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本日の発表内容

• 大阪市立科学館について

• 大阪市立科学館のサイエンスショー

制作と意義

• サイエンスショーを実演するボランティア



大阪市立科学館 （登録博物館）

• 1989（平成元）年開館 来年は、30周年。

前身は、大阪市立電気科学館

日本初のプラネタリウム導入館

（1937年）



科学館の立地
• 大阪大学理学部跡地

• 湯川秀樹が中間子論を研究していたところ

(1933～1939年）
1934年 中間子理論発表
1949年 ノーベル賞受賞

関連展示
コッククロフト・ウォルトン型加速器



科学館の展示場
• 約３,２００ｍ2

• 約２００点の展示

• １,０００点を超える資料

• サイエンスショーの実演

日本の博物館で唯一の「化学専門フロア」

展示場面積約４３０ｍ２

展示数３２点、資料数７００点以上



利用状況
最近3か年の来館者数
Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

展示場入場
者数

３６８，１４７ ３７５，３７６ ３７９，０２１

プラネタリウム
入場者数

３５３，７８６ ３５６，６９４ ３４１，０１１

普及事業参加
者

５，０９１ ９，８２１ ６，８１０

総来館者数 ７２７，０２４ ７４１，８９１ ７２６，８４２



サイエンスショー

●開演時刻
土日祝日・学校休み期間 １１時,１３時,１４時,１５時
平日 １４時 （１０時,１１時,12時,１３時は事前予約制）

●所要時間 約30分間
●定員 100名程度（多いときは150～180人くらい）
●テーマ ３ヶ月毎に交代（主に物理・化学）
●演示 学芸員(４名)、学芸補助スタッフ(３名)、デモスト

（３名）



大阪市立科学館のサイエンスショー

1989年の開館以来、118テーマを実施。
（2018年９月まで）

液体窒素の実験、静電気の実験等は、

よくリバイバルされるテーマ。

その他、「電池」「偏光」「スペクトル」

「磁石」「燃焼(花火）」等も複数回実施



①身の回りに起こる現象を紹介する。

また、その仕組みを解説する。

②普段は見ることができない、特別な現象

を紹介する

大阪市立科学館のサイエンスショー

磁石の働き 空気・大気圧の力

超伝導、爆発現象、スペクトル



③考察・・・自分の頭で思考する

大阪市立科学館のサイエンスショー
サイエンスショーの意義 －目的－

①実験をとおして、自然の摂理を

紹介する

②実験自体の観察、現象の確認



• 自分が見た実験の結果から考え
る。そこから何かを見つけ出す。

• 分かったという感動

そして新たな疑問を



サイエンスショーの意義 －行う理由－

①展示化しにくい現象の紹介

火の使用 化学反応を見せるなど

②展示物の補完

発電 電池 偏光など

大阪市立科学館のサイエンスショー

～ １回約３０分間の演示 ～



大阪市立科学館のサイエンスショー

• 来館者の52.8％が大人（2017年度）

• 子供だけが観客ではない。

しかし、世間では…

科学館 ⇒ 子供向けのイメージ
美術館、歴史系博物館にはないイメージ。

「こども科学館」、「青少年科学館」など、子供を
念頭にしている館もあるので、ある意味正しい。



老若男女が対象

気を付けなければならないこと

言葉遣い

大人のお客様

大阪市立科学館のサイエンスショー



科学を知ること、学ぶことは、決して子供
だけのものではない

大阪市立科学館の使命
「科学を楽しむ文化の振興」

大阪市立科学館のサイエンスショー



大阪市立科学館サイエンスショーの
特徴

• 企画＆製作＆演示を学芸員が行っている
＊「ヒミツの光で大実験」はボランティアと学芸員の連携製作

• 実験を中心に据える。余計な演出を排除。ソリッドに

• 繰り返し実験をする

• 幅広い年齢層に対応→子供中心に制作していない

• 学芸員だけでなく、ボランティアも演示

• 事前の研究会を実施。一般・専門の人々と内容の検討。

開始後は、学芸員同士による演示チェック・経営層との

事業検討会を行い、内容の検討・調整を実施



サイエンスショーの作り方
ネタ集め： 本、研究会、Web…、自分の頭

初期のショーは、言いたいこと、知ってもらい
たいこと ⇒ 理屈優先

結果、実験が伴わないためトークショー、講義
になってしまった。

→ 現在は、実験できるもの、目玉になる
実験を用意して、そこから語れることを
ショーにする。実験の担保を取る。



出来上がるまで
流 れ 内 容

実施前年度 企画書提出、ショー担当者で打ち合わせ

～実施３か月前 実験調整、開発

実施２か月前 サイエンスショー研究会 → お客様の前での
プレビュー①
ジュニア科学クラブで実験

実施1ヵ月前 お客様の前でのプレビュー②

実施3週間前 演示担当者練習、演示前検定

実験開始当日 初日おめでとうございます！

実施１か月後 サイエンスショー研究会での確認
事業検討会議での報告、調整・反映

年度末 大阪市立科学館研究報告誌へのレポート



サイエンスショーの演示方
演示者の意識

• 主役は？

• 目的は？

• 態度は？

演じる自分 → お客様

自分が楽しい→ お客様が楽しむ

尊大、教える→ 謙虚、導く、

ファシリテーター（促進者）



サイエンスショーの演示方
実 験について

• しっかり見せる
俯瞰・客観性、正確な情報の提示
繰り返す 現象中心シンプルに

• 実験を成功させる
イメージトレーニング、現場での練習

• 緩急、間のある展開
台本の作成、見学者の心理の把握



サイエンスショーの演示方
構 成 １

• 構成を考える

• 人の気持ち（心理）を考える

→ 身近な例から、特殊な例へ
→ 同じ概念を複数の実験で
→ 直前の実験を踏まえ、次の実験へ

→ 面白いものを見たい
→ 楽しみたい
→ 知りたい・理解したい



サイエンスショーの演示方
構 成 ２

• 実験を見せる

1回だけでなく、繰り返すことも

• 喋らない

人の話は聞かない、聞きたくない

• 考えさせる

「問い」を立てる ⇐単なる「質問」ではなく



サイエンスショーの演示方

• 実験：解説（しゃべり）＝１～３：７～９

サイエンスショーではない

トークショー、授業

• 実験：解説（しゃべり）＝５：５

もう一歩

• 実験：解説（しゃべり）＝７：３

サイエンスショー！実験を見せる！



サイエンスショーの演示方

★演示者は常に、お客様の顔を見る

• レベル１ 目がキラキラする

• レベル２ 喜んでもらう

• レベル３ 考えてもらう

• レベル４ 理解してもらう

• レベル５ 新たな疑問の発見
• レベル６ 自ら考え、理解し、問いを見つける

サイクルを作り出す

お客様の気持ちを変化させる 難易度

易

難



サイエンスショー

考えて分かったという感動を！

↓
そして新たな疑問を！



サイエンスショーを演じるために

検定チェック項目（求められる技量）

「科学館の役割」「安全」も念頭に、
楽しいサイエンスショーを行う。

項 目 内 容

お客様に対す
る姿勢・態度

表情、身だしなみ、雰囲気づくり…

実験 安全面の配慮、手際、習熟度…
話術 言葉遣い、声の大きさ…
ショー構成 時間配分、分かりやすさ、コミュニ

ケーション…
科学的背景 知識、情報量、正確さ…





サイエンスショ―に必要な3つのスキル
Katz Model (人材評価・育成プラン作成の基礎理論）

（１）仕事における知的スキルは3種類

（２）それぞれの仕事は、並置や選択ができず、

階層構造を形成している。

↓
（１）サイエンスショーにおけるスキルは3種類に

分けられる

（２）それぞれのスキルは、並置や選択ができず、

階層構造を形成している



Katz Model 
仕事における知的スキルは3種類

コンセプチュアル・
スキル
（要約できる能力）

事象を包括的に理解して問題の
本質をとらえて抽象化、普遍化
する能力

ヒューマン・スキル
（この人に聞くと

よく分かる）

組織で仕事を遂行するために必
要な対人関係、管理能力やコ
ミュニケーション能力

テクニカル・スキル
（現場で身につける）

特定の分野において業務を遂
行するために必要な固有の専
門知識や技術

Top
上位

Middle
中位

Lower
下位

出典 Katz,R,L ‘Skills of effective administrator’ Havard Bussiness Review ,1955
宮川 壽夫氏（大阪市立大学）要約

マネジメント・スキル



Katz Model Science Show 

コンセプチュアル・ス
キル
（要約できる能力）

自然科学の事象を包括的に理
解し、その本質をとらえて抽象
化、普遍化し、新たな関連・構成
を作り出せる能力

ヒューマン・スキル
（この人に聞くと

よく分かる）

サイエンスショ―を行うために必

要な対人関係、管理能力やコ
ミュニケーション能力

テクニカル・スキル
（現場で身につける）

それぞれの実験を確実に成功さ
せるために必要な固有の専門
知識や技術

テクニック ＜ ヒューマン ＜ コンセプチュアル
基本 実践 応用

以上の、積み上げを学芸員が踏まえたうえで、、、

Top
応用

Middle
実践

Lower
基本



大阪市立科学館で活躍する
科学デモンストレーター

• 科学デモンストレーターは、大阪市立科学館のボ
ランティア

• エキストラ実験ショーを中心に演示実験を行う

• 科学デモンストレーターになるには、約1年間の

研修。研修費用2万円

他館にはない、当館の事業。

研修＆ボランティアによる

実験ショー



サイエンスショーを演じる
科学デモンストレーター

当館ホームページで公開。
ただし現在は、展示場休止のため
表示されない



研修スケジュール（2017年の例）

テーマ 内容 研修日（土日祝日） 単位

６月 むらさき
キャベツの
大実験！

第１段階 指定日から２日間見学研修
１７月 第２段階・仮検定 指定日の２日間 実験練練習

８月 第３段階 指定日の２日間 公開演示実験
９月 マイナス

200℃の
ふしぎ

第１段階 指定日から２日間見学研修
１10月 第２段階・仮検定 指定日の２日間 実験練練習

11月 第３段階 指定日の２日間 公開演示実験
12月 虹でじっけ

ん、光のせ
かい

第１段階 指定日から２日間見学研修
１１月 第２段階・仮検定 指定日の２日間 実験練練習

２月 第３段階・修了検定 指定日の２日間 公開演示実験
３月 学習会 修了式 サイエンスショーに関する学習会等

並びに修了式（２単位以上取得）



研修概要（１シーズン）
2017年6・7・8月のサイエンスショー

「むらさきキャベツの大実験」

6月 第1段階【見学・研究】勉強・実験手際・台本作り

7月 第2段階【実験の練習】
→仮検定（学芸員を前で、20分の通し演示）

仮検定に合格したら、

8月 第3段階【実践練習】
一般のお客さまの前で、20分の演示を2回

→無事終了したら１単位



ショーを演じるために

検定チェック項目（求められる技量）

「科学館の役割」「安全」も念頭に、
楽しいエキストラ実験ショーを行う。

項 目 内 容

お客様に対す
る姿勢・態度

表情、身だしなみ、雰囲気づくり…

実験 安全面の配慮、手際、習熟度…
話術 言葉遣い、声の大きさ…
ショー構成 時間配分、分かりやすさ、コミュニ

ケーション…
科学的背景 知識、情報量、正確さ…





科学デモンストレーター
• 科学デモンストレーターになるには、研修講座
を受けて、修了することが条件

• 研修講座であり、養成講座ではない。

→科学館による手取り足取りの指導ではなく、

受講生の自主性を尊重、そして期待。

科学デモンストレーターの活動が、楽しく面白い、
そして科学の普及と理解を市民に伝えている。

結果、科学館の理念の実践を担ってくれている。



大阪市立科学館サイエンスショーの
特徴（再掲）

• 企画＆製作＆演示を学芸員が行っている
＊「ヒミツの光で大実験」はボランティアと学芸員の連携製作

• 実験を中心に据える。余計な演出を排除。ソリッドに
• 繰り返し実験をする
• 幅広い年齢層に対応→子供中心に制作していない
• 学芸員だけでなく、ボランティアも演示

• 事前の研究会を実施。一般・専門の人々と内容の
検討。開始後は、学芸員同士による演示チェック・
経営層との事業検討会を行い、内容の検討・調整を
実施



来年4月以降、ぜひ大阪市立科学館のサイエン

スショー並びにエキストラ実験ショーをご覧くだ
さい。

お待ちしております。
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