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平成 29 年度全国科学館連携協議会 東海ブロック研修会 報告書 

 

◆日時 

 平成 30 年 1 月 24 日（水） 13 時 30 分〜17 時 00 分 

 

◆会場 

 三重県立みえこどもの城 

 〒515-0054 三重県松阪市立野町 1291 中部台運動公園内 

 

◆参加者 

 夢と学びの科学体験館：佐久間亜衣 

 岐阜県先端科学技術体験センター サイエンスワールド：三浦秀輝 

 岐阜市科学館：古山実 

 静岡科学館る・く・る：橋戸秀幸、木南友希 

 とよた科学体験館：坂部千津、胡貴江、早川真澄、須藤恵子 

 豊橋視聴覚教育センター・地下資源館：栗橋潤 

 全国科学館連携協議会事務局：谷村優太 

 名古屋市科学館：鈴木雅夫、山田厚輔 

 三重県立みえこどもの城：飯田眞理、坂口幸穂、野田美幸 

 

スケジュール 

 （１） 開会行事 

 （２） 参加各館状況報告 

 （３） テーマ「こども向け展示または実演の実例と課題」発表 

 （４） 館内見学 

 （５） 情報交換会 

 

開催内容 

（１） 開会行事 

みえこどもの城 飯田眞理常務理事より、開会の挨拶を頂戴した。以下、主旨。 

 当館は大型児童館である。体験展示など体を動かして学ぶ方針にて運営している。 

今回の研修会で各館の状況などを共有し、今後の事業などに活かし合っていきたい。 
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図１ 開会行事における飯田常務理事の挨拶 

 

次に、全国科学館連携協議会事務局 谷村優太氏より事務局からの連絡を頂戴した。

以下、主旨。 

 先日、国内研修があり 37 施設 59 人の参加があった。注目されたのが「SNS を使った

広報が増えている」ということだった。また、ディズニーのキャスト教育を担当した方の講

演会では、「期待値を上げて、終わった後は期待値以上にする」ことが重要とあった。 

 また、世界科学館サミットが開催され、90 カ国 800 人以上の方が参加された。世界で

は、「SDGs（持続可能な社会）」がポイントになっており、科学館が SDGs にどう関わって

いけるかが焦点となってた。 

 また、マブチモーターを始め、多くの企業から協賛をいただいており、来年度は BMW と

の協賛を深め、自動運転プログラムのワークショップも計画されている。有効に使ってい

ただきたい。 

 

（２） 参加各館状況報告 

・静岡科学館る・く・る 

 毎年 400 回の事業を行っている。数をこなさないと評価されない現状である。事業内容

は、学校連携、企業連携（企業の CSR、技術力 PR が背景）、財団内の他事業（音楽関

係など）連携、職員による教室、ボランティアによる教室などがある。 

 入館者は、昨年と比べて減少の見込み。原因が不明。土日の来館者数は減っている。

これは民間企業のイベントなどに取られている気がしており、今後は民間企業とも集客

争いをしないといけないと感じている。また、来館者層が低年齢化している。 

 対策として、展示支援担当による学校カリキュラムに合った常設展示の紹介などを小
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学生向けに行っている。また、今年度と来年度末に展示更新がある。しかし、展示数と

費用面から手をあげる業者が少なく、提案内容のブラッシュアップにも費用が足りず難し

い状況である。 

 科学館運営は、同財団が入札で決まったため、5 年間同財団が運営を行う。 

 以上のように、報告があった。また、以下のように、参加館からコメントがあった。 

 みえこどもの城  「当館の更新展示は現状プラネタリウムのみ」内容については、県

と調整して実施した」 

 岐阜市科学館  「スピンポールやブラックホールの吸い込みイメージの展示など、展

示の意図ではない何気ないことに子どもは楽しみを見出す印象」 

 事務局  「プラネタリウムの映像系を低年齢化しすぎると、客層が低年齢化する弊害

が起きうる。しっかり狙いを絞るべき」 

 

・サイエンスワールド 

 今年度はやや来館者数が減り、低年齢化が進んでいるが、館としては館のコンセプト

を大切にしながら、来館者のニーズを分析しながら工夫している。 

 当館は常設展示がなく、新しい工作教室などを絶えず提供している。3/17,18 の特別ワ

ークショップと土日のサイエンスショーで集客 UP を狙う。ショーでは、親子のコミュニケー

ションが生まれるよう工夫している。 

 4 歳の子どもから参加できる自律型ロボットのプログラミング教室が非常に人気。申し

込み 15 分で、2 日間の定員である 80 人が満席になる。教室概要は、人数：10 人、時間：

1 時間、回数：4 回/日であり、2 日間行った。指導は全て三浦氏一人で行っている。 

 以上のように、報告があった。また、以下のように、参加館からコメントがあった。 

 静岡科学館  「プログラミング系の教室は、企業から協賛したいというアポきている。

企業と学校の教員（小学校教員はプログラミング導入に対して困っている）とのマッ

チングを当館が担えないか検討している」 

 岐阜市科学館  「自律型ロボットは何を使っているか」 

 サイエンスワールド  「ビュートローバー」 

 岐阜市科学館  「当館では NTT ドコモの段ボールでできたロボットを試験的に導入し

ている」 

 

・夢と学びの科学体験館 

 前身は児童館で、体験中心の展示を子ども向けに展開している。来館者数は、土曜は

少ないが、月曜は多い傾向があり、全体としては前年に比べ伸びている。これは近隣小
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学校の振替休日が影響している。そのため、月曜にプラネタリウムを上映するなど対応

している。 

 また、エントランスにて 10 分ほどでできる簡単な科学実験体験を行っている。材料は

実費を頂戴（50 円ほど）し、科学体験スタッフがなるべく常駐し開催できるようにしている。 

 低学年ベースを進めつつ、大人向け講座などを行い、中学生や大人の来館者も増や

していきたい。 

 

・豊橋視聴覚教育センター・地下資源館 

 今年の来館者数は 10 万人に届かない見込み。入館者数はプラネタリウムのテーマに

影響する。プラネタリウムテーマは、去年は妖怪ウォッチ、今年は忍たま乱太郎であり、

去年と比べ約 1〜2 割減った模様。 

 去年、豊橋市内の施設と協力してスタンプラリーを開催したが人が集まらなかったので、

QR コードを利用した謎解きイベントを新たに開催した。しかし、結果は去年の 3 割程度し

か人が集まらなかった。告知不足や問題の難易度設定などが原因ではないかと考えて

いる。 

 

・岐阜市科学館 

 今年の来館者は例年より多くなる見込み。 

 サイエンスショーを学校休業日に 1 日 3 回、月 1 回ゲストを招いたショーを行っている。

特に平日の学校団体向けのショーは約 60 回行っている。 

 プログラミングの教室も GW 頃から始めている。試験的に NTT ドコモのスタッフが対応

し、1 コマあたり 4 年生以上 10 人を 11 コマ行った。また、希望校に入っているペッパー

を利用して、科学館でもプログラミング教室を試験的に行った。内容は、ペッパーに科学

館の案内をさせるプログラムを作成する。今後もプログラミングには力を入れていく。 

 夏休みは休館日なし。特別展（恐竜）は 4〜5 万人ほどの入館者数であった。 

 

・とよた科学体験館 

 今年の入館者数は昨年より減少傾向である。 

 出前サイエンスショーは幼稚・保育園（約 30 園）、小学校、団体などに行っている。出

前ショーでは、身近なもので実験することに注力し、実験後には体験をしてもらうようにし

ている。ワークショップは無料のものから実費（材料費）を頂くものなどがある。ロボット関

連は、豊田工業高等専門学校の教師に講師をお願いするなどして取り組んでいる。 
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・名古屋市科学館 

 今年は来館者数が少なくなる見込み。主な原因は、昨冬の特別展入場者数が多かっ

たことの反動だが、今春以降の特別展で回復を狙っている。 

 

（３） テーマ 「こども向け展示または実演の実例と課題」 発表 

 参加館ほとんどが今年の来館者が減少する傾向を報告したため、テーマ発表を行う予

定だったが、急遽、その原因や対策などを議論することとした。テーマ２件もこの議論の

中で簡単に触れた。以下、主旨。 

 

みえ 来館者アンケートによると、当館以外で遊びに行く施設は「イオン」との回答が 

      多かった。買い物もできるし、近年はワークショップなども開催しているため、 

      非常に厳しいライバルと感じている。 

事務局 イオンでワークショップや出前系をやってはどうか。 

みえ 今後はその方針も進めていきたい。 

岐阜 商業施設でのイベントは、施設の利益につながる可能性があるためできな 

い。 

名古屋 特別展はメディアと協賛しており、テレビ CM などで大きく広報できる。特別 

 展入場者数が、入館者数に直結するので、非常に重要である。 

ワールド 外部の人と仕事をするには営利目的であると指摘された過去がある。 

静岡 商業施設でイベントを行った際、施設に費用を請求するか。 

岐阜 商業施設では行っていないが、公共団体相手でも材料の現物支給のみ。 

みえ 基本的には無料で行っている。 

静岡 企業と協賛するときはしっかり費用請求している。学校などは無料で行う。 

事務局 同様。新聞のコラム等への協力など、費用は請求している。 

豊橋 企業への営業活動などはしているのか。 

事務局 営業しているし、企業の営業が来る場合もある。金額は都度相談。 

名古屋 出前先は教育委員会で決定した学校にしか行けない。子供会はお断りして 

 いる。 

岐阜 当館では子供会への出前は行っている。 

夢 今は館の業務を充実させる時期として、出前は行っていない。 

岐阜 食べ物を使った事業ができない。液体窒素で凍らせたマシュマロを観覧者 

 に食べてもらいたいがやっていない。 

ワールド アイスキャンディーを作る実験はあったが、今は行っていない。 
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名古屋 発表予定だった「遊びの広場の現状」も「こどもが自由に遊ぶ」ということはでき

ない方向へと進んでいる。やれることの幅が狭まってきてる。 

事務局 以前、テナントのレストランでのアレルギー表示のミスがあった。科学館内 

 で食を提供することは非常に難しい。 

名古屋 今年新たな事業でイノシシを解体する教室を開催する。さばいた肉を持ち帰っ 

てもらうことを検討したが止めた。（参加者は持ち帰りを期待していた雰囲気） 

岐阜 もし、食が提供できるなら、赤ワインに醤油入れて超音波かけると美味しく 

なる実験など、やって見たいことはある。 

 

（４） 館内見学 

 みえこどもの城 飯田常務理事及び野田氏に館

内をご紹介頂いた。また、プラネタリウム「オーロラ

の世界」を見学した。 

 

 プラネタリウム「オーロラの世界」は、職員が 

作成したオリジナル番組である。オーロラの 

歴史や発生する仕組みなどを子ども向けに 

ポップな絵とわかりやすい解説で紹介してい 

た。また、写真家のオーロラ写真を音楽にの 

せ紹介し、幻想的な世界観を演出していた。 

 

 館内は、大きく分けて「ドームシアター」「アート・サイエンススペース」「プレイランド」「舞

台スペース」「イベントホール」「プレイルーム」に分かれている。 

 ドームシアターでは、プラネタリウムを鑑賞できる。 

 アート・サイエンススペースでは、工作教室が行える机と椅子が配置されていた。また、

陶芸ができる職員による陶芸教室で使う炉も配置されていた。 

 プレイランドでは、体を動かせるようアスレチックとクライミングコーナーが配置されてい

た。特に、クライミングコーナーでは、ただ体を鍛えるだけではなく、仲間同士で応援した

り、難しい壁に挑戦したりと様々な学びができる。県下の大会で優秀な成績を収めるボ

ルダリングの選手も輩出した。1 時間 200 円でスタッフが常駐している。ボルダリングが

オリンピック種目に採用されて注目されており、テレビ番組の取材も行われている。 

 舞台スペースでは、地元の高大生などが公演できるスペースとなっている。日頃の活

動のお披露目だけでなく、観覧している子どもの興味や父兄、企業の関心などを結びつ

図２ 「オーロラの世界」チラシ 
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ける重要なスペースとなっている。 

 イベントホールでは、職員が企画したイベントや展示を行っている。およそ 2 ヶ月間で

内容を更新して行っている。企画から施工まで全て職員の手によって行われている。見

学時は、イルミネーションを展示していた。星座の形上に電球を配置したり、ロケットや惑

星を装飾したりときらびやかな世界観だった。 

 プレイルームでは、カプラというフランスの積木が 8 万ピース配置してあり、子どもたち

が自由に遊べる空間となっていた。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       図３ ドームシアター          図４ アート・サイエンススペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図５ 陶芸教室用の炉              図６ 工作教室の一例 
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        図７ プレイランド             図８ クライミングコーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図９ 舞台スペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図１１ イベントホール 

 

           図１２ オリオン座ライトアップ 

図１０ 照明機材 
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      図１３ プレイルーム              図１４ みえこどもの城 

 

 後に、次回の開催館について、浜松科学館（浜松市）、港防災センター（名古屋市）

などの名前があがった。来年度に向け調整していく。 

 

（５） 情報交換会 

 希望者による情報交換会を行った。終始会話が途切れず、非常に有意義な情報交換

ができた。 

 

以上 


