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2018 年度海外科学館視察研修 参加報告 
 
 研修概要：2019 年 2 月 18 日～22 日（4 泊 5 日） 
 訪問先：香港科学館、マカオ科学館、国立台湾科学教育館 
 
 所属館：公益財団法人沖縄こどもの国 ワンダーミュージアム 
 氏 名：鈴木理美 
 目的：海外での科学教育における取り組みを学ぶ。さらに研修に参加する国内の科学館と 

情報交換や意見交換を行いネットワークをつくるなどして自館の充実につなげる。 
 

＜はじめに＞ 
今回の研修を振り返り率直な感想として、直接お会いして話を聞くことは大事なことだ、と改めて思

いました。そして、香港、マカオ、台湾の取組みや科学館としての思いに触れ、刺激を受け、さらには

共感する言葉や想いに出会えた研修だったなと思います。参加できて本当によかったです。 
そもそもなぜ今回の研修に参加しようと思ったのか。いくつか理由がありますが、ひとつは勢いのあ

るアジア（香港、マカオ、台湾）の科学館がどのような取り込みを行っているのか興味がありました。

もうひとつは、ここ数年、私たちのところにも台湾や香港をはじめ特にアジアからの観光の方々の来館

が増えてきました。そしてその勢いに乗り観光地としてインバウンド向けの誘客を推進しようという動

きが高まっています。一方で沖縄こどもの国・ワンダーミュージアムは長く地元の子どもたちに親しま

れ、「人をつくり・環境をつくり・沖縄の未来をつくる」という使命に向けて進んできました。もちろん

今後もその使命が軸にあることに変わりはありませんが、観光、地元、地域振興、人材育成、教育、楽

しさ、公益、収益といった様々な狭間の中で“私たちはどうあるべきなのか”を考えることが多く、そ

のタイミングでこの研修に出会い参加をさせていただきました。 
 
＜香港科学館＞ 
さて、研修の初日、香港に到着後すぐに香港科学館に向かいました。対応してくださったのは館長の

CHAN さんと 2 名のスタッフの方。立派な会議室に案内され約一時間、通訳の方が取り持つ形でお話の

時間を頂きました。連携協事務局の谷村さんが仕切りつつもそれぞれが自由に質問をしてよいという和

やかな雰囲気でした。他の方の質問やそれに対する答えを聞きながら私もいくつか質問をさせていただ

きました。ひとつは「科学館には地元香港の子どもたちはどのくらいきますか」という質問。香港の人

口約 740 万人。年間観光客数 5,500 万人という中で香港科学館の入館者数は年間約 120 万人（多い時に

は約 200 万人）。質問したのは香港科学館が誰のための何のための科学館としてあるのか知りたかったか

らです。館長の答えは「香港の子どもたちがどのくらい来ているのか正確には調べたことはないけど、

中国本土、マカオ、韓国など観光客も非常に増えています。でも私たちはローカルのための施設である

という認識です」というものでした。さらに、館内の表記なども中国語と英語以外の言語を増やすつも

りはないというお話もありました。そしてもう一つ「香港の子どもたちは科学は好きですか」という質

問をしました。日本ではこどもの理科離れの話題を耳にします。世界学力テストで常に上位にいる香港

の場合はどうなのだろうと思いました。答えは「香港の子どもたちは遊ぶのが好き。だって毎日学校の
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勉強で大変だから。でも来てくれる子供たちの様子を見ると科学が好きみたい」というものでした。 
香港科学館は 1991 年に開館し既に 25 年たっている。年間の入館者数は延べ 120 万人。2017 年～2018

年にかけて開催した大英博物館のミイラの企画展を開催した時は約 200 万人の入館があった。入館者数

の約 3 割は子どもの利用。利用者の傾向として日本と同じように中高校生は少ない。ファミリーでの利

用も多い。入館者数のうち約 30 万人は団体利用。小中学校向けに実験教室も行っている。団体向けのガ

イドや先生のためのプログラムもある。出前教室も行っていて年間おおよそ 20 回ほど実施している。科

学館では年に 2 回の企画展を開催している。これら企画展をはじめ、展示、教育、リニューアルなどの

計画は館長が行う。スタッフは約 120 名。この中にはデザイナーやエンジニアなど、様々な職種が含ま

れる。展示に関わるスタッフは約 20 名。科学コミュニケーターという名前ではないが近い役割を担うス

タッフは 10 名ほどいる。香港科学館は政府からの全面的なバックアップのもと運営している。引き続き

クオリティの高い内容をしっかり提供していく必要がある。SDGs に関する取り組みもある。大きくその

ことをクローズアップして取り組むということはしてないが、一例としては企画展で使用したテント生

地をリユースした。企画展開催にあたってはレンタルした展示物を展示するだけでなく、関連する内容

のオリジナル展示も添えて、企画展の理解や関心につながるような取り組みをしているというお話でし

た。 
話し合いの後、館内を見学しました。はじめに案内いただいたのはチルドレンズギャラリー。リニュ

ーアルして間もないようでどの展示も遊びながら五感を刺激する展示が多くありました。フランスのプ

ロダクトによるものとあって色彩も鮮やか。デジタルとアナログ、子どもたちが興味をもつ仕掛けも多

く月曜日の閉館間際の時間でしたがたくさんの子どもたちが展示室を楽しんでいました。その後案内し

ていただいたのは 2 つの特別展。シルクロードに関する企画展と時計に関する企画展でした。館長が力

説していた通りどれもすごく素晴らしいものでした。アイデンティティを触発する内容だったようにも

思います。特に印象深かったのは企画展の内容に合わせたオリジナル展示。見学者の理解につなげたい

というスタッフの方々の思いをすごく感じました。時間がなく駆け足での見学となり、科学館の中央に

ある大きなボールレールの装置も、さらには約 500 点という展示の数々も見ることはできませんでした。

またの機会があればぜひ時間をかけてゆっくりと回りたいと思います。 

 
＜マカオ科学館＞ 
研修 2 日目はマカオ科学館。この時期にしては珍しいといわれるほどの大雨の中、香港からフェリー

に乗ってマカオに向かいました。マカオに到着するとすぐにマカオ科学館へ。科学館の向かい側には金

色に輝くカジノの建物がそびえたち、台風の被害で外壁を改装中という科学館はかなり大きな建物にも

関わらず伝統的な竹の足場でおおわれてました。科学館に到着し出迎えてくれたのは館長の SIO さん、

そして 10 名近いスタッフの方々。到着するなりエントランスホールでの出迎えを受け、10 周年の記念

品を頂戴し、その後記念撮影という感じでいきなり歓迎ムードに包まれました。その後場所を移動しお

話の時間を頂きました。（話の前半は話が遠くて聞こえませんでしたので聞きもらしたことも多いかと思
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います） 
マカオ科学館は 2009 年に開館して今年でちょうど 10 年。スタッフの数は約 100 名。組織としては株

式会社。予算は政府の全面的なバックアップがある。しかしながら体制の面では十分ではないため、学

校や企業と連携して運営をしている。マカオはカジノが多いが産業が乏しい。産業の創出や支援につな

がるよう科学技術の力を高めていきたい。IOT 技術やロボット技術、プログラミング、それにつながる

STEM 教育を推進していきたい。さらにマカオの著しい発展の中で取り組みが遅れている環境問題に対

するエコロジーへのアプローチに対しても意欲を示していました。マカオ科学館の建物はエコロジー建

物としての認定を受けているというお話。さらにマカオにしかいない昆虫の話題もありました。今後は

台湾湾を囲む地域（マカオ、香港、台湾）が連携し環境問題への取り組みを行う予定がある。学校は知

識を得る場。科学館は実際に体験する場。SDGs については街全体で動いていくことの大切さを示してい

ました。お話も終盤に差し掛かったところで一つ質問をさせていただきました。内容は「小学生など年

齢の低い子どもたちに対してどのようなアプローチをしていますか」というもの。なぜならこれから特

に力を入れ行きたいと話す IOT，ロボット、プログラミング、環境問題など、これからマカオをつくっ

ていくための教育を普及していくにあたって、そこに年齢的段階的なアプローチがあるのか、大きな目

標に向けたステップをどう考えているのかについて知りたかったからです。答えは子どもたちが興味が

持てるようドラマを作って、みてもらうようにしている。というものでした。 
さて、14 の展示室をもつマカオ科学館。展示数も多く、やはりここも駆け足での見学となりました。

その中でも天文館は特別感のある最新鋭なものでした。プラネタリウムの形状であるが投影方法が裏か

らプロジェクターをあてるタイプ。さらにスクリーンはメッシュになっていて圧迫感やエコー感がない。

このことからプラネタリウムやシアターの上映だけでなく、例えば音楽会や講演会など様々な形で活用

をしているようでした。週末は子どもたちを対象に天文に関するアクテビティも行っているようです。

このシアターは特別な賞も頂いているようで、そこに関わるスタッフの方々の熱意をすごく感じた場所

でした。館内の展示ブースにはテーマごとに様々な展示がありそのほとんどがハンズオンでした。その

中の「児童科学」は小学生の子どもたちが科学的知識を学ぶための場所。「児童公園」は 120ｃｍ以下の

子どもたちを対象にした親子活動の場として展開していました。「児童公園」には香港科学館と同じ展示

物もいくつかありましたので共同で開発するなど様々なところで連携や協力体制があるのかもしれない

と感じました 

 
＜国立台湾科学教育館＞ 
マカオから香港に戻り、さらに香港から台湾へ。最後の訪問先は国立台湾科学教育館。沖縄から非常に

近いということで、今回最も興味のある視察先でした。館長の CHEN さん、そして 10 名近くのスタッ

フの方々に歓迎、対応いただきました。はじめに館長からの挨拶と科学教育館の概要についてのお話、

スタッフの方による説明、質疑応答、さらに今回通訳をしてくれた日本科学未来館の chenchen さんによ

るワークショップと続きました。お話を伺い、台湾科学教育館の科学・教育への思いの強さ、そして実
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践していることの数々。どれも本当にすばらしく、説明を聞いて感激ばかりしていました。 
 台湾科学教育館のはじまりは 63 年前。はじめは学校教育のサポートをするための施設。2003 年に今

の場所に移転してからは学校の学生対象という役割の枠を超えてすべての年齢を対象とする施設になっ

た。幼児から大人まで、高齢者の方々も多く利用頂いている。施設の面積も 20 倍に増えた。年間の来館

者数は約 280 万人。建物は地上 10 階、地下 3 階。常設展は 3 階～6 階、7～8 階は企画展、9 階は図書館、

10 階は事務所。地下 1 階は実験教室などがある。企画展のひとつは企業による展示、もう一つはオリジ

ナル展示で企画展の更新は約 1 年単位。オリジナル展示はアウトリーチもしているようでぜひ日本でも

活用していただきたいとのコメントもありました。科学教育館の展示は基本的にはハンズオン。探究す

ること、そして楽しむことを大事にしているというお話を何度も繰り返していたのもすごく印象的でし

た。そして、世界を見る角度を変えたい。もっと自由に、もっと楽しく、もっと身近に…。と、熱く語

る姿に私自身も思いを重ねました。また科学教育館のあるエリアには他に天文教育館やこども遊園地な

どがある。それぞれと連携しながら場を作り盛り上げていきたい。スタッフの数は 107 名。科学館の運

営、科学館での取り組み以外にも多くの活動をしていました。たとえば台湾全土の地域格差を解消する

ための出前活動。1 年間で約 50 万人のこどもたちに科学教育の場を提供しているそうです。サイエンス

フェアでは台湾全土から 1 万 5 千点近くの科学作品の応募がありコンテスト形式で選別し優秀作品を表

彰するようです。さらにはサイエンスカーニバルというイベントの開催や 20 カ国約 40 名の海外の学生

と 250 名の台湾の学生との国際交流、アプリの開発、さらには台湾でのアートサイエンスのプロジェク

トへの取り組みなどなど。頂いたパンフレットを見るとそれ以上に様々な取り組みが紹介されています。

台湾全土の科学リテラシーを高めていく。そんな意気込みを感じました。 
 その後館内を見学させてもらいました。見学の時間が限られるので３Ｄシアターの見学はどうします

かと聞かれましたが、今回の参加者は天文台の方々も多いので見学させてもらうことにしました。そし

たらこの３Ｄシアターがまたすごい。座席が動くのです。３Ｄの映像と座席の動きで臨場感あふれる映

像を見学させてもらいました。その後実験教室の数々を案内頂きました。一般的な実験教室のほかにも

ずらっと 3Ｄプリンターが並ぶ教室や幼児向けの実験室などがありました。平日は学校団体向け、週末は

一般で子どもたち向け。夏休みや春休みは連続型のプログラムも実施しているようです。そしてさらに

案内頂いたのはリニューアルしたばかりの生物多様性のゾーン。台湾の在来種で絶滅の危機にある生き

物に関する展示や体験スペースとなっていました。関連してアーティストによる絶滅動物の絵画展の開

催もありました。そして最後に見せて頂いたのはティンカリングという特別展。おそらくエクスプロラ

トリアムミュージアムとのつながりのある企画展だと思います。以前訪問したことがあるシンガポール

科学館にも同じ名前の展示ブースがあったのですが、こちらのティンカリングはより子どもたちが試行

錯誤しながら体験できるものであふれていました。熱の入った説明から担当の方の思いがあふれており、

ティンカリングという名前は同じでも台湾科学教育館としてカスタマイズしたものだと感じました。現

在は特別展ということですが今後常設展として継続的に展示されるようです。他の展示室までは見学す

る時間がなく台湾科学教育館を後にしましたが、こちらもぜひ次回ゆっくり回りたいなと思いました。 
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＜おわりに＞ 
今回、限られた時間の中で展示をじっくり見学するということは難しかったのですが、それぞれ館長

さんをはじめスタッフの方々にお話を伺うという非常に貴重な機会を頂きました。行く前と行った後で

は科学館に対する印象だけでなく、香港、マカオ、台湾の印象もずいぶんと変わったように思います。

今回の研修での様々な刺激と学びを今後どう活かしていくかについてはじっくり考えていきたいと思い

ます。例えば多くの観光客の訪問があっても、私たちはローカルのための科学館と話す香港科学館の姿

勢。さらにマカオでカジノ以外の新たな産業を育てたい。取り組みが遅れている環境問題に取り組んで

いきたいと話すマカオ科学館の地域振興への思い。そして科学で探究心を育て、世界を見る角度を変え

たい、もっと自由に、もっと楽しく、もっと身近にと話す国立台湾教育科学館の想い。それぞれの想い

や志のひとつひとつが尊くてかけがいのないものでした。改めて教育は人を育て、地域を育て、それが

国をつくり、そして世界をつくる。こどもは未来であり希望である。そこが基本なのだと思いました。 
実は日本復帰の記念事業の一環で開園した沖縄こどもの国は 2020 年に 50 周年を迎えます。そしてワ

ンダーミュージアムは 2019 年に 15 周年を迎えます。沖縄こどもの国の使命である「人をつくり・環境

をつくり・沖縄の未来をつくる」。そしてワンダーミュージアムのコンセプト「理解と創造は驚きにはじ

まる」を基本に引き続き充実を図っていきたいと思います。さらに今回の研修でよく耳にした SDGs、そ

して STEM。私たちは何ができるのか、改めて考え積極的にアクティブプランに加えていきたいと思い

ました。 
最後に今回の研修に共に参加した方々との出会いもかけがえのないものでした。研修の中で同じもの

を見たり聞いたりしましたが関心のあるポイントはそれぞれ異なると思います。もしかしたら得た情報

もそれぞれ違っているかもしれません。さらに捉え方や感じ方も異なると思いますので、私が感じ取れ

なかったこと、捉えきれなかったこともきっとたくさんあったと思います。今回の研修に参加した 7 人

それぞれの学びと収穫。それを合わせると今回の研修の成果はさらに大きなものになるでしょう。仙台、

東京、宮崎、沖縄とそれぞれ遠く離れていてお会いすることはなかなか難しいですが、報告書を通して

他の方々がつかんだ情報や視点も取り入れながら今後に活かしていきたいと思います。初めてこのよう

な研修に参加をさせていただきました。単館で今回のような機会を作ることはなかなか難しいことだと

思います。全国科学館連絡協議会に加盟したばかりですが、その意義と存在の大きさを実感した研修と

なりました。今後も様々な館の取り組みを学びながら、沖縄こどもの国として、ワンダーミュージアム

としてどうあるべきかを考え、進んでいきたいと思います。研修のためにご尽力くださった皆様、本当

にありがとうございました。 
以上 
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■研修概要■ 

 

期  間：平成 31年 2月 18日（月）～平成 31年 2月 22日（金） 4泊 5日 

 

訪 問 国：香港、マカオ、台湾 

 

訪 問 先：[香港] 香港科学館 

     [マカオ] マカオ科学館（マカオサイエンスセンター） 

     [台湾] 国立台湾科学教育館、故宮博物院 

 

 

■所属館■    仙台市天文台 

 

■氏 名■    石垣加也 

 

■目 的■    仙台市天文台（以下弊館）は 、施設のミッションを「宇宙を身近にします」と 

して宇宙と日常とを結ぶその“Visual Identity（ヴィジュアル・アイデンティテ 

ィ）”を決めている。 

この VIは、あらゆる媒体において一貫して使用し、施設として統一したイメージ

を発信している。イメージ発信の手法等（ブランディング）について、他館を参考

にしたく参加をした。ほか、天文や科学という特殊な分野を「伝わるデザイン」と

してどのようにアウトプットし、「人」と「難しい分野」や人々のあいだに交流を

生み出す工夫を行っているのか、またプラネタリウムコンテンツ制作の現場を知り

参考にしたいと考えた。 

          

 

 

■香港科学館（香港）■ 

  

 家族の来館者（ローカル）が主となっている当館は「香港市民により良いサービスを提供する」とい

う開館当初から変わらないミッションで運営している。館自体は広く縦長であり、空間を意識している

展示物が多く見られた。企画展「Treasures of Time」では大多数の借用展示があった。国立で予算確

保ができているため、大規模な展示を展開できるとして、最先端技術を加え『「体感」することから学

び、自身の中で考えアウトプットする』ことに重きを置いているようだった。言語対応に関しては主に



英語と中国語がメイン。 

子供向けの展示はデザイン性に優れ「ふしぎ」に対する親しみやすさを感じた。当館にはグラフィック

デザイナーが存在し、グラフィックデザインのみならず展示を行うときに意見を出す立場としても働い

ている。ほか STGに関連するものとして、展示会場で使用したバナーをリサイクル（バッグなど、オリ

ジナルグッズに）して来館者へ配布する活動もしている。 

天文分野に関しては、近隣にある太空館（プラネタリウム）の方に一任しており、投映や天文現象の観

察会、2018年 4月には展示のリニューアルも行っている。香港の東にある展望公園では天文に関する研

究施設があるため、そちらでイベント等を行うことが多く、観望会は観察しやすい現場でイベントを開

催している。 

 

 

 

 

■マカオサイエンスセンター（マカオ）■ 

  

  I.M.ペイという建築家がデザインした施設で、内部はあちこちにエリアが広がり斬新な造りになっ

ていた。サイエンスセンターでまず驚いたのは膨大な展示の量。体を動かすものが多い。地球が誕生し

てから現在まで、様々な分野において科学（化学も）が身近にあったのだということが伝わる、エリア

ごとの世界観を大切にした（大きな舞台美術のような）展示であった。企画展は巡回の 「Biomimetica 

Biomimicry（生物模倣）」に関する内容で、展示手法・デザイン共に卓越しており、芸術性に優れてい

＜空間を意識したピタゴラ装置の巨大展示＞ ＜プロジェクションマッピングで学ぶ地形展示＞ 

＜ある角度から見ると動物に見える展示＞ ＜こども向けエリア＞ 



て印象的だった。 

プラネタリウムはデジタルで 8Kの映像美に圧倒された。スクリーンは透明で音響・ライト全て後ろか

ら前へ映し出す仕組み。プロジェクターは日本製で 12台使用している。2011年にギネスを受賞した。 

日本の番組も投映しており、「ポラリス」を 3Dで鑑賞したが座席に備え付けの英語オーディオガイドが

あり、他国からの来館者も意識した設備で参考になった。予算規模は館全体の 20～25%がプラネ。 

アクティビティは 3種あり天文普及に関するシリーズの観測会や講演会・プラネ特別イベント（宇宙的

ではないこともある）・子供向け天文普及に分かれている。演奏会も開催され、必ずしも宇宙に関連す

るわけではない娯楽的な要素を実感した。プラネ設備は 2年かけて更新をし、現在 25台の機材を使

用。番組プログラムは交流スタッフ（6人）が制作しておりコンテンツが豊富。内容はその日の星空を

案内する日本のプログラムとは違い、アクティビティの活動のなかで必要なことについて取り上げ制作

していた。プラネタリウムの多様性に関してとても参考となった。 

 

 

 

 

■国立台湾科学教育館及び天文館（台湾）■                              

 

63年の歴史を持つ当館は「アート」と「サイエンス」を融合させた施設で、タイペイ･アート･サイエ 

ンス・プロジェクトとして、グローバルな交流を活発化し、現在施設内容の更新等も行っていた。 

施設自体は大変広く、後から取り付けた木造の階移動用渡り廊下も含め建築デザインも特殊であった。 

＜運動に関するエリア＞ 

＜天文に関するエリア＞ 

＜季節の館内装飾（春節）＞ 



 

複合型総合施設で、図書館や 3Dシアター、フードコートなどがあり、また近隣のアミューズメントパ

ーク等とも協力的で娯楽施設として最良であった。館独自のミッションがあり、時代の流れと共に内容

を変更し、時代の流れにあわせ国際的な繋がりを大切にしながらインテリジェント･ミュージアムを目

指している。マカオで見た巡回展は当館で企画制作したものであった。 

常設展の「Tinkering」は子供達に材料を与え、科学をヒントに考えた作品を制作してもらうというも

ので、「世界を見る角度を変え自由に想像を広げる」という理念に基づいた画期的なアクティビティだ

と感じた。アーティストとコラボした展示も印象的で、街中に絶滅した台湾の動物の映像を映し、環境

保全を考える風刺的内容だった。3Dシアターは日本の 4DXのようで、オリジナルの映像は迫力があり、

大人でもかなり楽しめた。 

急遽見学をした天文館では、展示がリニューアルしたばかりでプロジェクションマッピングで宇宙モチ

ーフに触れるものや、広く良質なキッズルーム（子供の増加が影響）、伝わり（受け取り）やすさとデ

ザインに特化したダイナミックな惑星展示、ISS搭乗体験ができるアトラクションなどが印象的だっ

た。アトラクションはディズニー関係の制作者と合同製作したもので、クオリティはディズニーランド

のアトラクションのようでユニークだった。 

KAGAYAさんも展示に作品を提供してくれ、プラネでも「銀河鉄道の夜」を投映し、人気だった。 

プラネはツァイス（GOTO）を使用しており、天文館では脚本だけ映像会社に提供し、番組を制作しても

らっている。光学とデジタルを分けている。ライブ等のイベントは少ないが経験している。 

教育的部分をしっかり兼ね備えながら娯楽的部分にも不足なく、お手本のような施設だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜街に投影している絶滅危惧種の作品＞ ＜Tinkeringの子供の作品＞ 

＜天文館プロジェクションマッピング＞ ＜ミッション変更に伴い変わるロゴマークデザイン＞ 



■所感■ 

 

 今回の研修で、発展が著しいアジアのサイエンスミュージアムシーンを体感することができた。ま

た、アート・デザインに関しても刺激的だった。全館に共通しているのは建築デザインが素晴らしいこ

とと展示に「ハンズオン（体感）」が多いこと、運営予算が大変潤沢で国をあげて全力で科学教育等に

力を注いでいるというところで「未来を意識している」内容が多かったと感じている。教育に対する

「伝わりやすく、良質なものを」という熱意が大変伝わった。 

ほか、館のミッション（コンセプト）の変化に伴い、ロゴマークを変更している台湾の科学館につい

て、毎年新たな VIコラージュを生み出している弊館と似通ったところを感じ、館のブランドイメージ

を保ちつつ新たなレベルアップへも繋げるフットワークの軽さが大変参考となった。 

 

弊館のインハウスデザイナーとして天文や科学をどのように伝わりやすくアウトプットしていくか永遠

の課題であるが、今回私自身の役割に改めてフォーカスすることができ、たくさんのヒントを得られた

と思う。ヒントを材料に、今後も天文や科学が「伝わるデザイン」に、頭を悩ませながら経験を業務に

活かしていく。 



 

 

平成 30 年度全国科学館連携協議会海外科学館視察研修 参加報告 

  

仙台市天文台 郷古由規 

■研修概要 

期 間：平成 31 年 2 月 18 日（月）～ 22 日（金）4 泊 5 日 

訪問国：香港、マカオ、台湾 

訪問先：香港科学館, マカオ科学館, 國立台灣科學教育館, 台北市立天文科学教育館 

 

■目的 

海外科学館の視察および意見交換を通して、自身の資質向上を目指すとともに、自館の既

存事業の充実と展示手法の新規企画に活かす。 

 

■報告概要 

視察館に共通するポイント 

１．インタラクティブで思わず体験したくなる展示手法 

展示手法として、物化生地、常設・企画展に限らず「サイエンス×アクティビティ」

を具現化していることにより、来館者は造りこまれた世界観のなかで遊んでいるだけ

で「知らないうちに学んでいる」という現象が起きている。 

２．学校教育との連携・熱心なアウトリーチ活動  

常設展や実験教室だけでなく、施設で開催する企画展も教育の一環になっている。国

内の学力格差をなくすため積極的に地方の学校へ出張し、子どもたちがサイエンスに

触れる機会を均等に提供している。 

以下に各訪問館の視察について報告いたします。 

 

■報告１．【香港科学館】 

入ってすぐ目に飛び込んだのは、企画展の内容を紹介する大型映像展示。「時計」をテ

ーマにした企画展が開催されており、その概要が分かりやすく数分のアニメーションにま

とめられていた。また、この企画展に併せて年 25 回程アウトリーチとして学校等への出

張の機会を設け、WS を行っているとのこと。常設展示は、子どもの五感を刺激する体験

展示に力を入れている様子が窺えた。 

副館長にお話を伺うなかで、展示するサイエンスのテーマを選ぶ４つの要素として、

「科学的なコンテンツであること、教育的な考えに基づいていること、魅力的であるこ

と、デザインが洗練されていること」を挙げていた。さらに SDGsの取組みの一環とし

て、企画展で制作した垂れ幕（ターポリン）をファイルへと作り変えて再利用するなど、

環境へも配慮している点が印象的だった。 



 

 

企画展の映像          企画展の展示。白砂の標高を瞬時に表示する       子どものための展示スペース 

 

■報告２．【マカオ科学館】 

こちらもアミューズメントとサイエンスが近い施設。館内には科学館とプラネタリウムの

ほか、子どものためのキッズワールドが併設されていた。また、近年のアジアの宇宙開発

の勢いを感じさせるスペースシャトルと中国式の宇宙服がシンボリックに展示されてい

た。それに加えこの施設のオリジナリティを感じたのは、血圧や心拍、柔軟、筋力、平衡

感覚など一般的な体力測定ができる展示が充実していた点。健康への国民の関心の高さを

感じ、そういえば朝、公園で太極拳をやっている人々を見かけたのを思い出した。アジア

を感じた瞬間だった。 

 

 

 

 

 

 

 

キッズワールド入り口               一通り身体測定ができる       建物の吹き抜けに展示されているロケット 

 

■報告３．【國立台灣科學教育館】 

こちらはサイエンスセンターのアイデンティティを強く感じる施設だった。身近な科学現

象を体験できる展示群が常設されている「ミュージアム」の機能に加え、学生と先生向け

の教育プログラムの開発と、それをグローバルに展開することを重視しているとのこと。

ミュージアムとセンターの違いについて、あらためて考えさせられるきっかけとなった。

印象的だったのは、ミッションによって施設のロゴを変えていた点。施設の取組みを分か

りやすく発信するデザイン性の高さとその重要性を感じた。「インテリジェント・ミュー

ジアムになりたい」という思いで、案内マップ等のアプリの開発に力を入れているとのこ

と。またこの施設では、現地のスタッフの方々と一緒に Geo-Scope のコンテンツを使っ

てストーリーをつくり発表するというワークショップを行った。私たちのグループは 3.11

の地震と地殻変動のメカニズム、それに伴い生じた津波をテーマに発表した。 



 

 

リニューアルした生命科学の展示ゾーン          ティンカリング・スペース              施設のロゴの変遷 

  

■報告４．【台北市立天文科学教育館】 

当初の予定にはなかったが、ご好意で同じ敷地内の天文館を見学させて頂いた。展示什器

には QR コードが記され、スマホでスキャンすればより詳細な情報を得ることができるよ

うになっていた。キッズルームは充分なスペースが確保され、子どものための空間がデザ

インされていた。敷地内には、國立台灣科學教育館と台北市立天文科学教育館のほかに、

遊園地や植物園、美術館などが併設された複合エリアとなっていた。宇宙を感じさせるア

ミューズメント性の高い工夫は随所にみられたほか、その土地ならではの天球儀など天文

学の歴史的な変遷についても展示されていた。 

宇宙のモチーフにふれると動く仕組み             宇宙を探検するアトラクション         キッズ・スペース 

 

■おわりに 

今回の研修で訪れた施設は国立の施設ということもあり、政府の全面的なバックアップに

より実現している展示手法が多い印象だった。各施設の五感を刺激するインタラクティブ

な展示手法は、今後展示内容について具体的に考えていくにあたり大変参考になった。ま

た展示だけでなく、ワークショップやアウトリーチなど、人を介したサイエンスコミュニ

ケーションの重要性についてもあらためて実感するとともに、開かれた場としてのパブリ

ックな教育施設の在り方に可能性を感じる機会となった。最後に、このような機会を頂き

ました関係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 



★平成 30 年度海外科学館視察研修 参加報告☆ 

 

 ※研修概要  
・期 間：平成 31 年 2 月 18 日（月）～2 月 21 日（木） 3 泊 4 日 
・訪問国：香港 マカオ 台湾   
・訪問先：香港科学館／マカオ科学館／國立台灣科學教育館／国立台湾博物館（おまけ台北市立天文教育館）  
※所属館 たちばな天文台   氏  名 蓑部樹生 
-------------------------------------------------------------------- 
・目  的 1 つは、たちばな天文台のような小さな館で何が出来るのか？どんなことをしたら子供たちが

科学に興味を持ってくれるだろうか？たちばな天文台のある宮崎県都城市には科学館がなく、子供たち

が科学に触れる機会が少ないことから、我が館ではこぢんまりとした実験や体験工作などを通してそう

した機会を作ってきた。でも限界がありもっと何かないかなと今回の研修に参加することにした。もう

一つは、昨年度の研修(ハワイのすばる望遠鏡など)にも参加することにしていたのだが、直前になってイ

ンフルエンザに罹患、涙をのんで諦めざるを得ず、そのリベンジと、来年 6 月に台湾で観測機械のある

「金環日食」への対応がどのくらい進んでいるのか、また実際に現地の天文観測グループ、あるいは天

文台との交流は可能かなど実情を把握するためにも必要であるというのも目的の一つであった。 
 ただ最後の行程での出来事が、私の記憶の一部を消してしまったために、この報告書を書くのに思い

出せない部分がかなりあり、旨くまとめきらないことをお許し頂きたい。 
 --------------------------------------------------------------------   

 ●２月 18 日  香港科学館 

2 月 18 日 朝 8 時成田空港集合、10 時 35 分成田を離陸、現地時刻 14 時に香港着、入国手続きを済

ませ雨の中、バスに揺られて香港科学館まで約 40 分。約束の時間より 1 時間

も早く到着したので、隣にある香港歴史博物館を見学する。入館料が無料と言

うことであまり期待はしてなかったのだが、中に入ってビックリ。確かにそれ

ほど大きくはないのだが、香港の暮らしの歴史が全て網羅してある展示になっ

ていて、説明文を見なくても理解できた。 
時間になり科学館の中に入ると、今開催されている企画展の大型スクリーン

がお出迎え。ほどなくして館長と担当者に案内されて会議室へ。そこでの意見

交換会で特に羨ましく思ったこと、「運営資金だけでなく、技術館にかかる一

切の経費を政府が補っている。」これには国民の理解ばかりでなく、政府が如

何にこうした面に力を入れているかを窺い知ることができた。 
館内を見て回って感じたことは、まず子供たちの目線でいろんな展示がなされていること、子供たち

が手で触

り、動かし、

分解して

またそれ

を組み立



てたりなど五感に如何に訴えていくか工夫されていたこと。次に地球の

環境を保全するためには、のテーマが随所に見て取れ、これまでの反省

を踏まえてこれからに如何に生かしていくかなど、自然環境から生活環

境に至るまで、身近な問題をわかりやすくしていたことだった。 
特に参考になったのが「児童天地」のコーナーで、様々な形の工作物

がバラバラに配置されていて、診る角度によっていろんな動物や鳥に見

えてくるというもので、これなら費用をかけず、厚紙を使って天文台で

も使えるかなと考えた。 
企画展では、イギリスの国立博物館からお借りしたという絢爛豪華な

時計のすごさに圧倒され、いい目の保養になったことだ。これは撮影禁

止で画像に残せなかったのは残念。 
これと平行しての企画展「山水地図展」は、かなり工夫されていて、視覚に訴えるものとしては最高

水準のものと言って良いだろう。 
   

●２月 19 日 マカオ科学館 
翌 19 日は朝から雨。香港港から高速艇でマカオまで 1 時間。雨で景色

を見ることができなかったのは残念。特に最近完成した香港とマカオを

結ぶ全長 55 ㎞の世界最長の海上橋をこの目で見たかった(雨に煙る 1 部

分は見えた)。でもマカオの港に着く頃には雨も上がり、バスに揺られる

こと約 5 分でマカオ科学館に到着。 
マカオ科学館は、昨年の台風によって外壁が大きな損傷を受け、復旧工事が進められていた。10 階建

てのビルに匹敵する建物全体を目隠ししているのだが、その足場を見ると、資材全てがなんと竹で組ま

れているではないか。10 年前に中国本土に出かけた際にも見受けたが、今もやはり竹が中心なんだと改

めて驚かされた。 
到着後すぐに科学館のスタッフとの意見交換会

になったのだが、エントランスホールであったた

めに、館内の騒音がひどく、しかも席を端っこに

取ったため、声が聞き取りにくく、結局説明が満

足に理解できないまま終わってしまった。 
この館も全て政府の資金によって運営されてお

り、館の中心は円形の回廊があり、それぞれのブースにはこの回廊から出入りでき

るようになっているほか、部屋同士も連結されていて、創意工夫が施されていた。

また階段はなく、下の階から上の階に、またその逆にと回りながら見て

回ることが出来た。 
回廊の中心には、中国が今力を入れ

ている宇宙開発を誇示しているかのよ

うに、大型ロケット「神舟」を真ん中

に、周囲に人工天体を打ち上げるため



のロケットが鎮座してあった。 
私が最も関心を持ったのは、もちろん天文普及活動で、この館では毎日のプラネタリウム投影をはじ

め、毎月それぞれ 1 回「プラネタリウムを使った講演会」「屋外での天体観測会」「スカイキッズ･親子イ

ベント」等をそれぞれ年齢に応じて開催していて、

天文教育にもかなり力を入れていることを窺い知

ることもできた。 
またプラネタリウムでは、天文から少し離れた

番組も上映していた。特に 3Ｄを使って画面の流

れで座席が前後左右また上下に大きく動き、その迫力さには老体の私でも子供

に返った気持ちになって楽しむことが出来た。 
マカオと言えば誰しもが思い浮かべるのがカジノの街のイメージだが、この小さな都市の中には実に

30 もの世界遺産があるという歴史の街でもある。香港もそうだったが、街は今旧正月、石畳の町並みや

広場など派手な飾り付けで覆い尽くされ、賑やかさをなお一層助長させてた。その石畳を歩きながら正

月気分に浸り、世界遺産のいくつか、「聖ポール天主堂跡」や「セドナ広場」などを見て回り、嘗てポル

トガルの支配下で栄えた町並みに思いをはせた。 
 
●2 月 20 日 國立台灣科學教育館／国立台湾博物館 
最後の訪問地は、台湾の台北市にある國立台灣科學教育館と国立台湾博物館、

ホテルからバスに揺られて約 30 分、10 時前に到着。市の郊外に位置している

のか、周りには高いビルはなく、隣接して緑地公園、遊園地(台北市児童新楽園)
と台北市立天文教育館があり、科学を学ぶ(科学と遊ぶ)には最高の環境と

言って良いだろう。 
最初の意見交換会で、この科学館の詳しい説明がなされたようだが、

この部分が記憶の中から大きく飛んでしまっていた。そしてこの途中で

私がお願いしたのだろう(？)、台北市立天文教育館の職員が 2 人お見えに

なり、意見交換会を中座して、かれらと 2020 年 6 月 21 日に台湾中南部

で観測される「金環日食」の観測態勢について意見の交換を行った。それによると、台湾政府挙げて取

り組もうとしていて、この天文教育館からも担当職員が現地に飛び、天文教育関係者らと観測するよう

進めているとのこと。 
この観測に私たちも参加させてくれないかとの要望をしたが、まだ具体的にどのようにするかがない

のではっきりと返事が出来ないとのこと。そこで私が現地の下見に今年 6 月に現地を訪問するので、そ

の際に具体的な内容を詰めていきたい旨、伝えておいた。何しろ通訳

なしの意見交換で、内容に行き違いもあるだろうが、とにかくしばら

くはメールでのやりとりで意思の疎通を図ることになった。 
そういったことで、意見交換会の後に行われたワークショップには

参加せず、どのような内容でどんな意見、発見があったのか知るよし

もない。 
昼食を挟んで、館内を案内してもらったが、その中で印象に残った



のが、生活環境の中で普通にあるもの

を使って、それでいろんなものを作り

科学にチャレンジするというものだ。

たとえば紙やビニールなどでいろんな

形のものを作り、大きな透明の円筒缶

を立て、下から扇風機で風を送り、その

工作物がどんな動きをするのか、きれい

な飛翔を生み出すためにはどんな形の

工作物が理想かなど、探りながら作り出

す。これなら費用をかけず、天文台のよ

うな小さな館でも出来そうだ。 
また木切れやパイプ、洗濯ばさみやレールなどを使って、平面のボードに様々に通路を作ってピー玉

を転がし、工作したものの中を動きながら動かしていく、様々な力がどのように伝えられていくかなど、

子供たちが、また親子で、グループで話し合いながら作り学んでいく、

そしてどんな結果が得られるのか、悪かったら悪いなりに次には新しい

工夫を生み出すことが出来るし、良かったら次はさらに上を目指すこと

が出来る。結果がどうであれ、作る喜びから完成したときの達成感を得

ることが出来る。知恵と工夫を育むことがこのコーナーの狙いのようだ。 
日本科学未来館にもある階をまたいでの回廊が、この科学教育館には

吊り橋で組み立てられていた。それが木材をふんだんに使い、アクリル板で開放的になっているが、子

供たちがふざけたりして事故が起きないか心配するのは余計だったかな。 
今回の研修施設には入ってなかったが、

急遽台北市立天文教育館も組み入れてもら

った。この天文教育館も市が全ての運営費

を賄っていて、至る所にこの間ならではの

工夫が施されていた。入ってすぐの天文広

場壁面いっぱいにすべての M 天体(星雲や

星団／銀河など)が映し出され、天井にレールが設置されていて、ロケット

のミニチュアがそこにぶら下がって動き回り、土星や木星などの惑星がそ

の中に配置されていた。さらに床面にはプロジェクトマッピングで惑星や

星が描かれ、その中を彗星が動き回ってい

て、子供たちが走って追いかけていた。 
館の職員からこれだけは見て体験してくださいと促され、ついて行く

と、小型モノレール（？）に乗車して宇宙探検が出来る仕組みになって

いた。地球を飛び出し月から火星木星土星を経て太陽系外へ、さらに銀

河系からほかの銀河へと進み、最後になんと地球外生命体（ET）との遭

遇には笑ってしまった。 
ものの 40 分ほどの滞在だったが、日本の天文台ではここまでしているところは見かけたことがなく、



こうした展示や体験、遊びのできるコーナーがあっても良い

のかなと思ってもみた。 
予定外の施設訪問先を出てバスに揺られて 15 分、最後の

訪問施設「国立故宮博物館」に着いたのは 14 時 30 分を回

っていた。予定では 16 時にホテル着になっていたので、こ

こでの見学は 40 分ぐらいとゆっくりとはできず、ガイドの

案内で主な展示物を足早に見て回った。 
この中の 2 大シンボルと言われる「翠玉白菜」と「肉形石

(豚の角煮)」は出張中で残念ながら拝見することが出来なか

ったが、「象牙透彫雲龍文套球」は親子 3 代、100 年もかけて彫り上げたもので、実に

精巧に作られていた。館内は見物客で大混雑しているが、どの展示物も美しくさすが中

国 4000 年の歴史と文化芸術のたまものであることに感銘と感動を覚えた。次に訪問す

る機会があったら、ゆっくりと時間をかけて拝見したいものだ。  
 

●研修を終えて  今回が初めての海外研修、香港には香港の、マカオにはマカオの、また台湾には台湾

のそれぞれの個性がありそれを上手く引き出し、多くの人に伝える工夫が施されていた。それを体験で

きたことは、私にとって大変有意義で貴重な研修であったと言って良いだろう。こうした体験を小さな

たちばな天文台で生かすことが出来たら、いや生かさなくてはならないと考えて研修を終えた。ただ、

最後に訪問した先でとんでもない出来事により、前後の記憶のほとんどが飛んでしまっていて、資料と

写真を頼りにこの報告書をまとめたこと、そのことで多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたこ

とを深くお詫びいします。このためにこの報告書が支離滅裂になってしまったことをお許しください。

終わりに、海外研修という貴重な機会を与えていただいた全国科学館連携協議会の事務局 の皆様をはじ

め、私のわがままにお付き合い頂いた同行の皆様に心から感謝を申し上げます。 



平成 30 年度 海外科学館視察研修参加報告 
 

１ 研修概要 
期間：平成 31 年 2 月 18 日（月）～ 2月 22日（金） 
訪問先：香港科学館、マカオ科学館、国立台湾科学教育館 
所属：日本科学未来館 
氏名：長瀬 美奈子、沈 晨晨 
 
２ 研修内容 
＜香港科学館＞ 
2 月 18日の夕方、1 館目の公式訪問先である香港科学館を訪れた。 
ますは陳長と展示スタッフより館について説明いただいた。
香港科学館は香港在住の人のための科学館として設立され
た科学館であり、例年 120万人ほどの来館があるが、最近は
中国本土からの来館者が多くなっているとのことだった。 
陳館長に科学館で扱うテーマをどのような観点で決めてい
るか伺ったところ、科学的内容、教育の観点から必要かどう
か、魅力的で人気が出るものであるかといった観点から決定
しているとおっしゃっていた。加えて特に重視しているのが手で触れる・自分で体験できる
ものがあるかという点であり、体験型の展示を重視している姿勢が感じられた。 
 
その後常設展示を見学した。館内には体験型の展示が多くあ
り、特に印象的だったのが 3 階にある子どもを対象にした展
示フロアだった。工事現場を再現し、クレーンを操作できる展
示などがあり、訪問時は閉館時間に近い時間帯だったが多くの
来館者が体験をしていた。 
 
また、訪問時には 2 つの企画展が開催中で、シルクロードに
ついての特別展と時計についての企画展が行われていた。シ
ルクロードについての特別展では、展示スタッフが歴史背景
などを調査し、現存している絵画から動画の形で動きを再現
している展示があり、目を引く展示であった。 
  



＜マカオ科学館＞ 
翌 2 月 19 日にはマカオ科学館を訪問した。マカオ科学館はマカオの青少年の科学教育の振
興を目的にしており、また、マカオの産業を多元化していき、
カジノに頼った現状を変えたいというミッションも抱えて
おり、企業や学校との協同が重要であるというお話しがあっ
た。学校教育では座学が多いため、自らものを作ったり、手
を動かすことができたりする活動が科学館には求められて
いるとおっしゃっていた。低学年向けの科学教育として、科
学の劇を作ったり、親子向けのアクティビティも実施したり
しており、学校側の目的をもとにセンター側でアレンジする
こともあるとのことだった。 
 
また、併設するプラネタリウムについても案内いただき、プ
ラネタリウムを利用し実施しているプログラムについて説
明があった。「sky kids」といった子どもを対象にゲームのよ
うなアクティビティを行ったり、地球と月のキャンディーを
作ったりといった活動をするプログラムの紹介があった。特
別企画としてドームシアターをコンサートに用いたイベン
トの紹介もあり、プラネタリウムを活用した天文科学の普及
に力を入れていることを説明していただいた。 
 
館内は企画展示ゾーンも
含めると 14 つのフロアに
分かれており、運動競技、
DNA、物理力学、天文学な
どフロアごとにテーマが
設定されていた。展示物は
実際に体験できる展示が
多く、体験型の展示を重視していることが感じられた。 
 
企画展はバイオミメティクスに関する展示を行っていた。この企
画展は 21 日に訪問した国立台湾科学教育館が製作したものを持
ち込んでいるものであった。企画展の中にも関連したワークショ
ップの会場が複数あり、体験もできる構成となっていた。 
 
  



＜国立台湾科学教育館＞ 
2 月 20日に台湾に向かい、2 月 21 日には国立台湾科学教育館を訪問した。館長、副館長よ
り館の歴史やミッションについて説明があり、台湾科学教育館は 2003 年に現在の場所に移
転し、場所も 20 倍広くなりより多くの内容を提供できるようになったため、学生向けの実
験がメインだったものが、移転をきっかけにターゲットを全ての人に広げたと説明があっ
た。 
また、教育プログラムについても紹介があった。台湾では地域によって教育の格差があり、
その課題を解決するために地域の学生を招待し無料のプログラムを提供する取り組みを行
っているとお話しされた。さらに、来館自体ができない人向けに教育プログラムの巡回も行
っているとのことだった。 
 
連携協側からは、日本科学未来館の展示であるGeo-scope を紹介
し、Geo-scope のタブレットを用いたワークショップを台湾科学
教育館のスタッフと共に行った。 
Geo-scope は国内外の科学者や研究機関から集めたさまざまな
地球観測データへ自由にアクセスできる展示となっている。日本
の研修参加者チームと台湾科学教育館のチームに分かれて、それ
ぞれ 2 個～３個のデータを選び、ストーリを考え、そのアイデア
を発表した。その結果、台湾チームは地球温暖化・森林伐採など
のテーマを取り上げ、日本チームは地震のテーマで発表を行っ
た。取り上げたテーマが台湾チームと日本チームで異なってお
り、地域により関心のテーマが変わることが見受けられた。言語
が異なっても、Geo-scope の世界マップを使うことで、楽しく地
球規模課題についての考えを交わすことができた。 
 
その後、地下 1 階の実験室も案内していただいた。レーザーカッ
トができる機器や３D プリンターと PC があり、学校にない設備
が設置されていた。12 個くらいの実験教室があり、50 万人くら
い参加しているとのことだった。 
 
常設展示では 3 階、4 階は生命、5 階、6 期は物質・物理を取り扱
っており、7 階、8階は企画展の会場となっていた。特に印象的だ
ったのが 7階での「TINKERING」をテーマにしたフロアだった。 



ここでは、絵を描く、飛行機
を作る、影絵を作るなど６つ
のセクションに分かれてお
り、来館者が試行錯誤できる
材料と場所が提供されてい
た。科学館側が決めたり教え
たりするのではなく、来館者
が体験し自ら学んでつくる点
が特徴的であった。 
 
３ 所感 
今回見学した三つの科学館は、各館が抱える地域背景による特性を持つ一方で、共通して小
中学生に対する教育を重視し、体験型の展示を積極的に開発していることがわかった。特に
国立台湾科学教育館の「TINKERING」の展示は奥が深く感じられた。参加者一人一人の想
像力と創造力を鍛えることができるだけではなく、お互いにアイデアを共有する場ともな
っていた。 
また、香港科学館の中国の歴史・文化と科学を融合させた企画展、マカオ科学館のドームシ
アターの活用アクティビティなど、各館での工夫が見受けられ、実際に開発・実施を行って
いるスタッフから説明を受けることができたのは大変貴重な経験となった。 
違う地域の様々な科学館を実際に見学したり、スタッフとじっくり交流したりすることで、
自分自身の国際的な視野を広げるだけではなく、所属する科学館の強みと足りない部分を
より理解し、そして自分の科学館の発展に大事なヒントを得ることもできた。このような貴
重な体験を、今後の自身の科学館での活動に活かしていきたい。 




