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キッズのほんとの学びをクリエイトする、ワークショップ@ ミュージアムの専門誌
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こどもひかりプロジェクト
（株）アム・プロモーション
いよりふみこ（（有）アイツーアソシエイツ）
佐藤いずみ

子どもたちの好奇心を、若者たちのチャレンジを、
私たちは、応援します。

は、ミュージアムキッズを
応援しています。

ミュージアムに関わる
大人たちが、
ミュージアムをよくしようと
読んでいる雑誌
「ミュージアムキッズ」と

『源氏物語』の世界に飛び込もう！
宇治市源氏物語ミュージアムが面白い！！

夏休み！ いちおしたいけん

イベントプロデュース
ウェブサイト デザイン
デザイン＆印刷
システム構 築
映像編集
ブランディング

★
★
★
★

親子のような雑誌です。

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館
金沢 21 世紀美術館
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台
キッピー山のラボ（三田市有馬富士自然学習センター）

全国ワークショップ＠ミュージアム【2018年6月～2018年12月】

発行／株式会社アム・プロモーション
〒 108-0014 東京都港区芝 4-3-2-110
TEL.03-6453-7878
http://www.musee-um.co.jp

ワークショップどきどき体験

http://www.cia.co.jp

〒960-0719
福島県伊達市梁川町やながわ工業団地90番地1

TEL.024-577-0075 FAX.024-577-7676

会いたい、ききたい！ユースインタビュー
日本科学未来館館長 毛利 衛さん

宇宙規模で考える、人と人のつながり

まれた
から生 です
キッズ

について
この冊子は、東日本大震災で被災した子どもたちを笑顔にしたいと集まったミュージアムの関係者たちによる
団体「こども☆ひかりプロジェクト」が制作・編集しています。「こども☆ひかりプロジェクト」は、
2012 年の夏から東北各地で子どものためにワークショップ等を展開してきました。そのような経験から、
展覧会だけでない、ミュージアムの体験的な活動を紹介し、活用してほしいとこの冊子を作りました。
なお、記事の取材・執筆に当たった「ユーススタッフ」（通称ユース）は、
「こども☆ひかりプロジェクト」の運営をサポートしている仙台市を中心とした大学生たちです。
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全国の子どもたちと保護者の皆さまにミュージアムの活動と魅力を知っていただければ幸いです。
ミュージアムキッズ編集部

夏もワクワクがいっぱい！

2018 年の主催・協力イベント

目次

あなたも
サポーターに！

ご支援のお願い！
こども☆ひかりプロジェクトは、

04

非営利の活動です。おかげさまで

『源氏物語』
の世界に
飛び込もう！
宇治市源氏物語
ミュージアムが面白い！！

好評をいただき、この 6 年間で、
しだいに活動が増えてきました。
みなさまからの温かいご支援をお
願いいたします。

（日）10：00～15：00
2018年 6月10 日

棚倉町文化センター（倉美館）

〒 963-6123 福島県東白川郡棚倉町関口一本松 58
TEL：0247-33-0111
幼児・低学年児童推奨／参加費無料／申込不要

ご支援の方法
こどもひかり倶楽部（賛助会員）にご加入！★ ★

年会費 個人一口 3,000 円 ／ 法人一口 10,000 円

一口 500 円カンパ！★

下記の口座へ、いつでもお待ちしています。
お礼 ★ HP にご芳名掲載

★

誌の送付ほか

誌への広告協賛・フェアへの協賛も

博物館・美術館・水族館・科学館…
いろんなミュージアムの専門家が棚倉に集合
ちっちゃな おともだちに、
とびきりの ほんもの体験をプレゼントするよ！
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随時募集中。お問合せ、お待ちしています。
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amk@kodomohikari.com

詳しい情報は、ホームページをご覧ください。
https://www.kodomohikari.com/

プルデンシャル生命は、「こども☆ひかり倶楽部メンバー」とし
てプロジェクトの活動を応援しています。
こども☆ひかりプロジェクトとこども☆ひかりユースの活動から、
子どもたちにたくさんの夢と希望が提供され、子どもたちの笑顔か
ら地域社会が明るくなるよう、これからも応援していきます。

夏休み！ いちおしたいけん

●
●
●
●

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館
金沢 21 世紀美術館
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台
キッピー山のラボ（三田市有馬富士自然学習センター）

全国ワークショップ＠ミュージアム

［ 2018 年 6 月～ 2018 年 12 月 ］
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ミュージアムなク・イ・ズ

13

おうちでできるミュージアムなたいけん
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会いたい、ききたい！ ユースインタビュー

16

ミュージアムのすてきな人

17

ミュージアムのそばにすてきな人

18

ママ、パパにおすすめミュージアム旅行
ミュージアム Goods
ミュージアムなク・イ・ズ〔こたえ〕

19

ミュージアムキッズを入手するには？
編集後記

20

パートナーのご紹介

声で絵を描こう

日本科学未来館館長 毛利衛さん
「宇宙規模で考える、人と人のつながり」

仙台市縄文の森広場 学芸員 山田めぐみさん

元宮城県美術館教育普及部長・美術家 齋正弘さん

表紙写真：しゃぼん玉！
（2017年6月
「ひ
とはく Kids サンデー」での
一コマ。p10 に告知記事）
撮
影：八木剛
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宇治
川
すぐ の
そば

きない
学校でで
！
ことをする

カラムシ
発見！

山から
シカが ることも
く
下りて

学芸員の
ん
坪内淳仁さ

コースター、
できてきた！

生命の息吹を
感じるね～

ボクのかるた
見つけた！

ミュージアムはいつでも、子どもたちの
相談に乗れる準備をしておくこと。これ

ミュージアムって、古い道具やいろいろな生き物の標本、

「かるた教室」では一昨年前から歌人の
天野慶さんを講師に迎えて、自分の思い
を言葉にして和歌を詠み、オリジナルの

どもたちの豊かな心や生きる力を育む

かるたをつくっています。最後にはオリ

ワークショップを開催しています。タイ

ジナルかるたを使った大会も行われ、子

夏休みには、小学 4 年生以下の子ど

トルの「しかぞすむ」は、宇治を題材に

どもたちは大盛り上がり！普段意識せず

もたちを対象とした「源氏探検」が実施

した和歌に登場する言葉で、宇治で「こ

に使っている言葉を、より深く、意識的

されます。これはミュージアム内外の

のように暮らしているよ」という意味が

に表現する楽しさを感じられるワーク

様々なモノ（情報）をよく「見る」こと

あります。その中から、特に印象に残っ

ショップです。

を目的としています。

た「衣服になる植物」、「衣服の構造」に

さて、どんなものなのか、ユース（大学生）が体験しました。

源氏探検

すぐに展示ゾーンに行くのではなく、

ついて紹介します。

リニューアルします！

まず建物や庭をよく見ます。私たちが取

平安時代の貴族は、とても高価な絹の

開館 20 周年を機にリニューアルする

材した時には、庭に梅のつぼみがふくら

服を着ていました。しかし当時の人々全

ため、2018 年 7 月 17 日から 9 月 13

んでいたり、カタツムリがいたりと生命

員が絹の服を着ることはもちろんできま

日まで臨時休館します。再オープンは 9

『 源 氏 物 語 』 五 十 四 帖 の う ち、 最 後

は、まるで『源氏物語』の世界をのぞい

るのではなく、意識して考えながら「見

の息吹を感じることができました。しか

せん。「衣服になる植物」では、古代の

月 14 日予定。体験型の展示がさらに充

の十帖は「宇治十帖」とよばれていま

ているかのような体験ができ、それぞれ

る」ことを意味しています。ミュージア

しそれらは、なんとなく庭を見ているだ

庶民が着ていた服の原料になる植物の一

実します ! 待ち遠しいですね。

す。宇治市源氏物語ミュージアムは、そ

の展示物の前で、
「なにしてるんだろう」、

ムという環境を使って子どもたちが「見

けでは絶対に見つかりません。様々な角

つ、カラムシについて楽しく学べます。

る」力を育て、「生きる力」を身につけ

度からよく目を凝らすことで、はじめて

外へ出かけてカラムシを採集し、茎から

るために、坪内さんが大切にしている信

気付くことができるのです。坪内さんと

繊維を採ります。その後の「衣服の構造」

念も詳しく教えていただきました。

お話をしていると、いつのまにか「見る

では、採集したカラムシの繊維を使い、

1 つ目は「学校ではできないことをす

目」が鍛えられていて、それから展示室

ブレスレットやコースターを手織りしま

る」。ミュージアムだからこそできるこ

に入ると、普段のミュージアムでは気づ

す。地味な作業ですが、子どもたちはとっ

とを大切にしています。2 つ目は「教え

くことのできないものが見えてきまし

ても真剣！織物の構造を実際に手を動か

ない」。子どもたち自身が、今までの経

た。「牛車は前と後ろ、どちらから乗っ

して知ることができます。

験をふまえて考え、行動できるように、

た？」、「この金具は何のために付いてい

の主な舞台となった宇治に平成 10 年
（1998）に開館しました。

「どこに行くんだろう」と想像を掻き立
てられるはずです。

展示ゾーンの平安の間では、『源氏物

今回はこの源氏物語ミュージアムで

語』の主人公・光源氏の物語を紹介して

ワークショップを担当されている学芸員

います。牛車、装束、調度品などの復元

の坪内淳仁さんにお話を伺いました。

展示や光源氏の邸宅である六条院の復元
模型によって、物語の華やかな世界を立

博物館＝「みる」を学ぶ所

他にも、ひもの結び方を学ぶ教室、宇

体的に再現しています。一方、宇治の間

皆さんはミュージアムに行って何を見

は、光源氏の息子の薫、孫の匂宮が登場

ていますか？坪内さんがワークショップ

大人はフォローだけをします。3 つ目は

る？」、
「よく観察したらわかるかも」と、

治の史跡を地図と方位磁石を使いながら

する「宇治十帖」と呼ばれる部分を紹介

を通じて子どもたちに伝えようとしてい

「つくりこまない」。プログラムを作りこ

牛車の展示一つ取っても、いろいろなこ

訪れるといった楽しいワークショップが

しています。ここでは薫物の原料の香り

るのは、目の前にある様々な情報を「見

み過ぎず、子どもたちが自由にできる余

とが気になり、物事をよく観察しながら

行われています。

を楽しむことができます。展示ゾーンで

る」ことです。この「見る」は、ただ見

地を残します。4 つ目は「相談にのる」。

見ることができました。

たきもの
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「しかぞすむ－生きるいろはを源氏でも－」

ことばと表現－伝えるかるた教室－

源氏物語ミュージアムでは 2017 年

それに美術作品が展示されているところですが、

『源氏物語』
の世界に飛び込もう！
宇治市源氏物語ミュージアムが面白い！
！

子ども体験型教室

と
よ～く見る
て
っ
誰か乗
…？
いるような

から、地域の様々な団体と協力して、子

らを大切にし、ワークショップを一つ一
つ作っておられるそうです。

ワークショップなどの体験型プログラムもいろいろと行われています。

光源
庭の水氏の屋敷、
は
引いて どこから
いるの
？

（井野彩奈・牧菜々美・三上尭）

宇治市源氏物語ミュージアム
〒 611-0021
京都府宇治市宇治東内45番地26
TEL.0774-39-9300
●開館時間
●休館日
● 観覧料

9：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）
月
（祝日の場合は翌日）
・年末年始
大 人：500円
中学生：250 円／小学生：250 円

な
 お、
2019年4月1日より観覧料が変わ
ります。
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夏休み！いちおしたいけん
タガメが
人気？

あなたはどちら派？？この夏一押し！
ゲンゴロウ・タガメの企画展
アクアマリンいなわしろカワセミ水族館
アクアマリンいなわしろカワセミ水族館
では、7 月中旬～ 9 月下旬ゲンゴロウ・
タガメ展（仮）を開催します。

待ちに待った夏休み！子どもにとっては何をしようかわくわくする季節がやってきました。が、大人にとっては、家族でどこへ
行くか？ちょっと悩める季節かもしれません。そんなとき頼りになるのがミュージアム！ 子どもも大人も楽しめる、さまざまな
体験が待っています。4 人のユースが、この夏にぜひ体験して欲しい！と一押しする、4 つのミュージアム体験をご紹介します。

目撃しよう自分のその目で！
火星大接近で星空観察デビュー！

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台

ウの特徴は、体全体は平べったい卵型で、
大きな後足を持っているところです。

天気がいい日に夜空を見れば星が見えま

ことができるのです。7 月下旬の午後 9 時

す。その星々に名前があり、私達の頭上の

頃、南東の空の低い位置に赤く明るく輝く

それぞれの特徴が少しわかったところ

ステージで人知れずドラマが繰り広げられ

星、それが火星です。子どもの頃に、火星

で、皆さんはタガメとゲンゴロウどちらが、

ていることを、ご存知でしょうか。実はこの

をこんなに簡単に見つけられると知ってい

とがありますか？昔は、日本全域の田んぼ

強くてかっこいいと思いますか？カワセミ

夏、
そんな「宇宙のドラマ」が起こるのです。

たらもっと興味を持っていたのに！と今更な

やため池などに住んでおり、ごく普通に見

水族館では皆さんの意見を投票で聞いてみ

それは…火星の大接近です！

がら思います。火星の最接近のピークは 7

ることができました。しかし田んぼの減少

たいと考えています。この夏はぜひ遊びに

やブラックバスなど外来生物の影響などに

来てください！

皆さんは、ゲンゴロウとタガメを見たこ

（井上みのり）

より急激にその数を減らし、現在は絶滅が
あやぶまれています。
昨年、あるテレビ番組でタガメが紹介さ
れ、子どもたちの間で大人気になりました。
しかし！実は、カワセミ水族館はゲンゴロ
ウ推し…。
この企画展では、タガメはもちろんゲン
ゴロウの魅力についても展示します。タガ
メの特徴は、大きな鎌状の前足と太い口器
です。この前足と太い口器でヘビやネズミ
なども食べてしまいます。そしてゲンゴロ

ゲンゴロウが
カッコイイ？

アクアマリンいなわしろカワセミ水族館
〒 969-3283
福島県耶麻郡猪苗代町
大字長田字東中丸3447-4
TEL.0242-72-1135
●開館時間
●休館日
● 入場料

水族館
の釣り
堀

地球も火星も、太陽を中心に円を描きな

月 31 日ですが、6 月下旬から 9 月上旬頃

がら回っています。地球の一つ外側にある火

はまだ明るく、見頃が続きます。火星に興

星は、地球よりも遅いスピードで太陽のまわ

味が湧いた！宇宙についてもっと知りたい！

りを回り、2 年 2 カ月ごとに地球に追い越

と思ったら、国立天文台のホームページを

されます。これが火星の接近です。また、円

見てみてください。また、国立天文台では、

に近い形の地球の通り道とはちがって、火

毎日昼間の施設公開、定例観望会（月 2 回、

星の通り道はすこしつぶれた形をしているた

申込制）
、
4D2U ドームシアター定例公開（月

め、接近のときの距離が毎回変わります。
実は 15 年前の夏にも火星大接近が起こ

3月21日～11月30日 9：30～17：00
12月  1日～ 3月20日 9：30～16：00
年
 中無休
一般（高校生以上）700 円
小～中学生
300 円
未就学児
無料

りました。僕は当時 7 歳でした。星には興

次回の火星大接近は 17 年後の 2035 年

遠鏡がないとダメだと思っていました。しか

ですよ。この夏の天体ショーを… 見逃すな！

し、今回の火星大接近では簡単に見つける

どんなムシが
いるかな？

金沢 21 世紀美術館

金沢 21 世紀美術館からは、毎週土・日

れたくないむし」
、週末の次の日の眠さを表
現した「ねむねむむし」など、ほほえましい

タジオで実施しているプログラム「ハンズ

作品がたくさんありました。

オンまるびぃ！プレイルーム」をご紹介し

今年の夏休みはどのようなワークショップを

ます。ここでは、美術館で開催中の展覧会

するのでしょうか？気になった方はホームペー

と関連したワークショップを実施していま

ジをチェックしてみてくださいね！

す。
「
『見る』と『作る』がつながることで、
ログラムコーディネーターの森さん。

つかまえた！
わたしのこころの
○○ムシ

去年の夏休み期間には、嫉妬心、愛情、
さみしさなどの人の感情を架空の虫の姿に
表した、川越ゆりえさんの「弱虫標本」とい

持ちの
眠たい気
し」が
む
む
「ねむね
！
よ
できた

● 入場料
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実際に子どもたちが作った作品をのぞく

ムシ
捕ったよ！
！

〒 920-8509
石川県金沢市広坂1-2-1
TEL.076-220-2800

の中に眠っている「気持ち」を表現します。
と…、
「わくわくのちょうちょ」や「おこら

国立天文台
〒 181-8588
東京都三鷹市大沢 2-21-1
三鷹キャンパス
TEL.0422-34-3600（代表）
無
 料 ※施設見学は申込不要（団
体での見学は事前申込）
 末年始期間（12 月 28 日〜
● 見学可能日時 年
1 月 4 日）を除く毎日午前 10
時から午後 5 時。入場は午後
4 時 30 分まで。

● 入場料

※国立天文台には三鷹以外にも見学できるキャンパス
や観測所があります。詳しくは、国立天文台ホーム
ページをご覧ください。
※火星大接近 2018特集ページ https://www.nao.
ac.jp/astro/feature/mars2018/

＊各施設の休室日は展覧会ゾーンに準じます。

美
 術館の建物への入館
（交流ゾーン）
は無料です。展覧会ゾーンへの入場
は展覧会観覧券
（有料）
が必要です。

聞く
説明を
ムシの
ち
た
も
子ど

虫に詳しい子どもはもちろん、そうでない子

は、4 月～ 11 月の月 1 回、6 ～ 8 月の毎

も虫捕りを楽しんでいて、虫捕りしている間は

週日曜日に、午前 10 時から 11 時まで虫捕

「むしさんいっぱいとれた！」
「おったーーー！」

りを行うワークショップです。

金沢 21 世紀美術館

ど、身近にある素材を使って虫を作り、自分

生まれたワークショップが「つかまえた！わ
たしのこころの○○ムシ」です。紙コップな

写真：
© 国立天文台

朝から虫捕り！
「あさムシ！」たいけん
有馬富士公園で行われている「あさムシ！」

（佐藤萌）

●開館時間 展覧会ゾーン 10：00 〜 18：00
（金・土曜は 20：00 まで）
交流ゾーン
  9：00 〜 22：00
●休館日
展
 覧会ゾーン 月
 曜日（休日の場
合は直後の平日）
、
年末年始
交流ゾーン
年末年始

う展覧会が行われました。その展覧会から

（竹田健一郎）

2018
年
7月31
日の
火星の
位置

キッピー山のラボ（三田市有馬富士自然学習センター）

と祝日の 13 時から 16 時まで、キッズス

より美術館での体験が深まりますよ」とプ

てみよう！

味はありましたが、見たい星を探すには望

見て、感じたあとは作ってみよう！
アートたいけん

目と手を
動かしてなにが
できるかな？

4 回、申込制）などを開催しています。星
や宇宙に興味が沸いたら国立天文台に行っ

うわ～！
星が大きく
見えるよ！

などすごくにぎやかで、
とても楽しそうでした。

はじめ 30 分虫捕りを楽しみ、そのあと 30

中には、虫捕りだけでなく、きれいなお花を

分で虫の名前などの解説をするプログラムに

摘む子もいました。そんな自由さもこのプロ

なっており、夏期では 1回 60 人から 70 人

グラムのいいところです。子どもから付添い

ほど集まる人気のプログラムです。リピートし

の親御さんまで楽しめる「あさムシ！」参加し

てきてくれる子どもたちもたくさんいます。

てみてはいかがでしょうか。

捕れる虫は季節や日によって違い、何回参
加しても同じ内容にならないのが魅力です。
しかも、夏期は 3 か月間毎週開催している
のでその間に虫の成長を見ることもできま
す。また、虫捕り網や虫かごをもっていない
方でも貸し出しを行っているので気軽に参加
することができます！
私も参加させていただいたのですが、小さ
い子から大きい子まで幅広い年代の子どもた
ちと親御さんが遊びに来てくれていました。

（新熊千遙）

キッピー山のラボ
〒 669-1313
兵庫県三田市福島 1091-2
TEL.079-569-7727（代表）
●開館時間 9：00 〜 17：00
※夏休み期間中【7月21日（土）
〜
8月31日（金）】
は 9：00 〜 18：00
●休館日
毎
 週月曜日
（祝日の場合は翌日）
・
年末年始
無
 料
● 入場料
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全国

ワークショップ
＠
ミュージアム
2018年 6 月〜2018年12月

ほ っか い ど う
野外博物館

ミュージアムデビューは、ワークショップから。全国のミュージアムで
行われるワークショップ、体験型プログラムのオススメ情報です。
ー ご注意 ー
プログラムの参加費が必要ないもので
も、入館料が必要な場合もあります。ま
た、事前申し込みのプログラムでは定
員に達して締め切っている場合もありま
すのでご了承ください。詳しくは各館の
ホームページなどでご確認ください。

スリーエム仙台市科学館

北海道札幌市厚別区厚別町小野幌 50-1
TEL.011-898-2692

宮城県仙台市青葉区台原森林公園 4-1
TEL.022-276-2201

わらぞうりづくり教室

チャレンジ・ラボ

● 日程 7/28
（土）
、
7/30
（月）
、
8/１
（水）
● 時間 9：30 ～ 15：00

● 日程 毎日
● 時間 10：30 ～ 11：30、14：00 ～ 15：00

対象 小学4年から6年生 定員 各日 10 名
参加費 なし 申込 要（開催 1 か月前より）

対象 なし 定員 なし 参加費 なし 申込 不要

科学工作や実験にチャ
レンジ！内容は、バラン
ストンボ、まゆ玉ころこ
ろ、ホログラムカードな
ど月替わりなので HP で
チェックしてね★

昔の人が履いていたぞう
りを自分の手で作ってみ
よう。

あ お もり
青森県立

ハナマンのお花畑

秋の見覚まるかじり博物館

● 日程 7/21（土）
〜8/12（日）
● 時間 10：30 〜 11：30 13：30 〜 14：30

● 日程 9/15（土）
● 時間 9：30 ～ 16：00
対象 なし ※小学 3 年生以下保護者同伴
定員 一部定員あり 参加費 なし 申込 不要
（当日受付）

砂 金 採 り や 弓 矢 な ど、
小さなお子さんでも歴
史を楽しく体験できる
プログラムを準備してい
ます。親子でぜひ遊び
に来てください。

三沢航空科学館

恐竜キーホルダー
● 日程 8/1
（水）
～8/10
（金）
● 時間 ①11：00 ②13：30 ③14：30
対象 小学校低学年以下は保護者同伴
定員 20 名 参加費 250 円 申込 不要
（30 分前受付）

温めると柔らかくなるプラスチッ
クで恐竜のキーホルダーを作って
みよう !!

いわて
岩手県立児童館

宮城県仙台市太白区茂庭字
生出森東 36-63
TEL.022-244-6114

ムシテックワールド

（ふくしま森の科学体験センター）
福島県須賀川市虹の台 100
TEL.0248-89-1120  

野原で虫さがし
● 日程 8/11（土）、12（日）、8/17（金）～19（日）
8/23（木）、25（土）
● 時間 10:20 ～ 11:50 14:00 ～ 15:30

ムシテック周辺の野原で
昆虫を採集を通して、捕
虫あみの使い方を学んだ
り、図鑑で昆虫の種類を
調べたりします。雨天時：
むしむしマグネット

岩手県二戸郡一戸町奥中山字西田子 1468-2
TEL.0195-35-3888

どんぐりのお店屋さん
● 日程 10/6
（土）
～10/8
（月・祝）
● 時間 10：00 ～ 15：00
対象 なし 定員 なし
参加費 なし（どんぐりや木の実） 申込 不要

どんぐりや木の実で買い
物ができるお店屋さんが
開店！ 拾ったどんぐりや
木の実を使って、手作り
の小物をお買い物しよう。

ぐんま昆虫の森

群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷 460-1
TEL.0277-74-6441

夜の雑木林の昆虫探検

アクアマリンふくしま

カブトムシなど夜の雑
木林で見られる昆虫を
観察します。

ちば
千葉県千葉市中央区中央 4-5-1
TEL.043-308-0511

たん Q ひろば「はっけん！教室」

対象 小学 2 年生以下 ※要保護者同伴 定員 10 組
参加費 なし 申込 不要
（当日受付）

子どもと保護者で一緒
に楽しめる体験プログ
ラムに参加してみよう！

対象 なし 定員 なし 参加費 なし 申込 なし

人工の海岸「蛇の目ビー
チ」で 水に入り、生き
物を捕まえて観察をし
てみよう。

福島県南相馬市原町区牛来字出口 194
TEL.0244-23-6421

地底の森フェスタ 2018
自由研究お助け隊 植物標本をつくろう
● 日程 8/12（日）
● 時間 10：00 ～ 12：00
対象 小学生以上 定員 20 名 参加費 なし
申込 要：電話申込

夏休みの宿題に！身の回
りに生えている木の葉を
ノートに貼り付けて、大
きな押し花標本を作りま
す。

いつでもワークショップ
「カラフル “クラゲマグネット”
～あじさいを彩る虹～」
● 日程 6/8（金）～7/8（日） ※但し、6/9（土）、12
（火）、19（火）、23（土）、7/7日（土）は休み
● 時間 13：00 ～ 17：00（16:30 受付終了）
対象 どなたでも（小学生未満は保護者同伴）
定員 なし 参加費 なし 申込 不要

梅雨の晴れ間に、あじ
さいを彩る虹をイメージ
した七色の “ クラゲマグ
ネット ” を作ります。

いし か わ

企画展「デザインあ展 in TOKYO」

金沢 21 世紀美術館
石川県金沢市広坂 1-2-1
TEL.076-220-2800

平日「まるびぃ・すくすくステーション」
休日「ハンズオン・まるびぃ！」
詳しい開催日時や内容は美術館HPでご確認ください。

「デザイン的思考」を伝える NHK の教
育番組「デザインあ」のコンセプトを
基に、デザインの視点や考え方を体験
し、科学技術との関わりを理解する展
覧会です。

神奈川県横浜市磯子区洋光台 5-2-1
TEL.045-832-1166

わくわくワークショップ 科学工作教室
「あじさいのランプシェード」
● 日程 6/2
（土）
、
6/3
（日）
、
6/10
（日）
～7/1
（日）
土日
● 時間 10：00〜、11：30～、13：30～、15：00～
各回約60分
対象 小学生以上 ※未就学児は保護者が作製、詳細
は HP をご覧ください 定員 各回 12 名
参加費 600 円 ※当日 1F インフォメーションにて参
加券販売、別途入館料が必要 申込 不要

風船に半紙を貼り重ね、
あじさいの花びらや葉の
形の模様を付けて、ラン
プシェードを作ります。
光の三原色の実験も行
います。

とうきょう
南相馬市博物館

なぎさの体験学習館
神奈川県藤沢市片瀬海岸 2-19-1
TEL.0466-28-6411

日本科学未来館
東京都江東区青海 2-3-6
TEL.03-3570-9151

はまぎん こども宇宙科学館

● 日程 11/30（金）まで毎日
● 時間 9：00 〜 17：00 ※お盆期間中等時間延長あり

毎年恒例のお祭りです。
石器づくり、やり投げ、
火おこし体 験など、楽
しいコーナー盛りだくさ
ん！お 昼には 地 底の森
スープや石蒸し料理、古
代米おにぎりの試食も予
定しています。

スマホを使って、家族写
真の撮り方を学んでみま
せんか？ 絵画に描かれ
た人物たちも参考に、光
の使い方やポージングな
どを考えてみます。

かながわ

対象 未就学児 定員 15 名
参加費 なし 申込 11/6（火）9：00 ～電話で

対象 なし 定員 なし 参加費 なし
申込 不要（当日受付）

対象 小学生を含む家族 定員 10 組 参加費 なし
申込 要
（5/28までにHPより申し込み、
抽選）

対象 なし 定員 なし 参加費 あり
（大人 1600 円ほか）
申込 不要

● 日程 2018年度は毎週土日に開催
● 時間 11：00 ～ 11：20 13：00 ～ 13：20

● 日程 10/8
（月・祝）
● 時間 10：00 ～ 15：00

● 日程 6/16（土）
● 時間 13：30 〜 16：00

対象 一般 定員 なし 参加費 あり（200 円）
申込 不要
（当日受付）

蛇の目ビーチで生きもの観察

宮城県仙台市太白区長町南 4-3-1
TEL.022-246-9153

スマホでママ・パパをきれいに撮る方法
〜家族写真教室〜

● 日程 7/28（土）
● 時間 19：30 ～ 21：00

● 日程 11/17（土）
● 時間 10：00 ～ 11：30

森の中でいろいろな草花を使った
遊びをするよ。

東京都町田市小山ヶ丘 2-1-14
TEL.03-3563-0241

● 日程 7/19（木）～10/18（木）
（※7/24～8/28を除く火曜休館）
● 時間 10：00 〜 17：00

千葉市科学館
環境水族館

石橋財団
アートリサーチセンター

ぐんま

対象 なし※小学生以下保護者同伴 定員 9 班程度
参加費 なし 申込 事前予約可※予約開始日を確認ください。

地底の森ミュージアム
いわて子どもの森

ハナマンは、
「ふくの島」の
秘密の花園に住んでるよ。
魔法のお水できれいなお花
を咲かせて、みんなで大
きな花畑をつくってみよ〜。
300 円でバッグにも♪

群馬県立

福島県いわき市小名浜字辰巳町 50
TEL.0246-73-2525  

草花あそびしよう！

対象 なし 定員 なし 参加費 なし
（※バッグは300円）
申込 不要
（当日受付）

ふ くしま

仙台市太白山自然観察の森

青森県三沢市大字三沢字北山 158
TEL.0176-50-7777
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宮城県多賀城市高崎 1-22-1
TEL.022-368-0106

★このコーナーで紹介しているワークショップは
一例です。各ミュージアムは新しいワークショッ
プを続々と企画、実施しています。最新の情報
は各ミュージアムのホームページをチェックし
てくださいね！

み やぎ

北海道開拓の村

東北歴史博物館

霊山こどもの村
福島県伊達市霊山町石田字宝司沢 9-1
TEL.024-589-2211

べに

伊勢半本店 紅 ミュージアム

平日火〜金は乳幼児のお
散歩コースに、休日は子
どもから大人まで思い切
り素材と表現の時間を楽
しめるよう、キッズスタ
ジオを開いています。親
子でご利用ください。

ぎふ
美濃加茂市民ミュージアム
岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3299-1
TEL.0574-28-1110

森の音づくり講座
● 日程 9/8（土）
・9/9（日）
● 時間 10：30 ～ 11：30
対象 幼・保〜小学生 定員 40名 参加費 なし
申込 不要
（当日受付）

森の材料を使って、音の
出るおもちゃを作ります。

岐阜県美術館

東京都港区南青山 6-6-20
K's 南青山ビル 1F
TEL.03-5467-3735

岐阜県岐阜市宇佐 4-1-22
TEL.058-271-1313

夏休みこども自由研究

じっくりワークショップ
ー日本の美を味わうー 組紐 (くみひも )

「赤色？黄色？？ 紅染めにチャレンジ！」
● 日程 8/3（金）
● 時間 ①10：30～12：30

● 日程 8/4（土）
● 時間 10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30

②14：30～16：30

対象 小学生とその保護者 定員 各回 8 組 16 名
参加費 あり 申込 要

紅花を使ってハンカチと和
紙（紅花生産量日本一！の
みやま
山形県白鷹町の
「深山和紙」
）
の染めに挑戦します。何色
に染まるかな？

どのミュージアムの
どのワークショップで
デビューしよう？

対象 なし
（小学校4年生以下は保護者同伴）定員 あり
参加費 あり 申込 要事前申し込み

2 人 1 組で 8 本の糸を操
り、オリジナル組紐を編
んで、キーホルダーなど
の素敵なアクセサリーを
つくります。
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しずおか
静岡科学館 る・く・る
静岡県静岡市駿河区南町 14-25
エスパティオ 8 〜 10 階
TEL.054-284-6960

めばえのかがく
「ゴムの力でカエルがジャンプ」
● 日程 6/9（土）、23（土）
● 時間 ①10：30～11：30受付 ②13：30～14：30受付

京都鉄道博物館

こども美術館 スカイミュージアム

京都府京都市下京区観喜寺町
TEL.0570-080-462

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43
あべのハルカス 27 階
TEL.06-6690-0907

子ども理科工作教室
● 日程 8/4（土）
● 時間 11：00 ～ 13：00 14：30 ～ 16：30

名古屋市美術館
愛知県名古屋市中区栄 2-17-25
TEL.052-212-0001

びじゅつかんは玉手箱

ひょうご

しが
滋賀県東近江市山路町 2225
TEL.0748-42-6761

ひとはくKids サンデー

● 日程 8/18（土）
● 時間 13：30 ～ 16：00

● 日程 6/3（日）、7/1（日）、8/5（日）、9/2（日）
10/7（日）、11/4（日）、12/2（日）
● 時間 10：00 ～ 16：00

田んぼに水を汲みあげ入
れていた道具「じゃぐる
ま」や竹のみずでっぽう
など、むかしの道具であ
そぼう！ ぬれてもよい服
装で遊びに来てね。

対象 こども
（小中学生）
とおとな
（保護者）
のグループ
定員 12組 参加費 なし 申込 要
（往復はがき、
10/31〆切）

展示室の中はもちろん、
美術館のほかの場所にも
面白いものがあるんだっ
て？！ じっくり見て、さ
がしてみよう！

京都国立博物館
京都府京都市東山区茶屋町 527
TEL.075-525-2473

特集展示「謎とき美術！最初の一歩」
● 日程 7/21
（土）
～9/2
（日）
月曜日は休館
● 時間 9：30～17：00
※金・土は夜間開館（詳細は当館HPにて）

松竹梅鶴亀文様打掛 京都国立博物館蔵

京都国立近代美術館
京都府京都市左京区岡崎円勝寺町
TEL.075-761-4111

こども映画館＠ MoMAK
● 日程 8/10（金）、11日（土）
● 時間 各日 14：00 ～
対象 なし 定員 先着 100 名
参加費 中学生以下無料 申込 不要

映画の見方を学んだり、
大きなスクリーンで本物の
フィルムを楽しんだりでき
るチャンス。映画が好きな
子も、初めて映画に触れ
る子も大歓迎！ 親子での
参加もお待ちしています。
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ひとはくでは、月の第１
日曜日を「Kids サンデー」
と呼び、小さな子供達が
参加できる、自然や生き
物に関する色んなプログ
ラムを用意しています。

兵庫県姫路市青山 1470-15
TEL.079-267-3001

地球のかけら☆石

ミニミニ科学の屋台村

● 日程 4月21日
（土）
～6月24日
（日）
※月、
火は除く
● 時間 11：00 ～ 16：20（40 分ごとに随時受付）

● 日程 11/3（土）
・4（日）
● 時間 9：30 ～ 16：00

対象 なし ※就学前の子どもは保護者同伴
定員 各回15名 参加費 なし 申込 不要
（当日受付）

対象 どなたでも 定員 なし
参加費 ブースによって異なります 申込 不要

三瓶自然館 サヒメル

島根県大田市三瓶町多根 1121-8
TEL.0854-86-0500

森のはくぶつかん

● 日程 7/21（土）描こう、8/25（土）消そう
● 時間 13：30 ～ 15：30

● 日程 10/20（土）～11/25（日）
● 時間 9：30 ～ 17：00

対象 ３歳以上※未就学児は保護者同伴 定員 25名
参加費 1000円
（チームTシャツ付き）

対象 小学生～未就学児 定員 なし 参加費 なし
申込 なし

申込 要
（事前申込、
応募者多数の場合は抽選）

施設の１F にある、大きな
窓ガラスをキャンバスに、
絵の具を使って、参加者
みんなで大きな絵を描きま
す。また、チーム T シャツ
を着て、
みんなでゴシゴシ、
絵を消すイベントも開催します。親子で一緒に楽しもう！

佐用町昆虫館
兵庫県佐用町船越 617
TEL.0790-77-0103（開館時のみ）

秘密基地で、いつでも、むしむしたいけん
● 日程 4月〜10月の土・日・祝日のみ開館
● 時間 10：00 〜 16：00
対象 幼児〜小学生推奨 定員 なし 参加費 なし 申込 不要

山間にひっそりとたたず
む、とても小さな昆虫館
です。
いろんな虫をさわっ
たり、お 絵 かきしたり、
お庭で自由に虫とりがで
きます。

兵庫県立考古博物館

古代の家を作ってあそぼう
● 日程 8/12（日）
● 時間 13：30 〜 15：00 ［受付］13：00 〜
対象 小学生以下（保護者同伴）定員 あり
参加費 不要（当日先着）申込 要：当日受付

段ボールなどを使って、
楽しく古代の家をつくり
ます。

福岡アジア美術館
福岡県福岡市博多区下川端町 3-1
TEL.092-263-1100

アジアの絵本と紙芝居の読み聞かせ
● 日程 毎月第２、第４火曜日、第２、第４日曜日
● 時間 11：30 〜 12：00、13：00 〜 13：30
対象 未就学児および児童と保護者 定員 なし
参加費 なし 申込 不要

子どもたちがゆったりと
過ごせる空間で、ボラン
ティアスタッフがアジア
の絵本や紙芝居をやさし
く語ります。

たくさんの木のおもちゃ
で遊びながら、木のぬく
もりを感じよう。森の役
割や、自然についても学
べます。

とくしま
あすたむらんど
子ども科学館

徳島県立
徳島県板野郡板野町那東字
キビガ谷 45-22
TEL.088-672-7111

福岡市科学館
福岡県福岡市中央区六本松 4-2-1
TEL.092-731-2525

おはなし会

サイエンスフェア 2018

● 日程 月に1回程開催

● 日程 11/3（土）
・11/4（日）
● 時間 10:00 ～ 16：00

対象 なし 定員 なし 参加費 なし 申込 不要

詳しい開催日時や内容はお問い合わせください

科学雑誌や図鑑、映像などで科
学の知識をより深められるサイエ
ンスナビでは、よみきかせのイベ
ントも開催しています。ぜひ遊び
にきてください！

対象 なし 定員 なし 参加費 なし 申込 不要

県内外の企業、学校団
体が講師となり、工作や
実 験のほか、サイエン
スショーなど様々な科学
ブースが出展されます。

福岡市美術館

ふ くお か

（2019 年 3 月まで休館）

久留米市美術館
福岡県久留米市野中町 1015
TEL.0942-39-1131

福岡県福岡市中央区大濠公園 1-6
TEL.092-714-6051

夏休み子ども美術館

夏休みこどもミュージアム

● 日程 8/3（金）、4（土）
● 時間 未定

● 日程 7/21（土）
〜9/9（日）
● 時間 10：00 〜 17：00

対象 小学校高学年～中学校 定員 20 人～ 30 人
参加費 なし 申込 要
（事前申込、
応募者多数の場合は抽選）

対象 小中学生 定員 なし 参加費 なし 申込 不要

福岡市美術館は休館中で
すが色と光をテーマに福
岡市科学館とコラボワー
クショップを行います。ぜ
ひ、ご参加ください！ 詳
細は HP をご覧ください。

展覧会を見てワークシートの質問に答え
ます。全部できたらごほうびがもらえる
かも？

西宮市大谷記念美術館

大阪府箕面市箕面公園 1-18
TEL.072-721-7967

兵庫県西宮市中浜町 4-38
TEL.0798-33-0164

昆虫ふれあい

世界にひとつの美術館ノートを作ろう！

● 日程 土・日・祝
● 時間 11：00 〜 11：30 14：00 〜 14：30

● 日程 6/24（日）
● 時間 14：00 〜 16：00

対象 なし 定員 なし 参加費 なし 申込 不要

対象 小学生以上 定員 16 名 参加費 500 円
申込 要（6/16（土）〆切）

生きている昆虫を手に
とってふれてみよう！

島根県立

でっかぁーーい窓ガラスに
みんなで絵を描こう !! & 消そう !!

兵庫県加古郡播磨町大中 1-1-1
TEL.079-437-5589

姫路科学館の開館 25 周
年の感謝をこめて、科学
の面白さとものづくり等
が 体 験 できる、色々な
ブースが出展されます。

「石」…それは、地球の
かけら！ 手ざわりやぬく
もりを感じながらみがく
よ♪ 形や色やさわりごこ
ち…。いろんな発見して
みよう！

箕面公園昆虫館

しま ね

姫路科学館

大阪府大阪市北区扇町 2-1-7
TEL.06-6311-6603

対象 なし（子ども～大人まで）定員 なし
参加費 無料（ただし、大人は名品ギャラリー観覧料
が必要です）申込 不要

お寺の襖の龍と虎、着物に描かれ
た松竹梅。いったいどんな意味が
あるの？ 謎解きをしながら美術を
楽しんでみましょう！

対象 なし 定員 なし 参加費 なし 申込 不要

兵庫県神戸市兵庫区新開地 5-3-14
TEL.078-512-5500

お おさか
キッズプラザ大阪

きょうと

兵庫県立人と自然の博物館
兵庫県三田市弥生が丘 6
TEL.079-559-2001

夏の民具体験

対象 なし 定員 なし 参加費 なし 申込 不要

● 日程 11/23（金・祝）
● 時間 10：00 ～ 12：00

見て、触れて、感じて、
楽しく造形活動を体験で
きます。土日祝は当館の
お兄さんお姉さんも一緒
に活動に参加します。ぜ
ひ遊びにきてくださいね！

小学生向けに、新幹線電
車のペーパーモデルづく
りを開催！

東近江市能登川博物館

あいち

対象 どなたでも 参加費 なし 申込 不要

対象 小学生 定員 親子20組 参加費 未定 申込 不要

対象 未就学児とその保護者 定員 なし 参加費 なし
申込 不要
（当日受付）

小さなお子さまのはじめ
ての科学体験を親子で
楽しみましょう。今回は、
輪ゴムの力でジャンプす
るカエルをつくります。

詳しい開催日時や内容は美術館HPでご確認ください。

神戸アート
ビレッジセンター

美術館で見つけた「お気に
入り」をコレクションするた
めのノートを作ります。どん
なノートができるかな？

兵庫県立美術館

昨年のワークシート

な が さき

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-1-1
TEL.078-262-0908

夏休みスペシャル 2018
● 日程 8/4（土）、5（日）
● 時間 10：30 〜 15：30

九州国立博物館

長崎ペンギン水族館

福岡県太宰府市石坂 4-7-2
TEL.092-929-3294

長崎県長崎市宿町 3 番地 16
TEL.095-838-3131

いこうよ！あじっぱ夏祭り 2018

ペンギンのエサやり体験

● 日程 7/29（日）
● 時間 10：00 ～ 16：00

● 日程 土・日・祝日・GW・お盆・年末年始期間
● 時間 11：10 ～ 11：30

対象 なし ※未就学児は保護者同伴 定員 プログラム
（当日受付）
によって定員あり 参加費 なし 申込 不要

対象 なし 定員 30 組 参加費 あり（1 組 100 円）
申込 要 当日9時より参加券販売
（先着順）

対象 なし 定員 なし 参加費 一部あり 申込 不要
（当日受付）

美術館で、みて・つくって・
感じるワークショップに
参加しませんか？夏休み
だけの特別な 2日間です。
いろいろなことに挑戦し
てみよう！

体験型展示室「あじっぱ」
がミュージアムホールに
とびだすよ！ アジアやヨー
ロッパの国の文化を身近に
感じることができるプログ
ラムを用意してまってます。

南米チリやペルーに住む
フンボルトペンギンの飼
育場に入り、ペンギンの
間近でエサやり体験がで
きます。

11

な が さき

くまもと

長崎県美術館

熊本県立装飾古墳館

長崎県長崎市出島町 2 番 1 号
TEL.095-833-2110

ウィークエンドミュージアム
● 日程 6/16（土）、17（日）、7/7（土）、8（日）
9/29（土）、30（日）、10/20（土）、21（日）
● 時間 土曜日 16：30〜19：00
日曜日 10：30〜12：30、13：30〜16：00

おきなわ
ワンダーミュージアム

熊本県山鹿市鹿央町岩原 3085
TEL.0968-36-2151

（沖縄こどもの国）
沖縄県沖縄市胡屋 5-7-1
TEL.098-933-4190

まる・さくかく・しかくで描こう
～古代絵画教室～

どうぶつ探偵アニマルン

● 日程 ８/４（土）
● 時間 10：00 ～ 15：00
対象 小学生以上 定員 30 名 参加費 500 円
申込 要：事前申込
（7/1～7/31）

月に一度、土日に多彩な
テーマでワークショップ
を開催します。どなたで
も気軽にご参加いただけ
ます。

対象 なし ※幼児は保護者同伴 定員 20 名程度
参加費 なし 申込 不要

ワンダーミュージアムに
残されたある動物の痕跡
を手掛かりにして、動物
の正体を推理しよう！

熊本博物館
がまだすドーム
（雲仙岳災害記念館）

熊本県熊本市中央区古京町 3-2
TEL.096-324-3500

長崎県島原市平成町１－１
TEL.0957-65-5555

★休 館中のため、「塚原歴史民俗資料館（熊本市
南区城南町塚原1924 TEL.0964-28-5962）
」で
開催となります。

沖縄県立博物館・美術館

ワンダーラボ

水中ＵＦＯキャッチャーを作ろう！

● 日程 7/1（日）～11/30（金）
● 時間 11：00 ～、13：30 ～、15：30 ～

● 日程 8/18（土）
● 時間 13：30 ～ 15：00

対象 なし 定員 30 名 参加費 あり
申込 要事前申し込み

わくわくのどきどきの実
験・ワークショップがいっ
ぱい！
火山や自然、科学に関す
るプログラムを体験でき
ます。

沖縄県那覇市おもろまち 3-1-1
TEL.098-941-8200

ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士のてづくりおもちゃ」

対象 小中学生 ※小学 3 年生以下は保護者同伴
定員 25 名 参加費 なし（別途、入館料が必要）
申込 要：事前申込
（往復ハガキ〜8/10〆切）

材料

たり、新しいことに挑戦したり、読者の皆さんも素敵な新学期を迎えられたこと
と思います。今回は夏の自由研究にもぴったりな科学の実験をご紹介します。身
近な材料を用いて、身の回りの不思議を探ってみましょう。
館の酒井尚子さんです。

と知りたい」という情熱によって進化して

実験装置が出来上がったら、家族みんなの

きました。私たちが普段生活する中で「見

声で絵を描いてみましょう。大きい声、小

えないけれど、そこに在る」と感じる物の

さい声、楽器でも試してみるとまた違う絵

一つに「音」があります。嬉しい、悲しい、

が描けるはずです。どの音にもそれぞれす

楽しいという気持ちが表れる声や自然の音

てきな個性があり、言葉以上の「なにか」

は、見ることはできませんが、言葉以上の

が伝わっていることがきっとわかると思い

思いを感じますよね。そこで、今回はこの

ます。この実験を通して、普段の何気ない

「音」を見えるようにする実験をご紹介しま

やり取りを少し心に留めて大事にしてみる

す。教えてくださったのは、日本科学未来

対象 5 歳～大人 ※小学生以下は保護者同伴
定員 あり 参加費 あり 申込 不要
（当日受付）

馬グヮーやハブグヮーと呼ばれ
る沖縄の昔ながらのおもちゃを、
カラフルなクラフトテープで作っ
てみよう！

（村山 佳穗）

科学は「見えないものを見てみたい、もっ

● 日程 4月～6月の毎週土曜日 ※6/30休館
● 時間 10：00 ～ 12：00

ペットボトルの中の魚（浮
沈子；ふちんし）をあや
つり、水の底に沈んでい
るリングを拾わせよう！

声で絵を描こう

すっかり暖かくなり、気持ちのいい季節を迎えましたね。新しいお友達が増え

● 日程 10/6（土）～8（月）、13（土）
・14（日）
● 時間 1日 3 回実施 各回 30 分程度

古代人が描いた絵や文
様を、古代人が使ったも
のと同じ石版に描いてみ
ませんか。

対象 なし 定員 なし 参加費 ひとり 100 円 申込 不要

おうちでできる
ミュージアムな
たいけん

作り方
1

●
●
●
●
●
●
●

と、見え方も変わるかもしれませんね。

ボウル…………………………１つ
黒いビニール袋… …………１枚
ビニールテープやセロテープ
画びょうやコンパス
はさみ
塩
新聞紙などの敷物

さっそく
始めましょう！

作業する机の上に敷物を敷く。

3

4

ビニールにボウルをのせ、短く切った

ボウルの周りをテープで巻く。

ていく。

★しっかり巻くことでビニールがさらにピ
ンと張ります。

2
いそ

５ 月 か ら６ 月 頃 に 磯 に 出 か け る と 体 長
20cm から 30cm ほどのアメフラシを見
じゅみょう

ることができます。アメフラシの寿 命は１

テープを貼ってビニールをボウルに留め

年で、磯の海面近くにはえるアオサという
かいそう

海藻を食べて成長し、この時期に黄色のひ

ボウルより少し大きめにビニールを切る。

も状の卵を産み付けます。このひも状の卵

何のなかま？

は、そうめんのように見えることから「海

★この時、ビニールがピンと張るようにし
ます。対角線上に貼り、同じ力で引っ張
りながら留めるのがポイント！

そうめん」と呼ばれています。さて、この
アメフラシは、何のなかまでしょう？

5

6

よ
いよい
実験！

ビニールを張った面にぱらぱらと

ボウル
に向か
「オ〜
って
」と高
い声を
出して
みよう
。

塩を撒いたら、装置完成！！

★塩 の量はほんの少し、薄く満遍な
く撒こう。色のついた砂などでも
OK ！

さてどれだ？
こたえは
18 ページ！

① ヒトデ

② カタツムリ

やコンパスで穴を１か所開ける。

★ボウルの中の圧力が高くなりすぎないよ
う、穴を開けてボウルの中と外が同じ気
圧になるようにします。

③ クラゲ
文・監修：古川 健
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５．ピンと張ったビニールに、画びょう

イラスト：八重樫あすか

塩がビニールの上で動いたら成功です！

果たしてみんなの声でどんな絵が浮かび
上がるかな？
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会 い た い、 き き た い！

ユース インタビュー

未来を担う子どもたちへ

宇宙規模で考える、
人と人のつながり
日本科学未来館館長

熱く語ってくださる毛利館長
毛利 衛（もうり・まもる）
日本科学未来館館長。
宇宙飛行士。
理学博士。

毛利 衛さん

宇宙飛行士として活躍され、現在は日本科学未来館の館長である毛利衛さんに、
ミュージアムの館長として、また子どもや孫を持つ大人としての立場から、次世
代に向けたメッセージをいただきました。

1948 年、北海道生まれ。1985 年、北大助教授か
ら宇宙飛行士に転身。1992 年、日本人初の宇宙実
験と宇宙授業を実施。2000 年、2 回目の宇宙飛行。
高精細立体地形図作成ミッションに搭乗し、ハイビ
ジョンカメラによる世界初の地球観測を実施。
同年、
日本科学未来館館長に就任。2003 年、潜水艇で
水深 6,500m に潜航し深海実験を実施。同年、世
界初南極皆既日食観測に参加し NHK TV 生中継。
2007 年、南極昭和基地からアジアの科学館を結
び地球環境授業実施。受賞多数、著書 30 冊以上。

空間情報科学を体感できる展示「アナグラのうた」

宙飛行士になりたい」は憧れとしての夢。

※国際博物館会議。3 年に 1 度世界中の会
員が集まり、ICOM 大会が開催される。前
回 2016 年のイタリア・ミラノ大会に続き、
2019 年には日本の京都で大会が開かれる。

の中のごく一部の、点のような出来事で

のためにもミュージアムは、子どもがお

いていなかったのですが。年をとってか

す。また、地球に生きる多様な生命の一

もしろいと感じる、興味を持つ経験がで

ら分かるようになりました。

部として人間が存在していますが、自然

きる場所であれば良いと思います。

の流れの中で絶滅していく種があるよう

石井

館をはじめ、全国のいろいろなミュージ

石井

社会が抱える大きな課題に向き合

に、人間もいずれいなくなるかもしれな

アムとともに活動しています。毛利さん

うには、分野の異なるミュージアムが協

い存在です。それでも人類は、今日まで

は、多様なミュージアムが協力すること

力することが大切なのですね。ではミュー

つながってきたからこそ今の私たちがい

毛利

についてどのようにお考えですか。

ジアムの役割とは、どのようなものなの

ます。またこれからも、私たちの子ども、

をさせてあげることが大切だと思います。

毛利

でしょうか。

孫、とつながることで人間は生き続ける

生き物の定めとして、親は子よりも先に

石井

物館」という言葉を、どのようなイメー

ことができます。そのような意識の中で、

死んで、子はその先を、親の次の世代を

指すようになりました。

ジで使っていますか。一般的に「ミュー

人間のつながりを大切にし、これからも

生きていくことになります。だからこそ、

たら、自分ひとりの夢ではなく、たくさ

ジアム」は「コレクションがある施設」

人類が持続的に生き続けていくためには

多くの経験をさせてあげることが大切で

んの人にとっての夢になります。私の場

という意味で使われますが、日本科学未

どうしたらよいか、それを一緒に考える

す。子どもは親の行動をよく見ています。

合は、宇宙飛行士になって多くの人の期

来館にはコレクションはなく、展示やイ

場所が「ミュージアム」だと考えています。

持続可能な社会を目指して
石 井（ ユ ー ス ） こ ど も ☆ ひ か り プ ロ
ジェクトは、子どもが夢を描く「場」と
「とき」を提供するため、日本科学未来

みなさんは「ミュージアム」や「博

います。こども☆ひかりプロジェクトで
は、「ミュージアム」を広い意味で使っ
ているのですね。

宇宙に輝く地球の姿をリアルに映し出す日本科学
未来館のシンボル展示「ジオ・コスモス」

いま私たちは「持続可能な社会の形成」

「宇宙飛行士になってどんなことをするの

子どもは、まわりの環境に対して親が

か」が現実的な夢です。漠然とした憧れ

どう反応しているかをしっかり見ていま

としての夢は、努力し、さまざまな過程

は、子どもとどんな風に接したらいいで

す。そこに「言葉」はなくとも、子どもは

を経て、現実的な夢へと変わります。し

しょう。

日常の中から感性でさまざまなことを学

かし、そこからが大変です。現実的な夢

んでいるのです。親の職業が影響するこ

をかなえるためには、思ってもいなかっ

ともありますよね。

たことと直面するかもしれない。その過

子育てをするお父さんやお母さん

やはり、親は子どもに多くの経験

私も親が教員で、自分も教職を目

程で大切なことは、自分が自分を信じる
ことだと思います。また、一度舞台に立っ

例えば、親が道端の花を見て「綺麗だね」

待を受けました。私のケースは特殊です

と言ったら、子どもは、親が花に対してど

が、例えば学校の先生も、子どもが期待

親から子へつながる

んな反応をしたのかを見て、学んでいま

してくれるからこそ頑張れますよね。

陶木

ミュージアムはとても大きな役割

す。親と子どもが一緒に過ごす中で生じ

をもつ場所なのですね。では、子どもた

るささいな出来事も、子どもにとっては

ちにとってミュージアムがどのような場

大切な経験ですし、そこに親と子のつな

所であってほしいとお考えですか。

がりが生まれるのではないでしょうか。

ベントを通してさまざまな活動を行って
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毛利館長と記念撮影。科学館のこと、社会課題から親子のつながりまで、多岐にわたるお話を伺うことがで
きました

夢に向かって努力する中で、客観的に
見てくれる誰かに相談したり、頼ること
ユースからの質問にも一つ一つ、丁寧に答えてく
ださる毛利館長

も大切ですね。そして最終的には、
「自

毛利

分が納得する」選択ができれば良いと思

分が満足する」かどうかではなく、「自

という課題に向き合っています。今とい

毛利

う目先のことだけでなく、ずっと先のこ

アムはどういう場所であるべきか」を突

毛利

とも考える必要があるということです。

き詰めて考えるようになりました。ミュー

しいものがある場所と感じてしまうことも

夢に向かって

のか、楽しいことだけではなく大変なこ

この課題を乗り越えていくためには、分

ジアムは設置者の定めたポリシーのもと

あると思います。ですが子どもにとって

陶木

毛利さんは宇宙飛行士という夢を

とも見ています。そのような親の姿を見

野が異なる多様なミュージアムが協力し

で運営されますが、それだけでなく、もっ

は、そんなに小難しいものではなく、きっ

かなえていらっしゃいますが、夢を目指す

た上で、同じ職業を選択しているという

ていくことが大切です。特に 2019 年

と広い視野をもって考えなければならな

とミュージアムも学校も、遊園地も変わ

にあたって親にかけてもらった、励みに

ことに意味や価値があると思います。見

にこやかにお話して下さる毛利さんの

には京都で ICOM（アイコム、国際博物

いと私は思います。

館長という立場になり、
「ミュージ

ミュージアムというと、何だか難

子どもは親がどのように振舞う

います。

りません。どこも、知らないものやワクワ

なった言葉はありますか。

ているがゆえに、時々反抗して違う職業

口調からも、人と人がつながり合い、支

館会議 ※ ）が開催されます。
「持続可能

私たちは、まるで人間が地球をコント

クするものであふれていて、いろいろな

毛利

を選ぶ人もいますけどね。

え合うことの大切さを感じられました。私

な社会の形成」は、日本に限らず、世界

ロールしているかのように誤解していま

経験ができる場所ですよね。子どもはい

いうことは正直ありませんでした。でも自

陶木 夢に向かうとき、自分が努力するこ

たちも、これから大きくなっていく子ども

で乗り越えていくべき課題ですので、さ

すが、そうではありません。宇宙に行っ

ろいろな経験を積んで、社会の一員になっ

分は親に絶対的に信用されていたとは思

とはもちろんですが、その他に周りの環境

たちも、夢に向かっていくために「つなが

まざまなミュージアムで協力し、一緒に

て強く感じることがありました。ひとりの

ていきます。だからこそ子どもには、でき

います。
「言葉」にしなくても親の「態度」

などで大切だと思うことはありますか。

り」を通して多くの経験をすることが大

盛り上げていきたいと考えています。

人間が生きられるのはせいぜい 100 年

るだけいろんな体験をしてほしい。多く

が本当に私の力になっていたのだと感じ

毛利

切なのだと感じました。

で、私たちが生きている時間は広い宇宙

の経験は社会に出て役に立ちますし、そ

ます。とはいっても、子どもの頃は気づ

ての夢と、現実的な夢です。例えば「宇

親の「言葉」が励みになった、と

夢には二種類あります。憧れとし

（石井ひとみ・陶木里咲）
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仙台市縄文の森広場
学芸員

ミュージアムの

すてきな人

ミュージアムの
そばに

山田めぐみさん

すてきな人

ものづくりを通して
縄文人のくらしを伝える

ま さ ひ ろ

齋 正弘さん

小さい人たちとの
活動の組み立て方

美術館の教育普及活動に長年関わってこられ、その中で子どもたちを
見つめ続けてきた齋正弘さん。「子ども」とはどういう人たちなのか、
そして、その子どもたちのために美術館・博物館ができることとは
いったいどんなことなのかについて、文章をお寄せいただきました。

齋 正弘さん
1981 年の開館以来、宮城県美術館にて教育普及の
研究と実践を行う。その理念や活動は、特に美術館
で教育活動に関わる人々に大きな影響を与えてきた。
退職後も児童館などで活動を行っており、教育に関
する研修などで、講師として全国各地に招かれる。
美術家でもある。

とムラのくらしに思いを馳せることをおす

母が離れている間に、愛用の布ばさみで

縄文時代のムラ「山田上ノ台遺跡」を保

すめしています。
「縄文人はここで料理を

大切な布をちょっきんちょっきんと…。あ

人間の幼体は、基本的な声の周波数が

１０歳以下＝自我形成準備期に、彼ら

物事の本質の端末をめぐる知識が溢れて

存する施設です。まるでタイムスリップし

していたのかも」とか想像するのにぴっ

とで、母と一緒に洋服屋のおじさんに謝っ

高い（うるさいとも言う）ので、周波数

と個人的に行われるある行動だけが、教

いる。溢れすぎて本質が見えなくなるほ

たように、縄文人のくらしを感じることが

たりな場所です。

たことを今でも覚えています。

の違う（大人の）話は聞か（こえ）ない。

育というもののように僕には思える。な

どだ。そして私たちの今の世界では、そ

なので扱いが面倒なのは当たり前だ。で

ぜなら、彼らには、まだ言葉による知識

の端末情報を持っている量の多い方がお

――好奇心旺盛な子だったんですね！大

も生まれた時にこういう騒々しい性質を

の伝達蓄積より、行動にだけ頼る生き残

利口であるかのように扱われることが多

仙台市縄文の森広場は、4000 年前の
やまだうえのだいいせき

できます。この施設で働く山田めぐみさん
――昔から、このようなお仕事をされて

にお話を伺いました。

いたのですか？

人になった今、好きなことはありますか？

霊長類人間は持っていたので、私たちは

りの知恵／本能だけがあるからだ。まだ、

い。そしてますますことの本質は、それ

――普段はどのようなお仕事をされてい

山田

以前は発掘調査の現場で働いてい

山田 最近はお菓子のリーフレットを集め

地球の上でここまでやってきてこうなれ

優秀な霊長類でしかないうちの生き残り

ら端末によって覆い隠されていく。

ますか？

たんです。学生時代、発掘のアルバイト

ています。こんな小さな紙の中に、お菓子

たのだということを、まず忘れないよう

の練習を手助けすることだけが、教育と

山田 おもに体験活動のお手伝いをして

をしていたこともありました。

屋さんの思いが詰まっているんだと感動

にしたい。

して。あとは、ラジオも好きです。人生相

います。
「火おこし」
「土器づくり」などの
縄文体験が毎日できるんですよ。
ほかにも、

――どちらも遺跡に関わるお仕事ではあ

季節のイベントの準備などもしています。

りますが、大きく内容が変わったのです

談やこども電話科学相談は、
楽しいですね。

小さい人たちと具体的な活動を組み立
てようとするとき、たぶんもっとも大切な

という基本的立場に立って考えれば、

ことは、まず物事はその人がすでに知っ

教え、育てること（教育）は、小さい頃

ていることだけしか使えなということだ。

にだけできるように思える。言葉を使っ

彼らの世界を広げるために使えるものや

ね。子どもたちと接するお仕事になって、

――それでは最後に、子どもたちやお父さ

て、ものを考え、理解し、世界観を意識

ことはすでに彼らが知っていることだけな

――縄文時代のものづくり体験ができる

意識していることはありますか？

んお母さんに伝えたいことはありますか？

的に広げていくことが自分でできるよう

のだということを自覚したい。たぶん、だ

なんて魅力的ですね！ 仙台市縄文の森広

山田

山田

になってしまうと、教育は、順位付けや、

から美術館での鑑賞の練習は大切なのだ。

場のオススメはどんなところですか？

ることを大切にしてほしいと思っていま

に親しみをもってもらえたら、うれしい

権威付けや、誰かに（だけ）都合の良い

そういう視点で鑑賞を考えると、今ま

山田 ここは高台にあって、見晴しがい

す。おうちの人も興味をもって見守り、

です。何かをつくってみることは、身の

評価などが中心になってきて、その人が

でやってきた鑑賞の仕方とはだいぶ違っ

いんです。北西に太白山、南には名取川。

時には力をあわせて、ものをつくる感覚

回りにあるモノへの「何でできている

立派な霊長類人間の成体になるための教

た方向が見えてくる。作品を読み解くた

抜群のロケーションの広場で、のんびり

を共有してみてほしいです。子どもたち

の？」「どうやって作られているの？」

育とは実はあんまり関係なくなってしま

めに大切なことは周りと比べてみること

にとって、家族とのいい時間になればい

という興味や発見につながるかもしれま

うように見える。その人自身より、その

だ。そこに残してあるのは上手い下手で

いなと思っています。

せん。いつもの世界がちょっとだけ新鮮

人に関わる人の戦い？に、知らないうち

はなく、大切だからだ。そして何より、

に見える、そんなきっかけになればいい

になってしまう。だからそうなる前、彼

感動の基本はびっくりすることだ。びっ

なと思います。

らにまず教え／伝えなければいけないこ

くりするためには作品も含め、身の回り

とは、身の回りをよく見て、それを自覚

の全てを使って練習する視点が試される。

たいはくさん

なとりがわ

手を動かしながら、それぞれ感じ

――山田さんの子どもの頃のお話や、ご

体験を通して、縄文時代の人たち

家族についてお伺いしたいです。
屋外のイベントは
大人も子どもも
大盛り上がり

私はとにかく泣き虫で、内弁慶な

はじけるような笑顔、
そして遺跡の魅力へ

することによって広がる世界の楽しさと

言えるものなのではないか。しかし、な

という自覚を基に、僕の子供達との活

子どもでした。思いをうまく伝えられない

熱い思いをもつ山田さん。
縄文人のものづ

多様性だけなのではないか。

ので、話を聞かず、自分の動きたいこと

動は組み立てられていく。最初、彼らの

山田

もどかしさから泣いてしまったり、そうか

くりに挑戦できる、
歴史のロマンやワクワ

最近、僕にはどうもこの順番と方向が

だけをやみくもに動くあの人達との教育

相談に乗ることの積み重ねから始まり、

と思えば「弟だけじゃなくあたしのことも

クがたっぷりつまった縄文の森広場。
子ど

逆になっているように思える。日本人と

的な活動は、私たち自身がついこの前ま

その積み重ねの蓄積で変化して活動は見

みてよ」とアピールしたりする長女でも

もたちの感じ方を大切にする山田さんの

か地球人とかはいざとなったらやめられ

でそうだったにもかかわらず、ひどく難

えるようになる。彼らがやりたいことの

ありました。親が共働きだったので、祖

姿勢に、
感銘を受けました。

るが、私が人間であることは止められな

しそうではある。

本質をまとめ、そこで一緒にやれる事に

山田上ノ台遺跡で、
ユースの山田が
学芸員の山田さんを
取材しました！

（山田佳歩）

さて、自覚以前の人間の幼体といる時、

母と一緒に畑の手伝いをしたり、物語の

い。私たちは近代に生きているので、宇

本を読んだりすることが楽しみでしたね。

仙台市縄文の森広場

宙のどこにいようと、自立した立派で良

こういうことを知らないうちに大きく

至っているかを整理する。そして今、こ

〒982-0815
仙台市太白区山田上ノ台町10-1
TEL.022-307-5665
FAX.022-743-6771
☆仙台市縄文の森広場はミュージアムキッズ1号
P.6-7でご紹介しています。
https://www.kodomohikari.com/mkids/

い人間でなければいけないことに気づい

なってしまっていた霊長類人間の成体＝

の歳になって、何に／をどのように反省

た。自立も、立派も、良いも、それぞれ

私は、どのように彼らとの活動を方向付

し後悔しているかを、できるだけ周りと

概念がその人、その時や場所によって違

ければいいのだろう。僕は、まず端末に

の人間関係などを取り払って整理する。

うが、それも肯定的に含めて、各々がそ

走らないことに注意する。うまくいかな

そのあたりで、ほぼ見えてくる景色が、

うなることを目指して教育は行われる。

いことも多いが。私たちの身の回りには

例えば、前回の「倒れるぞう」になる。

――印象に残っている思い出はありますか？
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さ い

ー みんな昔は子供だった

ミュージアムにあるのはモノだけじゃない！ そこには必ず素敵な人が
いるのです。私たちユースがこども☆ひかりプロジェクトで出会った、
ミュージアムで輝く大人を紹介します。
は

元宮城県美術館
教育普及部長
美術家

山田

子どもの頃は、大人の使う道具に

興味津々でした。母が洋裁の内職をして
いたので、
ある日お手伝いしてあげようと、

引き戻し、自分が何にドキドキして今に
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すめ
ママ、パパにおす

ミュージアム旅行
いわて子どもの森
自炊宿泊棟

「まんてんハウス」

『ミュージアムキッズ』で紹介されていたあの館に行ってみたい！
泊まれるところも教えて欲しい！というリクエストにお応えして、
小さなお子様と安心して利用いただける宿泊施設をご紹介します。
岩手県立児童館いわて子どもの森は、2003 年 5 月 5 日に、岩手県北部の一戸町奥中山地区に
開館しました。標高 650 メートル、豊かな自然環境の残る西岳山麓に、30 ヘクタールの敷地面
積を有しています。
「おとなもこどもも のんびり ゆっくり ぽけーっとしようよ」をテーマに、子ども自身が「みて・
きいて・ふれて・感じて」たくさんの楽しさや感動、不思議に出会うための「遊び」を大切にして
います。大型滑り台「のっぴい」や水遊びのできる「みずの広場」で身体を動かして遊ぶもよし、

『ミュージアムキッズ』誌で紹介している
たくさんのミュージアムを、一挙にリアル体験！

絵本の部屋「ヨムヨム」や世界の短編フィルムが楽しめる「子どもシアターぽけっと」でのんび
り過ごすもよし、館内を巡る「ようかいスタンプラリー」は、小さい子から大人まで楽しめます。
その他にもたくさんの遊び場があり、１日では回りきれないほどです。
そこで、泊まりながら遊ぶのがオススメ！いわて子どもの森には、自炊宿泊棟“まんてんハウ

日時

ス”があります。本館から渡り廊下でつながる、木の香が漂う清潔感あふれる宿泊棟には、和室・
洋室の２タイプがあり、バリアフリー設計のゆったりしたトイレや浴室、キッチンを備えています。
絵本などを用意しています。ご家族連れで、低価格でご利用いただけます。近くには、奥中山高
広大な自然に囲まれたいわて子どもの森でたっぷり遊び、まんてんハウスでゆったりとした時を
過ごしませんか。

〒 028-5134 岩手県二戸郡
一戸町奥中山字西田子 1468-2
TEL. 0195-35-3888（代表）

授乳室

幼児用
トイレ

おむつ ベビーカー
交換台
持込可
貸出有
（2台）

● 開館時間 午前9時〜午後5時
（夏季・冬季で変更あり）
● 休館日
毎週火曜日
（火曜日が祝日の場合は翌日）
、
年末年始
（12/29〜1/3）
／年4回
（4.9.11.2月）
整備休館あり
● アクセス IGR いわて銀河鉄道「奥中山高原駅」から 5㎞（車で 10 分）
JR 東北新幹線「いわて沼宮内駅」から 19㎞（車で 25 分）
東北自動車道「滝沢 IC」から国道 4 号線で 40㎞（車で 55 分）
八戸自動車道「一戸 IC」から国道 4 号線で 28㎞（車で 40 分）

キッズに
おすすめ

場所

（文：長﨑由紀）

いわて子どもの森

ミュージアム

9月 2日（日）

10：00～
15：00

家族でゆっくり団らんをお楽しみいただけるように、部屋にはテレビは設置せず、ボードゲームや
原温泉や一戸町観光天文台、釣り堀などのプレイスポットも充実！

2018年
：00～
9月1日（土）12
17：00
京都市勧業館
みやこめっせ

〒606-8343
京都府京都市左京区岡崎成勝寺町９−１
TEL：075-762-2630

対 象

幼児〜低学年児童 推奨

参加費

無料

申 込

不要（事前予約はできません）

（各日とも）

ワークショップご紹介
飛び続けるグライダーをつくろう＆宙返り折紙飛行機を作ろう

（青森県立三沢航空科学館・日本宇宙少年団みさわ分団）

せっきであそぼ（仙台市縄文の森広場）
のまおいのさむらいになってみよう（南相馬市博物館）
「紅」ってどんな色？浮世絵ぬりえとお化粧たいけん（伊勢半本店 紅ミュージアム）
移動水族館（アクアマリンふくしま）
リアル鉄道模型を走らせよう（京都鉄道博物館）
みがこう！木のかけら（キッズプラザ大阪）
シゴセンジャー
星座万華鏡（加古川総合文化センター・姫路科学館）
スーパーむしむしたいけん

（佐用町昆虫館・大阪府営箕面公園昆虫館・橿原市昆虫館・伊丹市昆虫館）

モグラのトンネル（三田市有馬富士自然学習センター）
（徳島県立あすたむらんど子ども科学館）
サイエンスショー「割れる？割れない？風船の科学」
大きな絵を描こう（びじゅつ部）
身近なもので火山実験！溶岩流を再現してみよう（雲仙岳災害記念館）
絵が消える？また見えた？絵っ…えっ？！（熊本博物館） ほかたくさん

〒669 -1546 兵庫県三田市弥生が丘６丁目
兵庫県立人と自然の博物館
こどもひかりプロジェクト事務局
TEL：090-9119-2005（清水）
E-mail：amk@kodomohikari.com

500 円

トラりん
（京都国立博物館
公式キャラクター）

［ ワークショップ出展館・団体（予定）］
札幌市青少年科学館／青森県立三沢航空科学館／仙台市博物館／スリーエム仙台市科学館／仙台市縄文の森広場／アクアマリンふくしま／南相馬市博物館／伊勢半本店 紅ミュージアム／日本科
学未来館／静岡科学館る・く・る／京都国立博物館／京都伝統産業ふれあい館／宇治市源氏物語ミュージアム／漢字ミュージアム／京都国立近代美術館／京都市国際交流協会／京都市青少年
科学センター ／京都万華鏡ミュージアム姉小路館／森林総合研究所関西支所／キッズプラザ大阪／佐用町昆虫館／大阪府営箕面公園昆虫館／橿原市昆虫館／明石市立天文科学館／加古川総合
文化センター／姫路科学館／兵庫県立人と自然の博物館／兵庫県立考古博物館／三田市有馬富士自然学習センター／島根県立三瓶自然館サヒメル／徳島県立あすたむらんど子ども科学館／福岡
市美術館／福岡アジア美術館／久留米市美術館／九州国立博物館／雲仙岳災害記念館／熊本県立装飾古墳館／熊本博物館／沖縄県立博物館・美術館／沖縄こどもの国
まだまだ増えるかも！

お問合せ

みんぱくクッキー

トラりんも
待ってるリン♪

出展者や内容等、予告なく変更すること
があります。直前情報は必ずホームペー
ジでご確認ください。

こどもひかり

検索

https://www.kodomohikari.com/

主催：こどもひかりプロジェクト／共催：京博連事業実行委員会／後援：京都市・京都市教育委員会・京都市内博物館施設連絡協議会・全国美術館会議・全国科学館連携協議会

武庫川女子大学の学生さんとコラボしたオ
リジナルの仮面型クッキー。国産無農薬栽
培の小麦粉を使用。ミルクとチーズ、優し

を入手するには？

い素朴な２つの味が楽しめるよ！ミルク味
はアフリカの仮面、チーズ味はヨーロッパ
の仮面の形です。お土産にもおすすめ！

世界のあいさつスタンプ
世界のありがとうスタンプ
各 400 円
大人気！世界の 20 言語の「こんにちは」

仮面キャンバス
バッグ

(W36cm×H37cm×D11cm)

1,200 円

と「ありがとう」のスタンプ。一番人気は

世界の仮面をモチーフにしたキャン

アイヌ語。
「イランカプテ」はアイヌ語で「こ

バスバッグ。どんな仮面があるか

んにちは」っていう意味なんだって。いろ

な？ カラーバリエーションもある

んな種類を集めてみよう！

よ。家族や友達とお揃いで使おう！

下記の方法・場所で入手できます！

国立民族学博物館
〒 565-8511
大阪府吹田市千里
万博公園10番1号
TEL.06-6876-2151
開館 40 周年を迎えたみんぱ
く。民族衣装などの生活用品
がたくさん展示されています。
（取材協力：国立民族学博物館
ミュージアムショップ
／文：徳平桃奈）
（いずれも税抜表示）

アメフラシは、カタツムリと同じ軟体動物（なんたいどうぶつ）です。軟体動物には、他にタコやイカ、
サザエやアワビなどの巻貝（まきがい）
、
アサリやホタテガイなどの二枚貝（にまいがい）が含まれます。

このなかまには、骨がないのが特徴（とくちょう）で、骨のかわりに殻（から）を持つものが多くいます。

こたえ

②カタツムリ
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アメフラシは、小さなころには巻貝のように殻の中に入って身を守っていますが、大きくなるのにつれ

て体の中に殻がうもれていきます。アメフラシにそっくりなウミウシという生きものがいますが、アメ

フラシは背中をおすと殻があるのがわかりますが、ウミウシには殻がありません。

タコやイカは、敵が近づくと墨（すみ）をはき出すのが有名です。アメフラシは、外敵におそわれると
背中から紫色（むらさき）の液体を出して身を守ります。この紫色の液体が海中に広がる様子が、雷雲

（かみなりぐも）に見えることから、アメフラシという名が付いたと言われています。

★ホームページからのお申し込み
5 冊 1,000 円＋送料で頒布いたします。ご活用ください。

★「こどもひかり倶楽部」のメンバーになる
「こどもひかり倶楽部」のメンバーには特典として、ご指定の住所に年 2 回「ミュー
ジアムキッズ」5 部をお届けします。
「こどもひかり倶楽部」の入会方法詳細は、2 ペー
ジ「ご支援の方法」をご覧ください。

★この号を置いてくださっている施設（FREE）
各館に置いてある部数には限りがございますので、予めご了承ください。

札幌市青少年科学館／野外博物館北海道開拓の村／青森県立三沢航空科学館／青森
県立美術館／岩手県立こどもの森／宮城県美術館／仙台市太白山自然観察の森／仙
台市縄文の森広場・地底の森ミュージアム／スリーエム仙台市科学館／せんだいメ
ディアテーク／ショップ＆ワンダーアエル／ふくしま森の科学体験センター ムシ
テックワールド／環境水族館アクアマリンふくしま／南相馬市博物館／群馬県立ぐ
んま昆虫の森／日本科学未来館／東京ステーションギャラリー／新江の島水族館・
なぎさの体験学習館／静岡科学館る・く・る／愛知県陶磁美術館／名古屋市美術館
／美濃加茂市民ミュージアム／金沢 21 世紀美術館／京都国立博物館／国立民族学
博物館／キッズプラザ大阪／こども美術館 スカイミュージアム／兵庫県立人と自然
の博物館／兵庫県立考古博物館／兵庫県立美術館／神戸アートビレッジセンター／
キッピー山のラボ（三田市有馬富士学習センター）／明石市立天文科学館／島根県
立三瓶自然館サヒメル／徳島県立あすたむらんど子ども科学館／九州国立博物館／
福岡アジア美術館／久留米市美術館／九重ふるさと自然学校／長崎県美術館／雲仙
岳災害記念館／長崎ペンギン水族館／熊本県立装飾古墳館／熊本市現代美術館／沖
縄県立博物館・美術館

●毛
 利さんと会い、お話できる貴重な時間になり

編集後

記

ました。人のつながりの温かさ、大切さを心に
留めて生活していきます。
（石井ひとみ）
●子
 供に寄り添う博物館の姿を見ることができ、
博物館教育の考え方が変わるきっかけになりま
した。
（井野 彩奈）

●ア
 クアマリンいなわしろカワセミ水族館の魅力が読者の皆さんに伝
えられていたら嬉しいです。
（井上みのり）
●新
 企画の「夏休み！いちおしたいけん」
。夏休みが楽しみになるよう
な記事を目指しました！（佐藤 萌）
●行
 ってみたい！と思うような文章でしたでしょうか ? むしむしたいは
楽しく学べるイベントなのでぜひ参加してみてください。
（新熊 千遙）
●特
 に子育て中のお父さんやお母さんの励みになるような記事になっ
たと思います。ぜひ多くの方に読んでいただきたいです。
（陶木 里咲）
●多
 くのご指摘を頂きながらの大変貴重な経験でした。今年の家族で
の夏休みの参考にして下さい！（竹田健一郎）
●源
 氏物語には明るくありませんでしたが、体験型の施設なので楽し
く学べました。綺麗な博物館なので是非！（牧 菜々美）
●盛
 り込みたい内容がたくさんあり、まとめることは大変でしたが、非
常に楽しく書くことができました！（三上 尭）
●自
 分の言葉というものが本当に難しく、これから活動する中で見つけ
ていかなければならないと気づくことができました。
（村山 佳穗）
●今
 回もミュージアムキッズに参加できて嬉しいです！ご協力下さった
皆さま、ありがとうございました。
（八重樫あすか）
●魅
 力いっぱいの縄文の森広場。暑い時期には夏まつりも開催されま
す。ぜひ足を運んでみてください。
（山田 佳歩）

「ミュージアムキッズ」vol.8 も、お楽しみに！

