～４月 28 日
(金)
・配給：さらい

・内容：地球から宇宙の大規模構造まで，宇
宙の成り立ちを解説。
○2016 年夏「木星探査はじまる！」
・期間：７月 24 日(日)～10 月 16 日(日)
・内容：Juno 探査機による木星到着とその探
査について解説。
○2016-17 年冬「暦と天文学」
・期間：平成 29 年１月８日(日)～４月 16 日
(日)
・内容：古代の暦における，天体観測と暦の
関係などを解説。

(3)リフレタリウム
①概要
BGM とアロマの演出とプラネタリウムの星空
をゆったりと楽しむ，大人向けのヒーリング投
影。３か月毎に入替。所要時間約 20 分。
②番組
○2016 Spring Program
・期間：４月 15 日(金)～６月 10 日(金)
・CD：Hayley Westenra「Pure」
・アロマオイル：bergamot burst
○2016 Summer Program
・期間：６月 11 日(土)～９月３日(土)
・CD：Gontiti「Strings with Gontiti」
アロマオイル：セリーン - 静寂 ○2016 Autumn Program
・期間：９月 10 日(土)～10 月 21 日(金)
・CD：
「image cinema – emotional &
relaxing」
・アロマオイル：Image
○2017 Winter Program
・期間：平成 29 年１月４日(水)～３月 17 日
(金)
・CD：Sky Sailing「An Airplane Carried Me
to Bed」
・アロマオイル：Velvet
○2017 年 Spring Program
・期間：平成 29 年３月 18 日(土)～６月９日
(金)
・CD：Healing Gospels
・アロマオイル：Free day

(5)学習投影
①概要
主に小中学校理科の天文分野のカリキュラ
ムに対応した投影。小中学校を対象に，生解説
で実施。
②内容
○小学４年生用（所要時間約 50 分）
・今夜の星空案内
・月の動きと満ち欠け
・日の出，エンディング
○小学６年生用（所要時間約 50 分）
・今夜の星空案内
・月と太陽
・宇宙から見た星々
・日の出，エンディング
○特別プログラム（所要時間 50 分）
・内容は事前打合せにより決定。中学生対象
のものは，すべて特別プログラムとして実
施。
(6)幼児向け投影
①期間・時間
６月 14 日(火)～７月７日(木)の平日
10:00～および 11:00～（各約 30 分）
②概要
幼児対象の，七夕をテーマとした投影。星座
や星，七夕物語などを紹介。生解説で実施。
(7)特別投影
①概要
特別テーマによる投影や，演奏家などのゲス
トを招いた投影，プラネタリウムの特性を生か
した特別イベントなど。季節毎に１，２件実施。
②内容
○春の星空音楽会
・実施日時：５月５日(祝・木)
・出演：青木紀子(ピアノ)
・内容：こども向けの身近な曲をピアノによ

(4)星空ツアー
①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か月毎に入替。所要時間約 50 分。
②内容
○2016 年春「はじめての宇宙旅行」
・期間：４月 17 日(日)～７月 17 日(日)
15

り BGM 演奏しながら，星空を紹介。
○夏の星空音楽会
・実施日時：７月 31 日(日)16:00～(約 50 分)
・出演：金石あずさ・龍山沙羅・松本安貴子
(パーカッション)
・内容：パーカッションによる，こども向け
楽曲の演奏と，星空紹介。
○プラネタリウムリニューアル記念事業
「KAGAYA トークショー＆番組上映『世界に星
空と夢を求めて』
」
・実施日時：９月 10 日(土)17:30～(約 90 分)
・出演：KAGAYA
・内容：プラネタリウム番組「ネイチャーリ
ウム オーロラの調べ 神秘の光を
探る」の作者による，制作秘話の紹
介。
○プラネタリウムグランドオープン記念「コス
ミックコンサート～星夜の旅はじめ～」
・実施日時：平成 29 年２月 11 日(祝・土)
18:30～(約 60 分)
・出演：さらさ(ギター：森川敏行・ハープ：
Machiko)
・内容：地元音楽家によるオリジナル曲を中
心とした演奏にあわせて，星空や宇
宙映像などを演出。演者持ち込みの
全天写真も映写。
○特別投影「夕凪の街 桜の国」
・実施日時：平成 29 年３月 28 日（火）～４
月２日（日）各日 16 時～（約 50 分）
・内容：開館 30 周年記念番組「夕凪の街 桜
の国」(こうの史代原作)を，映画「こ
の世界の片隅に」の公開にあわせて
リバイバル投影。

第１部：プラネタリウム投影 18:00～18:50
第２部：天体観察 19:00～20:00
(9)広島大学東広島天文台見学会
①概要
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
解説など。
②会場
広島大学東広島天文台
③日時
10 月８日(土)18:00〜20:30
５ 番組制作
(1)概要
番組制作会社に依らずプロダクション業務
を自ら行い，フルオートのプラネタリウム番組
を制作する。制作した番組は，プラネタリウム
番組枠において投影する。
(2)制作番組

①日読み 月読み
・脚本：太田しのみ
・ナレーション：岡田美絵，深海哲哉
・音声：小川智史(プラネットスタジオ)
・美術：太田しのみ
・内容：暦がどのようにして作られたのか，そ
の時代背景や，日本の暦の歴史につい
て紹介。
②ぴょん太のキラキラ大作戦！
・脚本：景山淳史
・ナレーション：内海亜子，福田恵
・音声：国本佳宏(北辰映電)
・美術：竹内誠司
・内容：二重星や星団など，星座や惑星からも
う一歩踏み込んだ星空の楽しみを，こ
ども向けに紹介。

(8)天体観望会
①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。いずれかのみの参加も可。学生や社
会人がボランティアスタッフとして参加。
②会場
広島市こども文化科学館正面玄関前
③日時
○６月４日(土)
第１部：プラネタリウム投影 19:00～19:50
第２部：天体観察 20:00～21:00（天候不良に
より中止）
○７月 16 日(土)
第１部：プラネタリウム投影 18:30～19:20
第２部：天体観察 19:30～20:30
○２月４日(土)

６ 素材・コンテンツ制作
(1)概要
各種投影等に使用する，素材や動画等のコン
テンツを自主制作する。
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(2)主要制作物
①静止画，動画コンテンツ
・88 星座絵
・マナームービー
・アニメーションパノラマ
②DigitalSky コンテンツ
・Juno 探査機フライトシーン
・Juno 探査機軌道周回シーン
・Galileo 探査機フライトシーン
・月位相年周変化解説シーン
・月位相変化解説シーン
・イリジウム衛星軌道周回シーン
③全天写真
・広島城(夜景)
・桜並木
・平和公園(夜景)
・重力波望遠鏡 KAGRA
・原爆ドーム(夜景)

○その他の投影
幼児向け投影

天の川
オーロラの調べ

1

218

1

KAGAYA トークショー＆番組上映

265

1

プラネクラブ発表会（無料）

101

1

コスミックコンサート

178

1

夕凪の街 桜の国

165

4

人

天候
雨

7/16

125

155

曇

2/4

73

164

晴

※投影期間が複数年度に渡る番組は，平成 28 年
度分のみの実績。
※10/22～1/3 は座席改修工事のため休場。

実施日
10/8

16,311

204

9,864

110
140

4,133

63

日読み 月読み

2,972

79

ぴょん太のキラキラ大作戦！

1,715

28

ウォ－キング with ダイナソー

11,849

146

小さな世界はワンダーランド

2,689

63

はじめての宇宙旅行

1,348

14

木星探査はじまる！

1,005

12

809

12

2016 Spring Program

1,391

36

2016 Summer Program

2,193

59

2016 Autumn Program

902

27

2017 Winter Program

1,249

41

2017 Spring Program

173

5

小学４年生

8,134

47

小学６年生

136

2

0

0

参加者数(人)
36

天候
曇

８ 所感
４カ月半にわたる投影機器の改修工事を終え，
４月 15 日のリニューアルオープンを迎えた。こ
の度のリニューアルでは，設備だけでなく運営形
態も一新することとなり，プラネタリウム事業は
事実上の再スタートとなった。
新しい設備の能力を引き出し，時代に見あった
事業展開とするにあたり，最も重視したことは当
館の強みを最大限に生かすことである。それは，
開館以来途切れることなく続けてきた番組の自
主制作であり，様々な資産とノウハウを蓄積して
きた。これを長編番組の制作だけでなく他の投影
にも積極的に展開したことが，この度の事業改編
の大きなポイントである。
番組やコンテンツの自主制作は，専門業者によ
るものと比べ品質面で劣る場面があることは否
めない。しかし一方で，小回りが利き，軌道に乗
ればコスト面で非常に大きなメリットがある。す
べて仕切り直しのこの一年は，制作タスクが膨大
にあり，慣れない機材と格闘しながらこなしてき
た。まだまだ軌道に乗ったとは言えないが，必要
な投影品質は概ね得られるようになり，コンテン
ツの制作でも成果を上げることができた。
今後は自主コンテンツの展開を拡大し，いつ来
ても変化を感じるプラネタリウムを目指してい
きたい。

回

13,245

○全天周映画

○星空ツアー

○リフレタリウム

○学習投影

その他

236

夏の星空音楽会

(2)その他のイベント
○広島大学東広島天文台見学会

葉っぱのリーフのものがたり

暦と天文学

こどもの日スペシャル

実施日 プラネタリウム(人) 天体観察(人)
6/4
25
中止

＜内訳＞
○プラネタリウム番組
ぴょん太 vs 怪盗ハテナマン

30

○天体観望会

７ 観覧・参加実績
(1)プラネタリウム総数
○プラネタリウム総観覧者数：90,406 人
○プラネタリウム総投影回数： 1,130 回

番組名

8,902
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Ⅲ

（プラネタリウムの仕組み，番組制作方法など）

クラブ活動

８月 番組制作合宿（３日～４日）
10 月 発表会（16 日）

プラネタリウムクラブ

青少年のための科学の祭典（24 日）

髙土尚子・松本佳也・村上聡

11 月 反省会（29 日）
１月 準天頂衛星打上げカウントダウン映像の収
録（29 日）
(4)番組制作と発表会
①番組タイトル
班

１ 概要

タイトル

Ａ

α星のキセキ

Ｂ

鳥取砂丘物語

Ｃ

秋の空

ＯＢ１

THE SIGNS OF THE ZODIAC

ＯＢ２

夏日星

プラネタリウムクラブは，小中学生のこども達だ
②発表会

けでプラネタリウムのオート番組を制作する全国で

発表会は部員の保護者などを招いて実施している

も珍しいクラブである。昭和 56 年から続いており，
シナリオ，原画作成，音声録音編集，映像編集，プ

が，一般来館者も自由に観覧することができる。観

ログラミングなど，ほぼすべての作業をこども達自

覧は無料。観覧者 101 名。

身が行う。中学校卒業後もＯＢやＯＧとして活動に

○日時

参加し，希望者は番組制作もでき，平成 28 年度は現

○アンケートから

平成 28 年 10 月 16 日（日）17:30～19:00

・どの班も一つの作品をつくりあげるまでの苦労，

役・ＯＢ含め 21 名が登録した。

工夫，楽しさが見えてよかったです。
・それぞれの持ち味を発揮されていて良いなぁと

２ 事業内容

思いました。

(1)目的

・こどもたちの創造性豊かさに感心しました。

異年齢の児童生徒が広域より学校外の場に集まり，
自らの意思により主体的に活動し，また集団行動す

３ 所感

ることを通して児童生徒の健全育成を図る。

平成 28 年度は社会人ＯＢに加え，高校生ＯＢ班が

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

活動に参加したことが大きな特徴として挙げられる。

ーション・プレゼンテーション・自己実現などの能

そして，今年度はプラネタリウムがリニューアルし

力を高める。

て最初の年だったが，11 月から実施される座席改修

(2)部員の構成

った。そこで，作業効率を上げるために班ごとにプ

工事のために再び例年よりも 1 か月早い発表会とな
ログラミング用，音声編集用，映像編集用の３台の

現役部員（小学校５年生～中学校３年生）
：16 名

パソコンを使用することで，こども達は作業を分担

※うち新規加入６名，継続者 10 名

して制作にあたることが可能となった。しかし，投

ＯＢ・ＯＧ（高校生以上で活動に参加）
：５名

影システムがこれまでと大きく変わり，担当者の指
導が行き届かなかったこと，夏休み明け以降，活動

(3)活動状況（主なもの）
３月 新入部員募集

に参加できるこどもが少なくなったことなどにより，

４月 進級進学お祝い会（３日）

作業の進行が思わしくなかった。今後は夏休みまで
に集中的に活動を行い，番組制作を行っていきたい。

発足式（24 日）
５月 講習会（８日）
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10/29 ～ 30( 土 ･
「科学の祭典」
日)

アマチュア無線クラブ
佐藤篤正・中越有希・吉田文

11/13（日）

１ 概要
アマチュア無線全般に関する活動すなわち，無
線通信とそれを行うための資格の取得。無線活動
を支える基礎的な電子工作技術の習得。有資格者
においては無線機の操作の習得，無線コンテスト
への参加などを通して，アマチュア無線への興
味･関心を高めるとともに，電気や電波に対する
知識を深めることを活動の目的として 19 名のク
ラブ員が活動を行った。

12/18（日）

タイトル
発足式・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

4/23（土）

アマチュア無線の運用１ 猶崎

光

4/24（日）

ALL JA コンテスト参加

中本

稔

5/5（祝・木）

南極との交信

科学館職員

5/15（日）

ARDF(ﾌｫｯｸｽﾃｰﾘﾝｸﾞ)

向井

5/22（日）

ﾌｫｯｸｽﾊﾝﾃｨﾝｸﾞ

藤川 正克

5/29(日)

アマチュア無線の運用２ 科学館職員

6/5(日)
７/2(土)
7/23(土)
～8/７(日)
8/6・7（土・日）

電子工作①
１IC ラジオの製作
電子工作② １石ワイヤレ
スマイクの製作
国家試験対策講座
（1～10）

電子工作３
２石レフレックスラジオ 浴野 稔一
の製作
電子工作４
浴野 稔一
補修

2/11（祝・土）

終了式

科学館職員

2/26（日）

広島市 WAS コンテスト

猶崎

光

年間参加者数：のべ 288 人

(2) 平成 28 度の活動の詳細
①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
ア無線局との交信に挑戦したが，電波伝搬状態
が悪く全く聞こえない状態で交信は不成立に
終わった。
②ＡＲＤＦ（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
呉支部に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ＡＲＤＦについて実体験をすることが
できた。
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。

講師名

4/１7（日）

アマチュア無線の運用３ 科学館職員

1/28（土）

２ 実施内容
(1) 平成 28 年度の活動方針
①活動内容
・電気や電波に関する学習
・電子工作を通した電波への理解を深める学習
・無線従事者免許取得のための支援
・アマチュア無線局(JH4YIL)の運用
②活動のねらい
・電気や電波に関する学習を通して，学ぶこと
の楽しさを味わわせる。
・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。
・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。
・小学４年生・５年生が多く参加しているので，
資格取得講座での補助説明に努める。
・電子工作においては，製作品の内容単価を検
討し，簡素化と低価格化を図る。
③活動日程
実施月日

坂井 宏行

科学館職員

等

島 忠正
島 鈴枝
島 忠正
島 鈴枝
佐藤 道雄
吉岡 秀明

数か所の発信場所をつきとめるＡＲＤＦ
（フォックステーリング） (5/15)

フィールドデーコンテスト参
科学館職員
加
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③電子工作
小学校４・５年生の比率が多いため，複雑な
題材を避け，１IC ラジオの製作を第１回に行っ
た。
その後，７月２日に１石ワイヤレスマイクの
製作,12 月 20 日と１月 31 日に講師による指導
のもと，２石レフレックスラジオを製作した。
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。
本年度は，こどものレベルと材料費を考慮し
実施した。その結果多くのこどもが，実施日内
に完成させることが出来た。また，出費も題材
の簡素化でおさえることができた。
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。
今年度は受講者に小学校４・５年生が多く，
慣れない言葉等に戸惑った者も多かった。でき
るだけ補助教材を用意して理解を図る指導を
行ったが，八月期の国家試験では小学４年生は
不合格となった。その後の試験または講習会に
て，中学生２名，小学生３名が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

フィールドデーコンテスト参加 (8/6･7)
⑥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。

科学の祭典ブース (10/29・30)
(3) アンテナタワーの改修
本クラブが使用するアンテナは科学館屋上に
約 15ｍのタワーを立てて設置されている。このタ
ワーは昭和 55 年に設置されておりその後改修等
はなされておらず台風接近時などの安全性が不
安視されたため，27 年度に点検を行ったところ，
支線や桟部分に錆や腐食部分が多くみられ，補修
の必要を指摘された。28 年度に予算がつき,支線
やタワーの桟部分を交換した。これにより，対強
風性強度などは設置時に戻すことが出来た。
３ 反省と課題
年間に合計 27 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日
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あり参加者
の把握が難しい面があった。事前連絡の徹底を行
いたい。
アマチュア無線クラブ員として交信を行うた
めには免許が必要となる。平成 28 年度は小学校
４・５年生が多く資格試験へのハードルが高かっ
た，来年度は，小学生にもより分かりやすい講座
を目指したい。第４級資格保持者の中には次の上
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
けての指導を進めていきたい。

(7/23～8/7)

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。
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デア開発カリキュラム・実用工作・電子工作，及び
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：広島市長賞１名（中１男子）
優 秀 賞１名（中１男子）
県くふう展：広島県知事賞１名（中１男子）
全国くふう展：奨励賞（中１男子）
(4)その他の活動
・参観日 基礎コース：8 月 28 日(日)
完成コース：8 月 11 日(祝・木)
・県内発明クラブ交流会 ７月 28 日(木)
JFE ｽﾁｰﾙ㈱西日本製鉄福山地区見学及び
工作教室
(5)第７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
「PEACE 隊」
が全国大会へ出場し，予選
は通過したものの銅賞と
なった。
① 実施状況
・１チーム３人参加
・説 明 会：５月 22 日(日)
・創作指導会：８月 7 日(日)，８月 10 日(水)
・広島県大会：８月 23 日(火)広島市工業技術ｾﾝﾀｰ
・全 国 大 会：11 月 26 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四度目のチャ
レンジとなった。今年度は参加チームが一チームと
なったので作品作りに指導員の支援が十分であった。
その甲斐あって県大会難なく通過することができた
が，全国大会では予選は通過したものの決勝でトラ
ブルに見舞われ走らせることができず，銅賞となっ
た。

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。
(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 28 年 5 月 14 日～平成 29 年 2 月 11 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
２ 事業内容
(1)クラブ員参加状況
基礎コース：40 名（内 39 名修了）
完成コース：18 名（内 17 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

３ 所感
昨今，当クラブの活動が盛んになったことと，育
成会員のサポートも減額になったことで運営費が乏
しくなる傾向にあった。そのため，育成会員の新規
開拓が課題となりスポンサー探しに奔走した。その
結果，一社新規の会員を獲得することができたこと，
育成会費の増額のサポートもあり，運営に差し支え
ることがない程度の予算を確保することができた。
しかし，まだまだ安定的な財源の確約はないため，
今後も経費の見直しと，創設以来のクラブ員会費の
増額も含めて検討課題である。
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平成２８年度 広島少年少女発明クラブ

活動日程表
Ａ：午前，Ｐ：午後

活動日

時

基礎コース

時

完成コース・一般コース

5/14(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

5/22(日)

A

②初歩の工作

P

②課題工作

6/5(日)

A

③くぎ打ち迷路

P

③くぎ打ち迷路

6/19(日)

A

④ﾀﾝグラム

P

④発明くふう作品の企画・製作及びチャレコン説明会

7/3(日)

A

⑤ジグソーパズル

P

⑤発明くふう作品の企画・製作及びチャレコン製作

7/24(日)

A

⑥マジックハンド

P

⑥発明くふう作品製作及びチャレコン製作

7/28(木)
全日

県内交流会

福山市

JＦＥスチール㈱西日本製鉄所福山地区工場見学

合同活動日
7/30(土)

A

⑦アイデア開発の基礎①

P

⑦発明くふう作品製作及びチャレコン製作

8/7（日）
全

★チャレコン製作

8/10（水）
8/11（祝・木）
全

⑧⑨発明くふう作品の企画・製作及びチャレコン製作

参観日 AM
8/18(木)
全

※自由活動日

8/19(金)
8/23（火）

A

★最終調整

予定

P

★チャレコン県大会

P

⑩⑪⑫⑬

P

初歩の電子工作

P

電子工作に伴う技術習得（半田付け等）

P

ＬＥＤを使った工作

8/28(日)

⑧⑨アイディア開発の基礎②
全

参観日 AM
9/11(日)
9/22(祝・木)

「ボールコースター」
A
A

⑩⑪⑫⑬
モーターを使った工作

10/10(祝・月)

A

11/6(日)

A

11/19(土)

A

合同活動日

P

12/ 4(日)

A

⑮アイディア開発の基礎③

P

12/18(日)

A

⑯⑰アイデア開発工作

P

12/23(祝・金)

A

「プロペラカー」

P

1/9(祝・月)

A

⑱⑲⑳

P

1/29(日)

A

カムやクランクを使った動く工

P

2/ 4(土)

A

作

P

2/11(土)

P

㉑修了式・表彰式・反省会

「手回し発電カー」

⑭広島県発明くふう展の見学
※自由活動日
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⑮⑯⑰⑱⑲⑳

発明くふう作品制作

Ⅲ ホール事業
中越有希・高土尚子

こども音楽会「さわやかスプリングコンサート♪
～いっしょにうたおう！おどろう！」

１ 概要
１階アポロホール（250 席）において，こども
たちに音楽や劇等の舞台芸術に親しんでもらう
ため，地元で活躍する演奏家や団体に出演を依頼
し，音楽会やミュージカル等を実施している。今
年度は，
「こども音楽会」を年間 9 日 16 回，
「こ
ども劇場」
を年間 5 日 10 回実施し，
それぞれ 2,934
人，1,693 人の参加があった。
このほか科学技術映像祭入選作品上映会も実
施し，科学に関する映像を上映し，１日１回 118
名の参加があった。

６月 26 日
(日)
①正午～
②14:30～

「ラテン音楽を楽しもう～リオ・オリンピッ
ク開催を前に～」
出演：エル・コンボ・デ・ラ・パス

315 名

７月３日
(日)
①正午～
②14:30～

「親子でわいわい♪夏の音楽会」
出演：あんさんぶる きまぐれ。

249 名

７月 17 日
(日)
13:00～

「消防音楽隊コンサート」
出演：広島市消防音楽隊

８月７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」 331 名
出演：ゾリステン・ドライエック

９月４日
(日)
①正午～
②14:30～

「ファミリーコンサート～ヴァイオリン・
ハープ・オーボエがやってくる♪～」 259 名
出演：トリオ・カナール

12 月 11 日
(日)
①正午～
②14:30～

「クリスマスコンサート 2016～おもちゃ
のクリスマス パーティ～」
500 名
出演：広島シティハーモニー吹奏楽団

１月８日(日)
14:30～

「新春和太鼓たたき初め」
出演：文教太鼓 葵

250 名

250 名

計 2,934 名

(2) こども劇場
２ 実施内容

日時

今年度の実施内訳は次のとおりである。
内容

日数

回数

人数

こども音楽会

９

16

2,934 名

こども劇場

５

10

1,693 名

科学技術映像祭入選作品上映会

１

１

118 名

(1) こども音楽会
日時

実施内容・出演者

参加者数

５月 29 日
（日）
①正午～
②14：30～

「さわやかスプリングコンサート♪～いっ
しょにうたおう！おどろう！」
280 名
出演：サックスデュオきよまり×アルコイリ
ス

６月 12 日
（日）
①正午～
②14：30～

「朗読と音楽で楽しむ♪ブレーメンのお
んがくたい」
500 名
出演：広島朗読音楽隊☆ポケット☆

実施内容・出演者

参加者数

５月５日
(祝・木)
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 28 日
(日)
①正午～
②14:30～

人形劇「仲よし」ほか
出演：人形劇団なかよし

210 名

12 月 18 日
（日）
①正午～
②14:30～

「ゆかいなクリスマス～いそいで！サン
タさん～」
出演：劇団ピンクフェアリー

500 名

１月 15 日
(日)
①正午～
②14:30～

「新春おたのしみ会」
出演：古典芸能 南京玉すだれ広島
保存会，安芸奇術同好会

119 名

３月５日
(日)
①正午～
②14:30～

「こんこん こんやのごちそうは？」
出演：劇団テアトル広島

364 名

計 1,693 名
23

(3) 科学技術映像祭入選作品上映会
日時

８月 13 日
(土)

③ 参加者の居住地
上映
回数

実施内容・出演者
・紅
・NHK スペシャル 新島誕生
西之島，大地創成の謎に迫る
・石になった木 珪化木の不
思議
・ガリレオ X オリガミと科学の
出会い
・日本のチカラ#10 世界遺産
の町から～幸せを運ぶ義肢
装具士
・コズミックフロント・プラネタリ
ウム版 ファーストスター誕生

参加者数

来場者の住所
回答なし
2%
市外
14%

１

118 名

市内
84%

④ 再来性

来場回数

(5) アンケート
参加者へパンフレット配布を実施しない２事業
（
「マジックショー」
，
「新春おたのしみ会」
）をのぞ
き，パンフレットにアンケート用紙を添付し回答を
得た。全参加者数のうち約３割にあたる 1,275 件の
回答を得ることができた。
（出演団体が独自のアン
ケートを取った「ゆかいなクリスマス～いそいで！サ
ンタさん～」は出演者が独自のアンケートを実施した
ため，上記の数値には含まれていない）
。
アンケートの集計結果は下記の通り。
① 事業の周知について

広報
回答なし
3%

回答なし
2%

来た事
あり
51%

⑤ 感想
回答なし
6%

かがくかんだより
7%

その他
22%

楽しかった
93%

科学館HP
21%

３ 所感
無料で入場できることもあり，小学校低学年まで
の児童・幼児とその保護者が気軽に音楽や劇などの
舞台芸術に触れることができる場として親しまれ
ている。次第に低年齢化が進んでいることもあり，
席にじっと座って観ることが難しかったり，乳児が
泣き出す場面もあるが，入場が無料であるゆえに，
保護者もそのような場合には外に連れ出しやすい
ようだ。こどもたちを気兼ねなく連れて来て，舞台
芸術に触れさせられる場としての役割が当ホール
事業には期待されているといえる。
ホール内の各施設の老朽化も進んでいるが，補修
を行いながら，今後も良質な事業を提供していける
ように心がけたい。

② 来場したこどもの年齢層について

来場したこどもの年齢
回答なし
7%

3歳以下
20%

10歳以上
6%

7～9歳
26%

感想

つまらな
かった
1%

アポロホール
のちらし
13%
市民と市政
5%

来館して
29%

はじめて
47%

4～6歳
41%
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主
協

催：広島市こども文化科学館
力：公益財団法人つくば科学万博記念財団，
中国電力株式会社，広島ガス株式会社，
川崎重工業株式会社
内容・目的：
「Ⅷ 研究・報告等」を参照

Ⅴ 企画展
平成 28 年度企画展
村上聡・矢野宏和・森川公泰・川橋奈緒・吉田文

(3) 月のふしぎ
期
間：平成 28 年７月 21 日(木)～９月４日(日)
来場者数：103,595 人
主
催：広島市こども文化科学館
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：
身近な天体である月を取り上げ、月周回衛星
「かぐや」がとらえた美しい映像を中心に、神
秘的な月の姿や調査によって明らかにされた
月の姿を紹介する等、市民の科学や天体に関す
る興味・関心を高める。
全国科学館連携協議会から借用したパネル
展であり，当館独自の展示として，月での体重
を疑似体験できる展示（体重計）を設置した。

「ピカっと発見！電気のつくり方」
１ 概要
当館の常設展示は，平成 10 年度に行った第３
展示ホールの改装以降，大幅な更新が行われてい
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，８企画展の実施となった。内容としては，
発電や月に関する事象などをとりあげた。また，
延来場者数は 372,596 人であった。
２ 実施内容
(1) 第 36 回 SSP 展「自然を楽しむ科学の眼 20152016」広島展
期
間：平成 28 年４月 1 日(金)～４月 10 日(日)
来場者数： 6,632 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昭和 54 年
（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。

「月のふしぎ」
(4) 君もあなたも科学研究をやってみよう！
期
間：平成 28 年７月 21 日(木)～９月４日(日)
来場者数：103,595 人
※「月のふしぎ」と同時開催
主
催：広島市こども文化科学館
内容・目的：
夏休みは多くのこどもたちが科学研究に取
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。そうしたこどもたちのニ
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一部の写しについ
て，該当者の許諾を得た上で展示した。併せて
科学研究に関連する図書も展示した。３階の比

(2) ピカッと発見！電気のつくり方
期
間：平成 28 年４月 29 日(祝・金)～６月６日(日)
来場者数：55,683 人
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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。

表示し，色鉛筆を用いた塗り絵感覚のコーナー
である。見るだけではなく体験もでき，こども
を中心に好評であった。

(5) 2016 ノーベル賞展
期
間：平成 28 年 11 月１日(火)～
平成 29 年１月９日(祝・月)
来場者数：36,233 人
主
催：広島市こども文化科学館
企画・製作：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。平成 28 年（2016 年）は，平成 27 年（2015
年）に引き続きノーベル医学・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。

(8) 第 37 回 SSP 展「自然を楽しむ科学の眼 20162017」広島展
期
間：平成 29 年３月 18 日(土)～３月 31 日(金)
来場者数：18,629 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 36 回 SSP 展と同じ。

(6) ネイチャー写真展
期
間：平成 28 年 12 月１日(金)～12 月 18 日(日)
来場者数： 9,609 人
主
催：広島市こども文化科学館
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 20 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，68 点の写真パネ
ルを展示した。例年，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カメラの展示
を同期間実施しているが，平成 28 年度は会期
が短いため見送った。

３ 所感
平成 28 年度の企画展は，毎年実施している展
示や借用展示において，当館の独自性を加えるこ
とに重きを置きながら実施した。特に“(2) ピカ
ッと発見！電気のつくり方”については，平成 28
年度のメイン企画展となるものであり，巡回展示
以外に，当館で独自に調査を行い，広島地区にお
ける発電やエネルギーに関する展示や，体験型の
展示を実施することができた。
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。

(7) ボタニカルアート展
期
間：平成 29 年２月 18 日(土)～３月 12 日(日)
来場者数：32,412 人
主
催：広島市こども文化科学館
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。平成 28 年度は，展示以外に“ボタニカルア
ートにチャレンジ”と称して，植物の絵を描く
体験コーナーを設置した。描き方等をパネルで
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青少年のための科学の祭典第 22 回広島大会
矢野宏和・中越有希・國宗治子
１ 概要
本事業は市内の小・中・高等学校，大学，企業な
どと連携してこどもたちに，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。
「人工イクラを作ろう」

出展タイトル
熱い世界と冷たい世界

色が変わる不思議なドレッシング

音楽と科学の楽しい関係

レジンクラフトでクリスタルを作ろう

ミクロの世界をのぞいてみよう

岩石なんでも鑑定相談室

「選択おもしろ実験」３枚羽根ブーメラン＆浮沈子

ルミノールの化学発光：これであなたも科学捜査班

簡単！光の分光器を作ろう！

人工イクラを作ろう

レーウェンフックの顕微鏡をつくろう

命をふきこめ！！

煮干しを解剖しよう

電気を“作る～使う”を体験しよう！

スーパーボールロケットつくり

電子顕微鏡でミクロの世界にふれよう！

清心生と遊ぼう！くるくる回る単極モーター

はずむボールの不思議

広島学院化学部とＡ！（あ）ケミストリー

木の葉の化石を掘り出そう

LEDと太陽光電池を使って光通信をしてみよう

トライサイエンス“ゆかいなクラクション”

文教科学部のお姉さんと目の実験を体験しよう

マイヘリコプターをつくろう！

広島国泰寺高校生とサイエンス！！

広島の木でオリジナル・マイ・箸（はし）を作ろう

基高生と「科学」を「芸術」してみよう

ドラミング・キツツキをつくろう

自分の指のレプリカを作ろう！

河童のパクパク（正８面体）を作ろう！

ピコピコカプセルで遊ぼう！

振動で回るプロペラを作ろう

ねじを作ろう！－おねじとめねじのドッキング－

安佐動物公園 あにまるさいえんす

ひろしまコンピュータサイエンス塾

不思議なタマゴ

あなたも「スーパー・マジシャン」 うるおってる？てるぼうず

１級をめざせ！！スーパー土だんご

星の引力を使って帰還せよ

スーパーボール作り

貝に目があるって、ほんとうカイ？

すり抜ける!?壁を作ろう

光る！？星座早見板を作ろう

エビの祭典！『エビすくい』

モールス通信に挑戦！

くっついたり、はなれたり、わかれたり…身近なものが示す性質

「欲張ると損しちゃうコップ」を作ろう
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２ 実施内容
(1) 期間および会場
平成 28 年 10 月 29 日(土)，30 日(日)
館内とハノーバー庭園

３ アンケート（回答数 581）
(1) 参加者所属
5.9%

幼稚園･保育園

18.4%

小学生1年生

(2) 参加者数
19,579 人
29 日(土) 8,699 人
30 日(日) 10,880 人

14.5%
14.5%
13.8%
13.3%

小学生2年生
小学生3年生
小学生4年生
小学生5年生

(3) 総出展数
46 種類のブース
29 日（土） 31 ブース(ｻｲｴﾝｽｼｮｰ１含む)
30 日（日） 36 ブース(ｻｲｴﾝｽｼｮｰ１含む)

4.5%

小学生6年生

1.9%
0.3%
0.3%
0.7%
0.3%
2.4%

中学生1年生
中学生2年生
中学生3年生
高校生
大学･大学院生

(4) 主催

教員

「青少年のための科学の祭典」第 22 回広島大会実行委員会

5.2%
4.1%

会社員

公益財団法人日本科学技術振興財団 科学技術館

その他

公益財団法人広島市文化財団 広島市こども文化科学館

0%

(5) 協賛企業

10%

20%

(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

中区

クルト販売株式会社，株式会社ケミカル山本，教育

東区

出版株式会社，北辰映電株式会社，クリエイティヴ

西区

14.9%
10.7%
15.5%
14.9%
17.4%

南区

アーツ ウエノブ，株式会社振興出版社啓林館，東京

安佐南区

書籍株式会社中国支社

安佐北区
安芸区
佐伯区

(6)参加方法

廿日市市

基本的には自由参加であるが，一部多数集中する

府中町

ブースについては整理券配布で対応した。

海田町
坂町
東広島市
呉市
その他

2.9%
4.5%
5.5%
1.9%
2.2%
0.7%
0.0%
3.6%
1.6%
3.6%

0%

5%

10%

15%

20%

(3) 今まで，何回くらい来ましたか

49.9%

初めて

46.1%

２～５回

3.6%

６～１０回

「広島国泰寺高校とサイエンス！
（ちりめんモンスターを探せ）
」

１１回以上

0.3%

0%
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20%

40%

60%

達成できたものと考えられる。
・昨年度に比べ,１日あたり約５ブースを減らしたた
め,手狭な場所の解消になった。ブース減による問
題はなく,今年度程度のブース数が適当であろう。
・今年も３割以上が新規題材であったことで,内容が
変わりリピーターにも好評であった。
・出展スタッフの半数近くを学生が占めており,その
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あったが,高学年の児童が
年々減ってきている。一方で大人のみの参加が増え
た。

「屋外ブースの様子」

・
「はじめて」及び「２回目」がほとんどで,９割以上
が祭典を目的に来館していた。そのほとんどが,学

(4) 何ブース参加しましたか

校に配布したチラシから情報を得ていた。

4.3%

０ブース

(2) 課題，平成 29 年度に向けて
・新規演示者や新規題材については,参加者からの要

58.7%

１～５ブース

望やその年の新たな特徴を出せることもあり今後

32.5%

６～１０ブース
１１～２０ブー
ス

も呼び掛けていきたい。
・年々改善してきているが,整理券配布や開催時間の

8.4%

順守,空調等の問題については引き続き改善に努め
ていきたい。

0.4%

２１ブース以上

0%

50%

・今年度も怪我なく開催することができており,来年

100%

度も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

とてもおもしろ
かった

90.7%

少しおもしろ
かった

7.1%

ふつう

1.6%

すこしおもしろ
くなかった

0.3%

つまらなかった

0.3%

0%

50%

100%

４ 所感
(1) 平成 28 年度の特徴と成果
・参加者は昨年度より減ったが,２日間で２万人近く
になった。安全面を考えると,この程度が適正だと
思われる。
・アンケートを見ても好意的な意見が多数で,青少年

「命をふきこめ！！ 不思議なタマゴ」

に科学への興味関心を高めるという本来の目的は
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Ⅵ 外部との連携

(2) ホール等を使用した事業

共催事業
村上聡・中越有希

11 月 27 日(日)に行われた

開催日

事業名

６月４日(土)
他９回

スーパーサイエンスミュージ
アム

広島ガス株式会社

308 人

６月４日(土)
５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

182 人

６月 10 日(金)
10 月７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

31 人

６月 19 日(日)

第 36 回広島県中学校放送コ
ンテスト，第 33 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

250 人

７月 10 日(日)

第 12 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

125 人

７月 16 日(土)
～
７月 18 日(祝・月)

おもしろワクワク化学の世界
‘16 広島化学展

日本化学会中四国支部

1803 人

８月 25 日(木)
26 日(金)

小学館の図鑑 60 周年記念 図
鑑ＮＥＯであそぼう

株式会社小学館

105 人

９月 24 日(土)

第 55 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８日(土)

広島市児童生徒発明くふう展
（表彰式）

広島市・一般社団法人
広島県発明協会

80 人

10 月 16 日(日)

第 33 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

10 月 20 日(木)

ボランティア研修会

広島市こども図書館

42 人

11 月 15 日(火)

平成 28 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

142 人

11 月 19 日(土)

広島県未来の科学の夢絵画展
（表彰式）

一般社団法人広島県発
明協会

11 月 19 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

150 人

第 37 回西区子ども文化祭

西区子ども会連合会

250 人

11 月 27 日(日)

すばる望遠鏡×広島大学 公
開レクチャー

広島大学宇宙科学セン
ター

179 人

12 月４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

89 人

１月 13 日(金)
24 日(火)

平成 28 年度学校図書館支援
講座 第２・３回

広島市こども図書館

95 人

１月 29 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

82 人

２月 18 日(土)

マレーシアのことばとあそび
にふれよう

広島市こども図書館

13 人

「すばる望遠鏡×広島大学 公開レクチャー」の様子

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 28 年度は展示関係７件，ホール等を使用
した事業 20 件を行った。

11 月 23 日(祝・水 )

２ 実施内容
(1) 展示関係
期 間

事 業 名【共催・協力団体】

開催日
観覧者数
数

９月 10 日(土)
～
９月 24 日(土)

第 55 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】

10 月８日(土)
～
10 月 16 日(日)

広島市児童生徒発明くふう展
【広島市 一般社団法人広島県発明協会】

11 月 17 日(木)
～
11 月 20 日(日)

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】

４日

2,908 人

11 月 23 日(祝・水)
～
12 月６日(火)

第 17 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】

11 日

4,652 人

12 月 10 日(土)
～
12 月 25 日(日)

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

6,721 人

１月 14 日(土)
～
１月 27 日(金)

第 18 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】

12 日

8,197 人

２月４日(土)
～
２月 11 日(土)

広島少年少女発明クラブ作品展
【一般社団法人広島県発明協会】

７日

5,409 人

11 日 11,641 人

７日

共催・協力団体

参加者数

150 人

75 人

7,162 人

３ 所感
平成 28 年度の特徴として挙げられることは，11
月 27 日に実施された広島大学の事業である。４月
にプラネタリウムがリニューアルオープンしたこ
とから，プラネタリウムリニューアル記念事業と位
置付けて実施した。また，日本化学会中四国支部の
事業も最先端の科学に触れることができたもので，
今後も研究機関と協力を深めながら事業を実施し
ていきたい。
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市民企画型事業

第2回 ９月10日（土）
「種も仕掛けもある不思議なカード」
第3回 科学の祭典参加 10月29日（土）
「河童のパクパク（正8面体）を
作ろう！」
第4回 11月12日（土）
「オリジナルミニ絵本を作ろう！」
(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２日（土）
「水が出るとき出ないとき」
第 2 回 ９月４日（日）
「たべものとイオン」
第 3 回 科学の祭典参加 10 月 30 日（日）
「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。
発表会 ２月 19 日（日）
「第九回ひろしま子ども落語会」
(4)スタートプログラム
本講座は IT 関連のベンチャー企業からの持
ち込み企画である。平成 32 年度より教育現場で
プログラミング授業が取り入れられることを受
け、体験的にプログラミングの学習の場を提供
するものである。
１月 22 日(日)
「ゲームプログラム教室」
３ 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。
今年度実施した「ゲームプログラム教室」のよう
に企業からの講座依頼も増えつつあることから、
新規講座の一時受け入れ対応としての講座開設も
検討していきたい。

森川公泰

「ゲームプログラム教室」
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。
(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
２階 会議室
２ 事業内容
(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ｎｅ
ｔ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。
第1回 ５月29日（土）
「折り紙キュービックを作ろう！」
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教員向け講座

(3) 広島修道大学実地研修
①日時 12 月 17 日（土）
②開催場所 実習室
③参加人数 18 名
④内容
教員を目指す教育学専攻の大学生を対象と
した研修で，当館の概要（学校連携事業，展
示利，教育普及活動などについて）を説明し
た後，展示やプラネタリウムの見学をした。

矢野宏和・森川公泰

３ 所感
講座を開催することで，研修などの支援を行った
り，科学館の役割を理解してもらうことができる。
これが利用者促進を図ることにもつながるので，来
年度以降もそれぞれの団体の希望を聞きながらよ
り良い充実した内容の研修を開催していきたい。
１ 概要
教員もしくは教員を目指す大学生及び大学院
生に対して、当館の役割を理解したり，教員や教
員を目指す方の資質向上を目的に開催された講
座である。関係団体からの依頼にあわせて、内容
を決め実施している。
平成 28 度は５回（３団体）実施し，延べ 154 名
の参加があった。

２ 実施内容
(1) 広島市立小学校理科担当教諭による科学館の
視察
①日時 ６月 11 日（土）
②開催場所 会議室
③参加人数 15 名
④内容
当館の概要（プラネタリウム利用，学校連
携事業，展示利用，物品の貸し出しなどにつ
いて）を説明した後，プラネタリウムを観覧
した。講義だけでなく，展示利用をテーマに
意見交流を行って論議を深めた。
(2) 広島市児童館・放課後クラブ指導員の研修
①日時 11 月９日（水）
，16 日（水）
，25 日（金）
②開催場所 創作教室
③参加人数 121 名
④内容
「表現活動－科学遊び－」がテーマの研修会
で，明日から使える様々な教材を紹介した。
具体的には，
「１円玉はなぜ水に浮くのか」
「浮沈子」
「樟脳舟」
「回折格子シートを使った
分光」を紹介した。
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取り組んでの所感を実習日誌にまとめてもらい、最
終日には、
「博物館実習を通じて」というテーマでレ
ポートを提出してもらった。

Ⅶ 人材の育成
学芸員実習
中越有希・川橋奈織

表１ 実習内容
日時

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 16 名，館務実習１名の実
習を受け入れた。

8/4

２ 実施内容
(1) 見学実習
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として行われる施設見学
を受け入れた。
① 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
人数：16 名
日時：1 月 14 日（土）10：30～12：00
② 実習内容
最初に当館の概要（沿革や運営方針などの概説，
今年度の事業概要）を講義し、その後プラネタリ
ウム番組と展示の見学を行った。
(2) 館務実習
専攻が理工系学部もしくは理科教員養成学部の
学生を対象に希望者を募集し、今年度は広島大学理
学部生物科学科４年生 1 名が夏季長期休暇の期間を
利用して実習に携わった。
実習期間は８月４日（木）～８月 11 日（木）の７
日間（ ※８月８日は休み）とした。実習内容は表１
の通りである。
実習内容は，プラネタリウムや創作・科学教室の
教室事業，ホール事業等の運営補助が主なものであ
った。この他、常設展示物の点検や広報物配布準備
など管理一般のものも含め実務中心に行った。期間
中に関わることが難しい業務や、補助業務につくま
でに説明が必要なものについては、事前に担当者か
ら説明を行った。また、郷土資料館及び江波山気象
館の見学実習も実施し、同じ理工系博物館でも企画
展に取り組み方の違い，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。
このほか、期間中には館内の展示物の点検（動作
確認等）に取り組んでもらった。毎日の実習内容と

金

8/6

土

8/7

日

8/8

月

8/9

火

8/11

AM
PM

座学「プラネタリウムおよび券売と入場
整理について」

AM

創作教室「粘土で作る工作」補助

木

8/5

8/10

実施内容
オリエンテーション／座学「館の概要及
び業務について」

AM

科学教室「君も技術者①ペットボトルラ
ジオ」補助
広報業務補助

PM

プラネタリウム入場整理補助

AM

こども音楽会準備補助

PM

ホールこども音楽会「ゾリステン・ドライ
エックのわくわく！サマーコンサート」
補助／科学教室「結晶を作ろう」補助

PM

休館日

AM

座学「展示メンテナンスについて」

PM

創作教室「藍染の T シャツ」補助

AM

他館見学（江波山気象館・郷土資料
館）

PM

座学「企画展・サイエンスショーについ
て」

AM

ワークショップたのしい工作室「くびふ
りきょうりゅう」補助準備

PM

ワークショップたのしい工作室「くびふ
りきょうりゅう」補助

水

木

３ 所感
夏休み時期は職員が来館者に対応する場面が多
くなるため、実習内容は事業の補助が主体となって
しまう。今年度の館務実習の参加者は日ごろから大
学博物館でボランティアとして関わっている学生
であり、実習に取り組みながらも、大学博物館で実
施するこどもを対象とした事業プランを考えるな
ど意欲的に実習に取り組んでいた。
来年度は、実習終了後に参加者の専門分野もふま
えて、当館で実施できる事業を提案してもらうよう
考えたい。
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Ⅷ 研究・報告等

報告

企画展「ピカッと発見！電気のつくり方」
広島市こども文化科学館
学芸員 髙土尚子・主任指導主事 矢野宏和・学芸員 村上聡
概要
平成 28 年４月 29 日（祝・金）～６月５日（日）に企画展「ピカッと発見！電気のつくり方」を開催した。本
展示は私たちに身近な電気の多様な発電方法を体験することを通して，来館者の科学への興味関心を高めること
を目的としている。期間中の観覧者は 55,683 名となり，展示内容は発電について実際に展示に触れ，体験する
ものを主とし，その他にもワークシートや関連事業として教室を実施した。また，本展示にあたって広島市内に
ある３か所の発電に関係のある施設を調査し，その内容をパネルで紹介することで，市民に発電について身近に
感じてもらう機会とした。
１ 目的
企画展は入館者への興味関心を喚起し，科学的
な思考力の育成と積極的に科学技術に関わる姿
勢を涵養することを目的としている。例年は夏季
休業中に企画展を実施しているが，平成 28 年度
は５月の大型連休を含む約１カ月間開催した。
本展示では，私たちの生活になくてはならない
電気に焦点を当てた。電気を作るための発電手法
には様々な種類があることを紹介するため，公益
財団法人つくば科学万博記念財団より借用した
展示物や中国電力株式会社などから借用した資
料を展示するとともに，当館で展示物を制作した。

⑴ 展示内容
主に３つのテーマに沿って展示を行った。
<展示物一覧＞
【1階】
ワンダーキッチン

つくば科学万博記念財団

【３階】
電気をつくるしくみ
1-1 磁石で発電

つくば科学万博記念財団

1-2 自然エネルギーで発電

つくば科学万博記念財団

1-3 家庭に届くまでの流れ

つくば科学万博記念財団

1-4 日本の発電の割合

つくば科学万博記念財団

1-5 エネルギーのベストミックスとは？

つくば科学万博記念財団

発電にチャレンジ！

２ 実施内容
⑴ 期間
平成 28 年４月 29 日（祝・金）～６月５日（日）
（休館日を除く）
⑵ 会場
広島市こども文化科学館
３階展示ホール，および
１階第２展示ホール
⑶ 主催
広島市こども文化科学館
⑷ 協力

2-1 鍋スピーカー

当館製作

2-2 発電比較実験～手回しで体験～

当館製作

2-3 コイルで発電

当館製作

2-4 手回しで虹色をみよう

当館製作

2-5 発光ダイオードで発電

当館製作

2-6 人間電池
2-7 自転車競走
電気をつくるところ
3-1 地球の夜景写真
3-2 発電所の仕組み
3-3 中国地方・広島県の発電所地図
3-4 広島近郊の発電所の紹介
3-5 送電線のしくみ
3-6 送電線
3-7 新しいエネルギー

公益財団法人つくば科学万博
記念財団，中国電力株式会社，中国地域エネルギ
ーフォーラム，広島ガス株式会社，川崎重工業株
式会社（順不同）

3-8 エネファームについて
3-9 燃料電池とは
3-10 DVD

⑸ 期間中の観覧者数
55,683 人（29 日間開催）

３ 実施結果
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当館製作
創作機械工房Piccolo S.P.A.

③電気をつくるところ
発電所の仕組みや広島県
内の発電所，新しいエネル
ギーについて，パネル８枚
で紹介し，合わせて送電線
の一部を中国電力株式会社
より借用し展示した。

＜展示場＞

▼

１階第２展示ホール

▼３階展示ホール

▲パネル紹介

４ 関連事業
以下，本企画展の関連事業を実施した。なお，⑴，
⑵に関しては「Ⅰ教室事業 科学教室」を参照のこと。
⑴ 科学教室「マイ発電所をつくろう」
日 時：平成 28 年５月 15 日（日）
14：00～15：30
場 所：実習室
講 師：下土居 秀樹（川崎重工業）
参加者：16 名

以下に各展示コーナーについて紹介する。
①電気をつくるしくみ
公益財団法人つくば科学万博記念財団より借用
した体験展示３点とパネル３枚を展示し，電気の作
り方の基礎を紹介した。

⑵ 科学教室「色々な発電を体験しよう」
日 時：平成 28 年５月 28 日（土）
14：00～15：30
場 所：実習室
講 師： 大林 洋二（中国電力）
参加者：14 名
▲体験展示のようす

⑶ワークシート
参加者に本企画展の内容への理解を深めるため
に，
「おさらいクイズ」としてワークシートを配布し
た。参加者は
展示を見な
がら問題に
解答し，全問
正解者には
スタンプを
押印した。

②発電にチャレンジ！
「鍋スピーカー」
，
「手回し発電機」
，
「LED で発電」
など当館自作物６点と，自転車で発電した電気で車
を動かし，車を競争させる展示を行い，様々な発電
の方法や発電にはエネルギーが必要なことを，体験
を通して紹介した。

▲自転車競走のようす
▲LED で発電のようす
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⑷DVD 上映
発電について，視覚的な理解を深めるため２本の
動画を上映した。
・
「エネルギータウン～みんなの地球を考える」
企画制作：東北電力，ソノベ，コムメディア
制作年：2010 年
・
「エネルギーの光と影」
企画制作：中国電力株式会社
制作年：2012 年
５ 調査
本企画展の開催にあたり，広島県の発電所を紹介
し，市民に「電気」について身近に感じてもらうた
め，広島市中工場（広島市環境局）
，間野平発電所（中
国電力株式会社），アカデミックリサーチパーク太
陽光発電所（株式会社大林クリーンエナジー）の３
か所を調査し，その内容をパネルで紹介した。

回転し発電が可能となる。１号機は最大 15,000 キ
ロワットで一般家庭約 5,000 世帯分，２号機は最大
9,500 キロワットで約 3,200 世帯分の電気を発電し
ている。なお，この発電所で利用した水は放水路と
直結したトンネルで太田川発電所まで送り，再度発
電できるようになっている。
⑶アカデミックリサーチパーク太陽光発電所
（広島市安佐南区大塚東）
新たなエネルギーとして，光エネルギーを電気に
変える太陽光発電が最近注目を浴びているが，それ
を行っているのがアカデミックリサーチパーク太
陽光発電所である。この発電所は，株式会社大林ク
リーンエナジーが平成 25(2013)年に建設した太陽
光発電所である。第 1 から第３まで３か所の発電所
があり，最高条件で発電された場合，最大約 920 世
帯分の電気が作られており，ここで発電した電力は
近接する高圧線から中国電力へ売電されている。

⑴広島市中工場（広島市中区吉島）
この施設は広島市から出るごみ焼却場であるが，
焼却時に発生する燃焼ガスを用いた発電も行って
いる。そのガスを利用しボイラーで蒸気を発生させ，
蒸気タービン発電機で発電を行っている。最大出力
は 15,200 キロワット，一般家庭約 37,000 世帯が使
用できる電気量を発電している。ここで発電された
電気は主に工場内で使用されているが，余った電気
は電力会社へ売却している。

▲広島市中工場

６ まとめ
例年，当館のメインの企画展は夏季休業日に合わ
せて実施することが多いが，今回は春季に開催する
こととなった。時期は異なるが，興味関心を持って
展示に触れる人が多く，特にワークシートを導入し
たことにより丹念に展示に向きあう姿が多数見ら
れた。
本企画展では，つくば科学万博記念財団の巡回展
示物「エネルギー商店街」
，および「科学市場」から
計４点借用した。ただしこの借用物のみの展示では
企画展の趣旨や意図が伝わりにくいと感じたため，
加えて，発電の仕組みなどをわかりやすく理解する
展示物を借用および自主制作したり，日本のエネル
ギー事情や広島市内の発電関連施設を調査した内
容をパネルで紹介した。そしてこれらを「電気をつ
くるしくみ」
，
「発電にチャレンジ！」
，
「電気をつく
るところ」という３つのテーマに分け，展示を行っ
た。これはこどもが体感して発電に触れることがで
きるのはもちろんのこと，パネル展示があることで
保護者も熱心にパネルを読んでいる様子も見受け
られた。当館はこどもが主な対象となる展示が多く，
大人が一緒に参加できる展示はそれほど多くない。

▲発電機(左)と
蒸気タービン(右)

⑵間野平発電所（広島市安佐北区安佐町）
この施設は，中国電力株式会社が大正 14(1925)年
に設置した太田川水系の水力発電所である。開設当
時３台の発電機で運用していたが，現在は昭和
34(1959)年と昭和 61(1986)年に設置された２台の
発電機が稼働している。この発電所は上流の宇賀ダ
ムと津伏ダムで溜めた水を
取水口から取り入れ，鉄管
を通すことで水車が高速に

▲間野平発電所

▲発電機
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本展示は展示物やパネルを通してこどもだけで
なく大人にも発電方法や日本のエネルギー事情に
ついて知ってもらうことができる内容であったよ
うに感じられる。当館の展示はこどもが科学に気軽
に触れ親しむことを重点に展示物が構成されてい
るが，こどもだけでなく，大人にもそのような機会
を得られる場を設けることも必要と考える。
なお，本展示を運営にあたり，展示物の一つであ
る「発電にチャレンジ！」の「自転車競走」では安
全確保のためスタッフを２名，土・日・祝日に配置
し，彼等には展示の監視も併せて行ってもらった。
今後も身近に感じられる科学や様々な科学技術
に興味関心を持ってもらうような事業を行ってい
きたい。
７ 参考文献
[1] 広島市環境局中工場，
『広島市中工場』
[2] 中国電力株式会社，
『電力設備の概要 20142015』
，2014 年
[3] 一般財団法人 日本原子力文化財団，
『原子力
総合パンフレット 2015』
，2015 年
８ 謝辞
本事業開催にあたり，中国電力株式会社の大林
洋二氏には発電に関する知見および送電線の実
物をお貸しいただきました。また，調査にあたっ
ては同会社および株式会社大林クリーンエナジ
ーの方にお話を伺うことができました。また，広
島ガス株式会社，三菱重工株式会社にも資料を紹
介していただくとともに関連事業を実施してい
ただきました。
この場を借りて厚く御礼申し上げます。

37

プラネタリウムリニューアル第 2 弾報告

プラネタリウムグランドオープン
広島市こども文化科学館
主任 小林奈緒美・学芸員 村上聡・学芸員 松本佳也・学芸員 髙土尚子・学芸員 吉田文
概要
広島市こども文化科学館プラネタリウムは 2016 年 4 月 15 日に 36 年目にして初めての投
影機器のリニューアルを行った。当初，機器と座席を同時期に改修する予定であったが，
入札が不調となるなど経過が順当にいかず，2016 年に予定されていた座席のリニューアル
が 2017 年にずれこんでしまった。最終的に 2017 年 1 月 4 日にグランドオープンし，新た
なプラネタリウムの空間へと生まれ変わることとなった。
１ 課題
(1) 座席更新前の状況
2016 年４月 15 日（金）に第 1 弾のリニューアル
を実施した〔１〕
。投影機は新しくなったが，座席
は古いままで，映像等が心地よく楽しめない状態
とはなっていたので，早急な座席更新が必要であ
った。

２ 座席リニューアルにあたっての基本方針
(1) 座席にリクライニング機能をつける。
(2) 避難経路の確保のため，跳ね上げ式の座面にす
る。
(3) 快適な空間を目指し，座席の幅を広くし，座席
と座席の通路幅を広くする。
(4) 投影機，カーペット，座席，操作卓などのカラ
ーコーディネートを行う。
(5) ひじ掛けを跳ね上げるできることのできるペ
アシートを設置する。
３ 主な日程
〇プラネタリウム閉場期間
2016 年 10 月 22 日～2017 年１月３日
〇関係者内覧会
2016 年 12 月 28 日
〇グランドオープン
2017 年１月４日

(2) 契約内容等
〇業務名
こども文化科学館プラネタリウム館椅子改修
その他工事
〇内容
・プラネタリウム館椅子改修（253 席）
・プラネタリウム館床カーペット張替え
〇契約期間
2016 年５月 23 日～2017 年１月 13 日
〇契約額 54,457,920 円（税込）
〇契約方法 入札後資格確認型一般競争入札
＊設計業務は，他業務と共に 2015 年度に完了
している。
〇落札事業者
広島内装株式会社

４ 内容
(1) 座席機種 KOTOBUKI TS-特注品
リクライニング機能付き
(2) カーペット サンゲツ KW-18
(3) 椅子の背に汚れ防止のキャップをかぶせる。
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(4) 工事風景

５ オープニング
(1) 機器更新内覧会
＜2016 年４月 14 日（木） 14 時～15 時＞
式次第
・館長挨拶
・リニューアル機器紹介
・オープニング番組
「ぴょん太 VS 怪盗ハテナマン」試写

招待者
・広島市文化財団評議員、理事、監事（35 名）
・広島市関係（市民局長 他３名）
・教育委員会関係（教育長 他 10 名）
・小中学校校長会（代表者２名）
・小中学校研究会理科部会（代表者２名）
・マスコミ各社（27 社）

＜椅子撤去＞

(2) グランドオープン
＜2016 年 12 月 28 日（木） 16 時～16 時 40 分＞
式次第
・理事長挨拶
・投影機と座席のリニューアルのポイント
デモンストレーション投影＋解説
〔招待者〕
・広島市文化財団評議員、理事、監事（33 名）
・広島市関係（市民局長 他 16 名）
・教育委員会関係（教育長 他 15 名）
・広島市議会議員（54 名）
・幼小中高等学校校長会（代表者４名）
・小中学校研究会理科部会（代表者２名）
・有識者・企業関係者（11 名）
・マスコミ各社（27 社）

＜カーペット剥ぎ取り＞

６ おわりに
プラネタリウムリニューアル事業は，椅子の改修を
もって当面予定されているものは終了となる。開館以
来 36 年経って，初めての更新であり，プラネタリウム
の利用者も投影機のみならず，椅子もリクライニング
機能付きの座り心地のいいものになったことで，アン
ケートも好意的な意見が増加している。
今後はプラネタリウムスクリーンの老朽化・汚損の
問題もあり，また新たな取り組みをしていく必要があ
る。
最後に，プラネタリウムリニューアルに関し，いろ
いろご尽力をいただきました、関係者の皆様に感謝し，
よりよい運営を目指していきたいと考えております。
今後も，ご指導をよろしくお願いします。

＜椅子設置途中＞

７ 参考文献

〔1〕松本佳也 他 “プラネタリウムリニュー
アル” すばる、24，52，2016
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Ⅷ 研究・報告等

報告

プラネタリウムリニューアル記念事業
広島市こども文化科学館
学芸員 村上聡
概要
平成 27 年度と平成 28 年度に行われたプラネタリウムのリニューアルにあわせて，４回の
記念事業を実施した。３回の講演会（９月・11 月・12 月）と１回のコスミックコンサート
（２月）である。参加者数は，９月講演会：265 名，11 月講演会：179 名，12 月講演会：
169 名，及びコスミックコンサート：178 名となった。
１ 記念事業について
広島市こども文化科学館のプラネタリウムリ
ニューアルでは，平成 27 年度にプラネタリウム
機器[1]，平成 28 年度にイスのリニューアルを
行った[2]。これらリニューアルを記念して，他機
関の協力を得ながら，以下に述べる４つの事業を
実施した。また，イスのリニューアルが平成 28 年
11 月・12 月に実施され，すべてのリニューアルが
終了したことから，コスミックコンサートについ
てはグランドオープン記念事業として実施した。
講演を行う岡部氏
２ 実施内容
(1) KAGAYA トークショー＆番組上映
①日時：平成 28 年９月 10 日(土)17:30～(約 90 分)
②場所：プラネタリウムホール
③参加者数：265 名
④内容
「Ⅱ プラネタリウム・天文普及事業」を参照

共に，美しい映像を利用しながら，ダークエ
ネルギーなど，天文学の最先端の話題について
「すばる望遠鏡」で得られた研究成果をわかり
やすく解説するものであった。また，本講演会
に合わせて，
「すばる望遠鏡」の模型を展示した
り，
「すばる望遠鏡」による天体画像やＰＶの関
連展示を１階展示場で行った。模型は，
「すばる
望遠鏡」のドームや鏡筒を動かすことができる
もので，熱心に見る人が見受けられた。

(2) すばる望遠鏡×広島大学 公開レクチャー
①日時：平成 28 年 11 月 27 日(日) 13:30～16:00
②場所：アポロホール
③参加者数：179 名
④内容
プラネタリウムがリニューアルされたこと
を記念し，市民の宇宙に関する興味・関心を高
めるために，広島大学宇宙科学センター主催に
よる講演会を実施した。内容は，広島大学も参
加している「すばる望遠鏡」に関する最先端の
研究紹介で，以下のとおり２部構成とした。
・星はすばる，銀河はすばる
国立天文台光赤外研究部 准教授
兒玉 忠恭氏
・
“ダーク”な宇宙にＧＯ
広島大学学術院／広島大学大学院理学研究科 助教
岡部 信広氏

すばる望遠鏡関連展示コーナー
なお，本講演会は，当館が共催として実施し
た。また，共催として当館以外に，以下の三者
が加わっている。
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・国立天文台
・広島大学
・文部科学省 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業
未来を拓く 地方協奏プラットフォーム
(3) ＮＨＫ公開セミナー
「コズミックフロント☆ネクスト」
①日時：平成 28 年 12 月３日(土) 14:00～15:30
②場所：アポロホール
③参加者数：169 名
④内容
プラネタリウムがリニューアルされたこと
を記念し，市民の宇宙に関する興味・関心を高
めるために，JAXA 宇宙科学研究所教授 川口淳
一郎氏による講演会を行った。
川口氏は，小惑星探査機「はやぶさ」による
世界初の小惑星サンプルリターンの成功に導
いたチーフマネージャーである。今回，
「はやぶ
さ」から得られたものや，これからの宇宙科学
に関することについて語っていただいた。全国
的に知られている川口氏の講演会ということ
もあり，参加者は熱心に耳を傾けていた。
なお，本講演会は，日本放送協会広島放送局，
及び NHK 文化センター広島総支社とともに実施
した。
(4) プラネタリウムグランドオープン記念
「コスミックコンサート～星夜の旅はじめ～」
① 日時：平成 29 年２月 11 日(祝・土) 18:30～(約 60 分)
②場所：プラネタリウムホール
③参加者数：178 名
④内容
「Ⅱ プラネタリウム・天文普及事業」を参照
３ まとめ etc.
プラネタリウムのリニューアルにあわせて，４
つの事業を実施したが，アポロホールで行った講
演会については，連携を行っている機関の協力を
得て実施することができたものであり，日頃の当
館の活動が実を結んだといってもよいであろう。
今後も，展示などのリニューアルが想定される
が，このような連携を通してイベントを実施でき
るようにしたいと思う。
４ 参考文献
[1] 松本佳也 他，研究紀要「すばる」, Vol.24,
p52, H28(2016)
[2] 小林奈緒美 他，
研究紀要
「すばる」, Vol.25,
p38, H29(2017)
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報告

「くるくるステージ」のリニューアル
広島市こども文化科学館
主任指導主事 矢野宏和・指導主事 森川公泰・学芸員 村上聡
概要
当館の第２展示ホールにある「くるくるステージ」を，２台のプロジェクターを利用し
て映像を映し出し，その映像が来館者のうごきにあわせて変化する展示物に更新した。
１ 経緯
「くるくるステージ」は，平成２年第２展示ホー
ル全面更新時に，設置されたコリオリの力を体感
できる展示物であった。この展示はあまり活用さ
れてなく，老朽化したこともあり，不人気な展示
物となっていた。そのため，プロジェクション・
マッピングを応用した参加体験型展示にリ
ニューアルすることにした。

(4) 迷路で遊ぼう
様々な迷路が
登場し，その中
を自由に探索で
きる。なお，この
テーマの時は人
の動きによる映
像の変化はない。

２ 展示物内容
「波紋を広げよう」
「花を咲かせよう」
「何がい
るかな」
「迷路で遊ぼう」という４つのテーマの映
像が３分ごとに順番にあらわれ，それぞれの映像
が人の動きにあわせて変化する体験型展示。それ
ぞれのテーマにあらわれる映像には多くの種類
があり，リピーターでも飽きさせないような工夫
がされている。

３ ハードウェア システム
(1) 投影部
天井部に２台のプロジェクターを設置し，その
２台で映し出された映像を合成し床面スクリー
ンに投影する。
①プロジェクター機器
リコー製 PJ WX4241N ２台
②取付機器
シアターハウス製 スパイダー２
③床面スクリーン（カーペット）
サンゲツ製 サンライム
(2) センサー部
１台のセンサーが来館者の動きをとらえる。
センサー機器
マイクロソフト製 KinectV2 for windows１台
最大６人まで認識できる。

(1) 波紋を広げよう
人の動きにあわ
せて，池の中に
様々な波紋がで
き，動いていく。
(2) 花を咲かせよう
たくさんの葉っ
ぱの中に人の動き
にあわせて様々な
花が咲く。

制御部

(3)何がいるかな
雲の中にキャラ
クターが隠れてい
る。人の動きで雲
が晴れ，そのキャ
ラクターが現れて
くる。
42

ｾﾝｻｰ部

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

ハードウエア システム図

約 1.7m

投影部
制御部

約 2.6ｍ

センター部

投影サイズ 約５ｍ×５ｍ

(3) 制御部
パソコンを使い，センサーで捕らえた人の動き
にあわせた映像を作成，出力する。
(株)マウスコンピューター製 MousePro-T396GP5-EXP
CPU インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー
OS Windows 10 Pro 64 ビット
メモリ 32GB
SSD 480GB
グラフィックボード NVIDIA GeForce GTX
1070

で，そのままモニターとして活用した。問題は
なく，普通の床に比べて柔らかいため，人が転
倒したときなどの怪我防止にもつながると思
われる。
(3)センサーとパソコンの距離は 10m ぐらい離れる
予定であったが，センサーとパソコンを接続す
る USB ケーブルが長いと不安定なことが多かっ
たため５m 以内に設置した。そのためパソコン
の設置位置を変更することになった。
(4)これからも利用者の反応や感想を聞きながら，
より充実した展示物にするためにシステムの
更新をしていきたい。

４ ソフトウェア
この映像システムは，ユニティー・テクノロ
ジーズ社が開発した３D ソフト「Unity」を使用し
制御している。センサー「KinectV2」で人を検出
し位置を取得し，その位置情報とコンピューター
画像を組み合わせて作成したものを２台のプロ
ジェクター用に分割し重なり部分を処理して，床
に映像を投影している。また，プロジェクターや
パソコンの電源の ON・OFF もパソコンで制御し，
自動化されている。
５ 考察
(1)１台のプロジェクターで広範囲に投影した
かったが，プロジェクターが高額になるため，
２台のプロジェクターを組み合わせて使用す
ることにした。また，リコー製の取付器具では，
プロジェクターを真下に向けることができな
いためシアターハウス製のものを使用した。
(2)床のカーペットは白が基調とされたものなの
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報告

の発生状況と種類について実態調査を実施した。

害虫等の侵入対策と防除の取り組み
【設置場所】
科学館・図書館とも各 10 か所，計 20 か所。
設置場所は図１参照。

広島市こども文化科学館
学芸員 川橋奈織

【調査期間】
第１回 ６月２日(木)～22 日(水)（22 日間）
第２回 ８月２日(火)～23 日(火)（22 日間）
第３回 ９月２日(金)～24 日(土)（23 日間）
（※図書館は９月２日(金)～22 日(木)（21 日間））
第４回 11 月２日(水)～23 日(水・祝)
（23 日間）

１ 現状と目的
広島市こども文化科学館はプラネタリウムと体
験的な展示を中心とした理工系博物館で，図書館
を併設する複合施設である。広島市中央公園内に
位置し，近くに河川が流れるなど，市内中心部の
立地ながら樹木が多く様々な昆虫の生息に適した
自然環境であるとともに，商業施設も近いという
外的環境となっている。
また，当館の特性として，教育普及を中心とし
た博物館であり，来館者も保護者の同伴を伴う小
学校中学年程度までの子どもが主な対象であるこ
と，図書館を併設する複合施設でもあり有害生物
の発生が相互に影響を及ぼすことも想定されるな
どが挙げられ，害虫の侵入対策や防除に関する取
り組みについては，建築物管理の側面だけなく，
図書館の収蔵資料の保存環境も加味しての対策と
実施が望ましい。
こうした状況から，当館では 27 年度より「文
化財 IPM（総合的有害生物管理）※１」の考え方
に基づき，館内トラップ調査，防虫ブラシや蓋
付きゴミ箱の設置など，外部から建物への害虫
の侵入対策と取り組みを開始した。28 年度も引
き続き館内の展示および閲覧環境との保全を目
的として，害虫の侵入程度と館内での発生状況
の把握のためのトラップ調査を行うとともに，
調査結果に基づき防除対策を検討・実施した。

【捕獲状況】
平成 28 年度の調査結果においては，ゴキブリ
やアリを中心に，ムカデ・ヤスデ・ゲジ，クモ，
カ・ハエ・チョウバエなどの小型飛翔系昆虫が通
年で確認された。このほか，天候や湿度の変化に
応じて，爬虫類（主にヤモリ等）やカニも捕獲さ
れるなど種類も多岐にわたり，これらの結果を基
に対処を検討・実施した。各回の捕獲状況は表１
のとおり。
イ 館外周および出入口扉付近の目視確認
主に館南側を中心に館外周および前述⑴の調
査実施対象とした１・２階出入口扉周辺での害
虫の発生状況や誘引要素の有無などについて目
視確認し，必要に応じ駆除等の対処を行った。
(2) 対処
平成 27 年度に引き続き，
侵入経路の遮断として，
防虫ブラシの設置と忌避剤の噴霧や蓋付きゴミ箱
の使用などを実施した。また，28 年度はこれに加
えて以下の取り組みを進め，館内環境の維持に努
めた。

２ 実施内容
(1) 現状把握
ア トラップ調査

ア 粘着剤・忌避剤を用いた駆除
ゴキブリの捕獲数が特に多くみられた科学館
１階を中心に，トラップ調査期間外にも粘着剤
を設置し定期的に駆除を行うとともに，区画を
分けて発生範囲の絞り込みを行った。
（下図参照）
また，調査対象外とした科学館３階でも確認さ
れたことを受け，粘着剤を別途設置し，駆除と
発生源範囲の絞り込みを行った。

平成 27 年度の調査結果や，平成 28 年度の調査
前に目視等で確認された館内へ侵入状況も勘案
の上，昆虫等の活動が活発化する時季を中心に，
当館および図書館と共通階となる建物１・２階の
各館出入口扉周辺に粘着トラップを設置し，害虫
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３ 今後の展望と対応について
平成28年度の調査結果等から，現段階で展示や書
籍等に与えるダメージは比較的少ないと推定される
が，施設管理面と来館者や職員の館内環境の保全の
両面を目的として，今後も害虫の侵入対策や駆除対
応は継続的な取り組みが必要である。
特にトラップ調査において害虫の捕獲数の多かっ
た場所については，外部からの侵入の可能性も高い
ことから，天候や館を取り巻く自然環境等外的環境
に加え，発生場所付近での害虫を誘引する要素の絞
り込みと対策の検討が必要である。また，館内部で
の発生に対しては，区画を分け発生場所の特定や状
況変化の確認，駆除対策を検討するなど，外部から
の侵入と内部での発生の両面から，過去２年間の調
査状況を踏まえ，より具体的な対策が求められる。
これらの対策を検討，実施するにあたり，担当者
だけでは目が行き届かず対応等にも限界があるため，
日常における環境管理や定点調査など，可能な限り
調査の期間や方法・結果と対処について，館職員お
よび関連業者に周知するよう情報発信のあり方を工
夫・改善する。
さらに実施目的と方針の意識や情報の共有方法
のあり方についても在籍職員（隣接する施設の職
員も含む），外部委託業者等，当館業務に関わる
様々な人との連携・協力体制の充実を図り，館全
体として防虫と環境整備に関する関心を高めるきっ
かけとなるよう意識啓発に努めていきたい。

さらに，年間のトラップ調査と目視・駆除状
況の結果から，トイレ床の排水溝が害虫の侵入
経路となっている可能性が高いと考えられたた
め，防虫金網の取り付けを専門業者に委託・実
施した。

イ 薬剤散布による外部からの侵入回避
科学館・図書館でかねてより侵入が頻繁に目
撃されていたアリのほか，ムカデなどもトラッ
プで捕獲されたため，館内環境保全と来館者の
安全確保の両面を考慮し，館外からの侵入回避
策として，害虫駆除業者に館外周への薬剤の散
布を委託・実施した。
なお，調査結果では科学館・図書館とも８月
にアリの捕獲数が一時急増した。これは，薬剤
散布実施日と第２回トラップ調査（８月実施）
開始日が直近で連続し，薬剤散布で効果のあっ
た昆虫の死骸が誘引したことによるもので，直
ちに除去して対処した。第３回トラップ調査（９
月実施）以後アリの捕獲数は減少し，館内への
侵入も終息したことから，薬剤散布の一定の効
果はあったものと推測するが，アリの営巣は複
数種確認されており，薬剤散布範囲外からの侵
入の可能性も考えられるため，誘引要素の除去
の徹底に加え，忌避剤設置等の対処も並行して
行うことが望ましい。また，今後同様の薬剤散
布を行う際は，トラップ調査への影響も考慮し
た上で日時設定するよう注意が必要である。

※1 IPM(Integrated Pest Management)とは、薬剤だけに
頼らず生物被害を防ごうという考え方で農業分野を
はじめとして行われている手法で、博物館、美術館、
図書館、資料館、文書館等においてもこの方法によっ
て虫菌害を防除することが広がりつつあります。
【(公財)文化財虫菌害研究所HPより】

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
・
（公財）文化財虫菌害研究所「平成 28 年度 第 38
回文化財の虫菌害・保存対策研修会テキスト」2016
・
（公財）文化財虫菌害研究所「平成 28 年度 第６
回文化財 IPM コーディネーター資格取得講習会テ
キスト」2016
・川越和四「建物における有害生物管理について」
『文化財の虫菌害 61 号』 2011

ウ 職員への注意喚起と情報提供・連携体制
昨年度に引き続き，職員に対して害虫の発生
状況を周知するため，トラップ調査と結果報告
を配布するなどして情報発信および現況の認知
を行った。また，あわせて科学館だけでなく併
設の図書館施設管理担当者へ情報周知を図ると
ともに，状況の聞き取りをするよう努めた。
また，館内での害虫の侵入や発生については，
清掃をはじめ，館の維持管理に従事する委託業
者が発見する機会も多いことから，発見時に担
当者へ連絡してもらうとともに，定期的な状況
の聞き取りや忌避剤の設置や噴霧等の対処の協
力を仰いだ。
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図 1 トラップ設置場所
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表 1 トラップ調査結果（総捕獲数）
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こども文化科学館３階バックパネル及び
フロア案内リニューアルについて
広島市こども文化科学館
主任 小林奈緒美
概要
広島市こども文化科学館は館内の老朽化が進んでおり，３階企画展示場のバックパネルや
フロア案内パネルなどが，汚れており，わかりにくいという声も多かった。そこで，プラ
ネタリウムリニューアルを機に，フロア案内パネル等をリニューアルした。また企画展等
を実施する３階展示ホールのバックパネルも汚損が激しかったため，全面的にリニューア
ルを行った。
１ １階フロア案内
(1) 館内入口
入館した時の位置関係がわかりにくいので，現
在地を入れ，目的の場所まで案内できる案内パネ
ルを設置した。

(3) 1 階エレベーター横
1 階の展示ホールや設備の案内パネルを設置し
た。また，エレベーターまでの表示が大変わかり
にくかったため，電光掲示板を利用し，エレベー
ター案内を表示したところ，非常に効果があった。

(2) １階トイレ
トイレの場所が奥まっていてわかりにくかっ
たので，入口からでも一目でわかるようにした。
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(4) プラネタリウムチケットカウンター
リニューアル後に観覧者の動線を見極めるた
め，しばらくは手作りのポスターで試行錯誤して
いたが，ある程度動線が固定化したためカウンタ
ーの背面等を中心に料金，注意事項，番組案内な
どの表示を行った。特に料金は日によって違うこ
とも多いため，マグネット式にし，日ごとに交換
できるようにした。

２ ３階企画展示場バックパネル
背面のパネルが非常に汚損していた。そこで写
真展などにも対応できる，ベージュ系の色で，ピ
ンなども使用できるバックパネルを設置し，上部
にはピクチャーレールを付けた。
リニューアル前はグリーン系のバックパネル
だったため，展示ホールが明るい雰囲気となり，
展示品なども映えるようになった。

(5) 各階トイレ
各階のトイレ表示を目立つように設置した。

３ 今後の計画
今年度は１階，３階，４階を中心におこなった
が，２階，また外国人向けの表示をどうするかな
ど課題も多い。今後もわかりやすいフロア案内パ
ネルを検討していきたい。
(6) ４階プラネタリウムロビー
プラネタリウムリニューアル後，投影番組が増
加したため，各投影のポスターなどが掲示できる
よう，また，列に並ぶ方への注意事項を，わかり
やすく表示した。ホール内での注意，トイレの場
所などを中心に，宇宙へ向かうというイメージコ
ンセプトをもとにデザインした。
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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 プラネタリウムリニューアル

中国新聞 平成 28 年４月 17 日
中国新聞 ちゅーピー子ども新聞 平成 28 年４月３日
３ 大人の科学談話室

中国新聞 平成 28 年 12 月 10 日
読売新聞 平成 28 年４月７日

４ 共催事業

中国新聞 平成 28 年８月 26 日

中国新聞 平成 28 年４月８日
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中国新聞 平成 28 年 11 月 28 日

読売新聞 平成 28 年 11 月 28 日
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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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