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平成２８年度海外科学館研修 参加報告 

 
 

■研修概要■ 

期間：平成２９年２月２０日(月)～２月２５日(土) ４泊６日 

訪問国：オーストラリア 

訪問先：〔キャンベラ〕キャンベラ深宇宙通信施設、国立科学技術センター(クエスタコン) 

〔シドニー〕シドニー天文台、オーストラリア博物館 

 

 

■所属館■ 飯能市市民活動センター 

■氏名■  萩原勝夫 

■目的■ 科学館とは殆ど関係ない飯能市市民活動センターに勤務しているが、未来館で

ボランティアとして長年活動している関係上、連携協に加入して実験器具やパネル展示物

を借用して当センターで科学体験教室やパネル展示などを実施してきた。海外研修も過去

３回ハワイ島のすばる望遠鏡、ヒューストン・スパースセンター、マンチェスター・ロン

ドンの科学館巡りに参加してきた。今回はオーストラリアとあって地球上の位置関係も絶

好の場所であり何としても行きたいという思いに駆り立てられ４年連続となるが上長の許

可を得て年休を利用して参加した。 

 

１．キャンベラでの研修 

１－１．キャンベラ深宇宙通信施設：自由見学 

 本施設は NASA で運用する宇宙探査機と常に 

交信できるようにするために地球上に３個所設置 

された一つである。スペインのマドリード、 

カリフォルニアそれにこのキャンベラである。 

施設の中には入らずに外からの見学であった。 

通信施設にふさわしいまさに人里離れた電波ノイズ 

の存在しないのどかな田舎を感じさせる場所であり写真で示すように周りは羊の放牧場に

なっていた。 

 

１－２．国立科学技術センター(クエスタコン)：公式訪問 

 クエスタコンで頂いた“QUESTACON AND JAPAN”の冊子の冒頭ページに“１９８８

年１１月２３日、オーストラリアの国立科学技術センターは、オーストラリア建国２００

周年記念日豪共同プロジェクトとしてオープンしました。このプロジェクトに対して日本

政府と産業界は、QUESTACON の国内外業務の本拠地であるこの建物の建築費の半額を寄

付しました。”と表記されている。また未来館と QUESTACON との間で人の交流も頻繁に

行われているようで壁の展示やディスプレイの中に未来館で見慣れた顔が随所に見られた。

 

 

キャンベラ深宇宙通信施設 
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このような背景の下での訪問であり、非常に 

親しみ深くまた暖かく私達を迎え入れてくれた。 

展示は主として子供達向けで楽しく触って体験できる 

よう工夫が凝らされていた。動線が工夫されていて 

３階の建物であるがセンターに螺旋通路がありこれに 

沿って歩けば元の位置に戻って来られる構造になって 

いた。螺旋通路から各ギャラリー(展示室)に入れる 

構造である。一通り主な展示の説明を聞いた後、食事 

をしながらの意見交換会であった。展示の中で一番 

印象的だったのは次の２件である。 

① FREE FALL (自由落下) 

無重力を体験するために高さ６メートルの高台から両手でまず竿にぶら下がり指

導員の合図のもとで手を放し自然落下するもの。実際にその場に立つとずいぶんと高

く感じ恐怖であった。体験をしようと決心するまでに時間を要した。心臓発作は大丈

夫か等の心配がよぎった。落下している時間は一瞬でとても無重力を体験する余裕は

なかった。このような体験は自分にとって初めてであり貴重な体験ができたと思った。

記念として、“I SURVIVED GRAVITY AT WORK! “と書かれたプステックス製の立

派な証明書を頂いた。 

② 霧箱 

 自然界に存在する目に見えない放射線(アルファー線やベータ線、ミュー粒子等)を

アルコールの蒸気を利用して目に見えるようにしたもので、特別目新しいものではな

いが、クエスタコンで説明を聞いて新たな発見があった。“放射線が通ってできた飛

跡を良く見てください。次に位置を変えてみてください。どうですか。必ず自分のほ

うに向かって移動しています。”不思議に思ってその場で質問した。“確かに自分のほ

うに向かって移動して見える。これには何か仕掛けがあるのですか？”と。この質問

に対して“デザイナーに聞いておきます。”との回答。この霧箱は未来館にもある。

さっそく確認してみようと思い、帰国の翌々日未来館での活動日であったため朝一番

で霧箱に向かい観測する。同じ現象であった。しばらく観測している間にそのメカニ

ズムが判明した。目の錯覚で自分に近づいてくるように見えることが判明。クエスタ

コンであのような回答をしてくれたのは“日本の科学館の職員がこんなことも分から

ないのか、自分で良く考えてご覧”と言われたのではないかと思う。早速未来館のボ

ランティアの仲間にこのことを試してみる。中にはこのメカニズムをすぐ理解した人

もいれば、新たに再認識する人もいた。来館者にも試してみる。驚いて興味深く楽し

む人もいれば、メカニズムを理解している人もいて“目の錯覚にだまれないよ”とコ

メントする人もいた。同じ現象でもよく観察して少し説明を付加することにより来館

者の興味を引き付けることができるということを学んだ。以降未来館での活動日、霧

箱の前に立っている時間が自然に増えてまた楽しくなってきた。大きな成果であった。 

 

 

 

クエスタコン 
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２．シドニーでの研修 

２－１．シドニー天文台：自由見学 

 1857 年から天文台として使用されてきたが、 

1982 年に博物館として一般に公開されている。 

まずプラネタリウムに案内されて南半球の夜空の 

解説を受ける。天の川をセンターに北半球では見 

られない多くの星や銀河の解説をして頂いた。 

その後かって利用していた望遠鏡で実際の観測を 

行う。ターゲットとする星を観測するドームの窓 

の開閉と方向決めは手動であり、まさに歴史を感じ 

させた。ここで観測したのは太陽の黒点と陽炎、 

それに三日月形の金星であった。カンカンと照る真昼に太陽に望遠鏡の先を向けて太陽の

観測である。望遠鏡の画像を覗き込み、はっきりと見えた。次に金星の方向に望遠鏡を向

けて観測する。三日月形にはっきりと見えた。このような形で真昼に見たのは初めてであ

り感動を覚えた。 

 

２－２．オーストラリア博物館：公式訪問 

 保管している標本数では南半球一というオースト 

ラリア博物館、ここでも異例ともいえる歓迎ぶりで 

あった。展示物の解説ではなくまず保管している 

標本保管庫の中を見せて頂き丁寧に説明を受けた。 

しかも各分野のマネジャークラスの人が入れ代わり 

立ち代わり説明をして頂いた。甲殻類、魚類、鳥類 

それに哺乳類等である。標本はすべてデータベース 

化されていてどこに何があるか分かるようになって 

いるとのこと。特に興味を引いたのは遺伝子・DNA 

に関する標本も３０万種以上保管していて動物の違法取引の鑑定にも利用出る体制が取れ

ているとのこと。さらにオーストラリア先住民であるアボリジニ民俗の歴史を理解するこ

とができる手工芸品の標本も詳しい説明付きで見せて頂いた。 

 また時間の許す限りギリギリまで私たち一行と意見交換をしたいという計らいで食事を

しながら意見交換の時間を設けて頂いた。各担当マネジャー全員の自己紹介と教育、展示・

マーケティング等につての概要説明を受け、そのあと質疑応答の時間を設けて頂いた。 

  

３．全般的な感想 

３－１．異例な歓迎ぶり：今回で４年連続の研修旅行参加であったが、公式訪問した国立

科学技術センター(クエスタコン)、オーストラリア博物館共にも異例な歓迎ぶりであった。

マネジャークラスの人が入れ代わり立ち代わりそれぞれ担当分野の説明をして頂き、しか

も少しでも多くの時間を意見交換の時間に当てたいという計らいで食事をしながら意見交

換の時間を設けて頂いた。感謝の一言。 

 

シドニー天文台 

 

オーストラリア博物館：恐竜 
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３－２．参加型を志向：両館とも来館者の参加型に工夫を凝らして展示しているように感

じた。単なる展示を見て回るということでなく、実際に手に取ってあるいは触って感じる。

原理を説明するのではなく現象だけを見せてなぜそうなるかを考えさせるように仕向けて

いる。あるいは FREE  FALL のような無重力の実体験ができるような展示(実際は怖かっ

たが)。 

 

３－３．ちょっとした説明を加えるだけで興味の沸き方が違う：クエスタコンの霧箱の件、

自分も１０年間未来館で活動をしていて気付かなかったことを気付かせてくれた。現象を

よく観察してその陰に隠れた興味ある現象も説明に付け加えることで来館者に一層興味を

引き付けることになると感じた。 

 

３－４．入国審査：噂では入国審査がかなり厳しいようだと聞いていたが実際は実にスム

ーズであった。入国カードにはいろいろ細かいことが問われ記入が必要であるが(後で記入

に虚偽があれば罰せられる)、その後はスマートレーンでパスポートを入れそのとき出力さ

れるカードを受け取り入国ゲートでそのカードを挿入しカメラによる顔確認が終われば直

接審査官とのやり取りはなく審査終了あった。 

 

３－５．OPAL カード：オーストラリアでの乗り物(バスや列車)はすべてプリペイカードで

ある。OPAL カードを購入してそれにチャージしておくこが必要。乗物代金の現金での清

算は不可。したがって OPAL カードを持参していないと公共の輸送機関には乗れないとい

う仕組みになっていた。 

 

３－６．シドニーを走る列車はすべて２階建て。最初はちょっと違和感を覚えたが慣れる

と普通に１階でも２階でも乗れるようになった。 

 

３－７．カンガルーとの遭遇：キャンベラでの宿泊 

したホテル Mercure Canberra での朝の６時頃早朝 

散歩で初日はカンガルーの大群に遭遇した。親子の 

カンガルーが一斉に原っぱをかけ逃げていく姿を 

見た。２日目は足を潜めて同じ原っぱに行って見た。 

今度は１０組ほどのカンガルーの親子がいて、人が 

来たことを認識すると大部分は逃げ去ったが、 

２組ほどじっと留まっていた。これはしめたとカメラ 

をもって近づこうとするとパッと逃げられてしまった。 

したがって写真に収めることはできなかったが、 

夕食時カンガルー肉は無事胃袋に収めることができた。これも初体験であった。 

 

 

 

 

キャンベラでの宿泊ホテル 

MERCURE 
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３－８．ハーバー・ブリッジでの奇遇。研修の最終日午後２時から自由行動であった。シ

ドニーに来たらハーバー・ブリッジは是非自分の足で歩いて渡りたいと思っていた。シン

グル・アーチとしては世界で２番目に長い１,１４９m ある橋とされているからである。最

初５人で教会の結婚式を見て A さんとは別れ４人で電車に乗りハーバー・ブリッジの近く

まで同乗してそこで３人と別れ自分一人でハーバー・ブリッジに挑戦する。片側４車線計

８車線が車用でプラス電車それに両側に歩道/自転 

車道があり全幅４９m である。どのレーンも車は 

フルに走っており、歩道も多くの観光客の往来で 

賑わい、また電車も時々通過していた。実に壮観で 

あった。また展望台から見るオペラハウスも 

見事でいつかオペラ鑑賞に来てみたい思いがした。 

橋の中央部くらいまで歩いたところでさっき別れ 

たはずの A さんが私の前方を観光客に紛れて歩いて 

いるではないか。いや人違いであろうと自分に言い聞かせながら、それでもと思いふと振

り返ると間違いなく A さんであった。私より先に行く筈がないと思っていた人が先を歩い

ていた。いくつかの偶然が重なってこの様な奇遇が起こったわけであるが良い思い出であ

る。 

 

３－９．南十字星との出会い：せっかく南半球に来たのだか南十字星は是非見たいものだ

と内心思っていたが、夜空を見上げてもどれが南十字星かさっぱりわからない。幸いなこ

とに同行者の中に星座に詳しい人がいて、キャンベラでのその日の研修終了後、皆でレス

トランにて夕食を済ませた帰り道、レーザーポインターで、これがケンタウルスでこれが

南十字星だ等と解説して頂いた。２晩連続で解説して頂いたのですっかり脳裏に焼き付け

られた。４つの星を対角線上に結ぶと十字になり南十字星と呼ばれるということがよく理

解できた。 

 

３－１０．有意義な研修旅行に感謝：今回同行のメンバーの中で自分は異色の存在でもあ

りまた断トツの最年長でもあったが、お陰様でとても楽しく有意義な研修旅行でした。連

携協事務局の皆様、同行の皆様また私の我儘に協力して頂いた飯能市市民活動センターの

スタッフの皆様に心から感謝いたします。 

 

 

 

         

 

ハーバー・ブリッジ 
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平成 28 年度 海外科学館視察研修参加報告 

 

(1)研修概要 

①日程     平成 29 年 2 月 20 日(月)～2 月 25 日(土) 4 泊 6 日 

 

②視察研修先   オーストラリア キャンベラおよびシドニー        

キャンベラ：キャンベラ深宇宙通信施設  

              国立科学技術センター 

シドニー：シドニー天文台 

               オーストラリア博物館       

       

(2)所属館    公益財団法人つくば科学万博記念財団  

つくばエキスポセンター 

 

(3)氏名     小堀安奈 

 

(4)目的     当館では来館者に科学に興味を持ち楽しんで頂く為に展示、解説、イベント 

等を行っている。海外の施設を見学することで、視野を広げ、多くの来館者に

楽しんで頂く為にどのような取り組みを行っているかを知るため。 

 

 

(5)科学館の施設訪問及び意見交換 

①キャンベラ深宇宙通信施設 2 月 21 日(火) 

館内には月の石の展示や宇宙服、宇宙食の展示があった。 

  宇宙服の展示はヘルメット部分に顔を入れることができ、自分自身が宇宙服を着ているよう

な感覚になれた。ただ見て楽しむだけでなく、来館者が楽しめる展示の仕方が工夫されてい

た。 
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②国立科学技術センター 2 月 22 日(水) 

  (ⅰ)展示場はそれぞれの年齢層によって 8 つのギャラリーに分かれており、子どもから大 

人まで家族全員で楽しむことができる。 

展示物には遊び方や説明が書いてないものもあり、来館者自身が遊び方を想像し、自

由に遊ぶことができるものもあった。とても斬新な展示の仕方で参考になった。 

 

(ⅱ)大学生や大人向けにターゲットを広げ“サイナイト”という夜に行うイベントを 1 年

に 3 回行っている。お酒を飲みながら行うこともあるという点が驚いたが、大変人気

のイベントとなっている。 

スタッフはお客様に何かを学んでほしいというわけではなく、楽しんでほしいとい

う思いで接しているとのことであった。お客様に解説をする際の心配りが参考になっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③シドニー天文台 2 月 23 日(木) 

ツアーに参加し、プラネタリウムの見学と天体望遠鏡で太陽と金星を観測した。プラネタ

リウムは当館のものに比べるとかなり小さく、ソファが置いてある簡易的なものだったが家

の中にいる様なゆったりとした雰囲気を楽しめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

④オーストラリア博物館 2 月 24 日(金)  

  (ⅰ)館内は常設展の他、特別展も開催されていた。 

リピーターを増やすために常設展以外にも特別展を 1年に 1回開催している。今回、来

館した際には「蜘蛛」の特別展を行なっていた。本物の蜘蛛が展示されていたり、体を

使って体験できる展示があった。プロジェクションマッピングを使用した展示物もあり、

大変参考になった。 

 

(ⅱ)メインターゲットは家族。来館者数では旅行者が 30％を占めている。 

誘致を高めるために、広告の他、周りに旗をたてたり、ソーシャルメディアを使ってい

る。特に Face book や Twitter、Instagram 等の一方的ではなく、対話ができるもの積

極的に取り入れている。このような SNS を使った誘致の方法は当館でも活用する必要

を感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)所感 

今回の研修では、2 つの施設（国立科学技術センター、オーストラリア博物館）において、

職員方々の貴重な意見を伺うことができた。 

どの科学館もアウトリーチ活動やワークショップ等に力を入れており、大変充実していた。 

博物館になかなか行かない世代である大学生やお年寄りをいかに入館してもらうかに力を

入れていた。この観点からの様々なイベントを企画していて大変参考になった。 

展示物に関しても自分たちが見せたいものを来館者に対して、いかに見せることができた

かを重要視している。スタッフの方々が自分がまず楽しめないとお客様も楽しめないと説明

していたことが印象に残った。私も仕事を行う際にそのような気持ちを持って取り組んでい

きたい。 

 



平成 28 年度海外科学館視察研修 参加報告 

 

■研修概要■ 

期 間：平成 29 年 2 月 20 日（月）～2月 25 日（土） 4 泊 6 日 

訪問国・都市：オーストラリア キャンベラ、シドニー 

訪問先：キャンベラ深宇宙通信施設、クエスタコン、シドニー天文台、オーストラリア博物館 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

■所属館■ 阿南市科学センター 

■氏 名■ 堀 寿夫 

■研修の参加動機と目的■  

私自身、オーストラリアは自然豊かなことから大変好きな国で、これまで合計3回の渡豪経験がある。

しかしながら、そのほとんどが観光目的で、博物館等の科学施設などには一度も訪問したことが無かっ

た。この度、研修先が好きな国、オーストラリアであるということ、また、同国を代表する科学館への

訪問に加え、なにより天文を専門とする自身にとっては、今後、訪問した経験が役に立つだろう宇宙通

信施設や、シドニー天文台がコースに含まれていたこともあって、北半球の施設と南半球の科学的アプ

ローチの違いや、南半球ならではの展示などで見識を深め、日本にいると気付かない部分などを勤務す

る館の運営に生かすことを目的として、参加を決めたのである。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

以下、時系列に沿って今回の視察研修について報告を行う。 

 

●2 月 21 日 キャンベラ深宇宙通信施設 

キャンベラ深宇宙通信施設は、首都キャン

ベラの郊外に 1965 年に設置された探査機等

との通信施設である。余計な電波の影響を受

けないよう、見渡す限り牧場という広大な場

所にいくつものパラボラアンテナが作られ

ており、その様子は、まるで大地に生えた巨

大なキノコのようである。 

この施設はアメリカ、NASA のディープスペ

ースネットワークの施設のひとつとして運

用され、地球の自転によって、探査機との通

信の空白ができないようにアメリカ、スペインにも同等

の施設が作られている。古くは 1960 年代後半の月探査

を目的としたアポロ計画や、1980 年代の外惑星探査を

目的としたボイジャー計画、その他、現在でも多くの探

査機との通信の一翼を担っている。また、可動式として

は世界 4位の大きさを誇る口径 70ｍのパラボラアンテ

ナを活用して、天体の電波観測にも使用されているよう

である。 

キャンベラ深宇宙通信施設 

ビジターセンターに展示されているアンテナの模型 



月の石の展示  

残念ながら、実際に運用している様子などを垣間見ることはできなかったが、無料で誰でも入れるビ

ジターセンターでは、同施設に設置されているパラボラアンテナの解説や観測の成果の紹介をはじめ、

スペースシャトルのミッションの紹介、月の石や火星探査に関するものなど、宇宙探査、宇宙開発全般

に関する展示などがあった。 

 

●2 月 22 日 クエスタコン 

 首都キャンベラ中心部にあるバーリー・グリ

フィン湖畔、官公庁が集まった地域にあるのが、

今回の公式訪問先のひとつであるクエスタコン

（国立科学技術センター）である。このクエス

タコンはオーストラリア建国 200 周年を記念し

て、日本が半分出資をしたうえで作られた科学

館で、そのような経緯もあって、日本との大変

つながりの深い科学館である。 

 それらを物語るかのように、サイエンスショーなどを行

うホールの名前が「Japan Theatre」と名付けられ、また、

エントランスホールには日本のからくり人形の展示など

がされてあった。 

クエスタコン入口 

ジャパンシアター 



サイエンスコミュニケーターの方の案内で、サイエン

スショーを含め、館内を一通り見学させていただいたが、

よくわかったのは、クエスタコンは一般的な展示見学的

な科学館

とは違い、

体験をテ

ーマに作

られてい

るという

ことであ

った。現在、私が勤務する館と考え方がよく似ていて、規

模はもちろんクエスタコンの方が大きいが、科学を体験す

るコンセプトのもと、実際に触って体験する実験装置がいたるところに見られた。しかもただ触って確

かめるだけでなく、子どもたちが面白く体験できるように、ゲーム形式や対戦形式になっているものが

ほとんどで、このようなアプローチをすれば、確かに楽しみながら科学を学ぶことができると感心した。

また、クエスタコンは幼児に対してもぬかりが無く、通常の科学館は、おおよそ小学生以上を対象に作

られていると思うが、こちらは何と幼児向けの科学体験施設も充実しているのだ。科学館のワンフロア

に「Mini Q」というフロアがあり、ここは 6 歳までの幼児とその保護者しか利用できなくなっている。

もちろん年齢のレベルに合わせた形で、ここでも体験型の科学装置や設備が整えられ、コンセプトは変

わることなく、遊びながら科学の学習ができるというものばかりであった。 

その後、昼食を挟み、クエスタコンのスタッフの方々と館の取り組みなどの簡単なディスカッション

を行わせていただいたが、その中の紹介で驚いたのは、見学したもののうち、体験型の実験装置は、大

きなトレーラーに載せてオーストラリア各地や、時には海外に運んで、出前科学館のようなアウトリー

チ活動も積極的に行っているとのこと。日本国内では出前授業的なことを行っている館は多いと思われ

るが、さすがに展示物までそっくり持って行くというのは考えにくい。このあたりも国のスケールと同

様に器の大きさというものを感じさせられた。 

 

●2 月 23 日 シドニー天文台 

シドニー天文台は、オーストラリアで も古い天文台

で、建物も 19 世紀の雰囲気が残るような趣のある天文

台である。現在は、学術的な意味での天文台の役目を終

えて、同天文台に残る古い資料や、かつて使用していた

望遠鏡、また南半球の星空にちなんだ展示に加え、プラ

ネタリウムの投影や、簡単な観望会を中心とした博物館

的な位置づけで運営をしている。 

こちらは自由見学ということで、展示を一通り見た後、

プラネタリウムと観望会がセットになった天文台ツア

ーに参加させていただいた。 

まずは、プラネタリウム。こちらは全部で 15 人程度

しか入ることができない小さなもので、投影機本体は天

体験型の実験装置の数々 

シドニー天文台 

MiniQ の入口 

太陽、金星の観察 



文台の歴史を鑑みて古いレンズ投影式のものかと思いきや、期待に反して？デジタル式のプラネタリウ

ムであった。しかしながら内容は解説員による生解説で心地よく南半球の星を堪能させていただいた。

また、その後の天体ドーム内に移動しての観望会では、こちらでも係員の解説のもと、Hαフィルター

が装着された太陽望遠鏡での太陽観察や、ミードの 40 ㎝シュミットカセグレン望遠鏡による金星の観

察もさせていただいた。 

●2月 24 日 オーストラリア博物館 

オーストラリア博物館は、シドニー中心部に位置

し、オーストラリアを代表する科学館で、こちらも

シドニー天文台同様に建物は古い。後で調べたのだ

が、なんと 200 年ほど前に作られたものらしい。

初、目的のオーストラリア博物館ではなく、歴史的

建造物かと思ったほどである。 

見学は、スタッフの方の解説のもと、まずは一般

の方が入ることができない研究棟の方を案内しても

らった。国を代表する博物館ということもあって、

分野ごとに専門員がおり、充実した研究施設のもと、

独自の研究も行われており、特にオーストラリアやその周辺の海洋生物、また先住民族のアボリジニを

始め、周辺のメラネシア地域における民俗学の研究でも優れた成果を上げているようだ。今回の研修で

もそんな海洋生物についての研究室や多くの標本が

ある所蔵室、また民俗学的に貴重な標本、資料を見せ

ていただいたが、確かにその数がすさまじい。これほ

どの所蔵数であれば、展示を頻繁に入れ替えてもネタ

が尽きないだろうと思うほどのであった。 

研究棟の見学の後、今度は一般公開されている展示

スペースの方を見たが、オーストラリアの固有種や安

定陸塊ならでは恐竜関連の展示、また民俗関連の展示

が非常に目を引いた。 

 

そして、昼食をとりながらの博物館の広報や普及担

当のスタッフとのディスカッションに入り、ここでは

博物館の取り組みについてお話を聞いた。キャンベラ

で訪問した科学体験重視のクエスタコンとは違って、

こちらは長い歴史を持つ博物館らしく、研究、普及活

動に力を入れており、一般の方々を対象とした「友の

会」的な活動も行っているとのこと。限られた時間の

中であったので、詳しく尋ねることができなかったが、

広報や普及に対するスタッフの熱意は十分にこちら側

に伝わってくるディスカッションであった。 

 

 

博物館入口 

大きなイカの標本 

先住民族に関する展示 



●研修を終えて 

 今回の海外研修は、実は私自身、4 回目の参加であった。訪問先の科学館、博物館はそれぞれ国の個

性が出ていて非常に興味深く、今回も北半球にある国々とは違ったものを楽しむことができた。今回の

研修で学んだ科学館の取り組みやアプローチの方法など、参考になるようなことが多々あり、この経験

を今後、自身が務める館に生かしていきたいと思う。 

 後に、私にこのような素晴らしい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をはじめ、

関係方々に御礼を申し上げて、この報告を締めくくりたい。 



平成 28 年度海外科学館視察研修 参加報告 

  

■研修概要■ 期 間：平成 29 年 2 月 20 日（月）～2 月 25 日（土） 4 泊 6 日  

訪問国：オーストラリア シドニー キャンベラ  

訪問先：キャンベラ深宇宙通信施設・国立科学技術センター   （キャンベラ） 

シドニー天文台・オーストラリア博物館          （シドニー） 

 --------------------------------------------------------------------  

■所属館■ 阿南市科学センター  

■氏  名■ 吉田 理人  

■目  的■ 阿南市科学センターでは、市内の全小学校を対象に理科学習を行ったり、県内

の教員の研修を行ったりと教育現場との連携を行っている。今後も、博物館や科学館と学

校現場等との連携を行っていくことは重要なことだと考える。今回の視察研修では、国立

科学技術センター、オーストラリア博物館などが、実際にどのような連携を行っているの

か、また海外の科学館、博物館がどのような展示等を行っているのかを実際に現地で確か

めることで、科学センターの運営にいかすことを目的とした。また、宇宙通信センターや

天文台の見学を通して、自分自身の見識を深め、今後の教育に活用することも目的とした。 

 --------------------------------------------------------------------  

 

●２月２１日 キャンベラ深宇宙通信施設 

 キャンベラでは、最初にキャンベラ深宇宙通信施設へ見学に向かった。この施設は、NASA

が宇宙探査機と交信するために世界で３つある施設の一つであり、アポロが月面着陸時の

画像を受信したパラボラアンテナもある貴重な場所である。 

 施設内には、これまでの宇宙開発の歴史や、現在も行われて

いる調査など、宇宙関係に関する展示が多数あった。アポロ計

画において、月に行った際の帰還船のモジュールや持ち帰った

月の石、火星探査についての計画など、古くからの宇宙開発に

ついての歴史を見ることができる展示となっており、参考にな

った。                                 

月の石の展示 

これ以外にも、宇宙空間で生活するための宇宙服の

展示や、宇宙食、また他の惑星の特徴を取り上げて人

が住めるのかなどについて考える展示もされており、

見識を深めることができた。また、世界３カ所で宇宙

空間との交信をカバーしているだけあり、パラボラア

ンテナは迫力があった。今回はパラボラアンテナ群の

近くに立ち入ることはできなかったが、遠くから見る

だけでも、貴重な経験ができた。 

                            パラボラアンテナ群の一部 

 



●２月２２日 国立科学技術センター「クエスタコン」 

 首都キャンベラにある国立科学技術センター「クエスタコン」は、年間 50 万人が来館す

る施設である。ここでは、ハンズオンの展示が多く、展示手法や体験スペースについて、

多くの対象年齢層に楽しんでもらえるようにするための工夫が見られた。 

まず小さい子ども連れの方をターゲットにした場所の存在である。左下の写真は「miniQ」

というスペースの一部で、主に０～６歳児が体験するスペースとして活用されていた。そ

うした年齢層が親子で体験し楽しめる場所というのは、非常に参考になった。他にも、子

どもが筒やボール、紙コップや紙皿等の道具を自由に使ってピタゴラスイッチを作って遊

べるようにしているスペースや、詳しい解説などをあえて記さず、考えて体験できる展示

などがあった。実際に自分で体験してみたが、多数の材料や自由に使える作業場所がある

ことや、展示について説明が無いことで、子どもにとって自由に考えて体験ができるため、

主体的に活動できるものになっていると感じた。 

       

  miniQ の体験スペースの一部          ピタゴラスイッチの製作 

 

 また、「QLab」という来館者に実験などを体験

してもらうスペースでは、一例として塩で描くク

ラドニ図形の実験を体験させてもらった。金属の

板を指で押さえる場所や弾く場所によって、人そ

れぞれに模様が変化するので、体験を通して考え

ることができる場所だと感じた。 

また、そうした実験などで来館者に親しみやす

くするために、安全なものではあえて白衣をつけ

ずに行うという考え方も参考になった。         クラドニ図形の実験体験 

 展示手法以外でも、施設外の学校等との連携も魅力的だと感じた。オーストラリア各地

を移動して行うサイエンスショーの「サイエンスサーカス」や、クエスタコンから実験等

をネット配信を通してオーストラリア全土に発信するという取り組みも行っていた。「サイ

エンスサーカス」自体は見ることができなかったが、政府や企業が補助金を出し、大学院

生が参加して行っており、クエスタコン、国や大学、企業の連携によって、人材の確保や

宣伝など、良い方向に循環しているのも理想的な環境だと感じた。 

 

 

 



●２月２３日 シドニー天文台 

 シドニー天文台は、シドニー市内の中の高台に位置していた。ここでは古くからある天

文台として、望遠鏡の歴史や、天文分野に関する展示を見学することができた。プラネタ

リウムも体験し、南半球の星空の解説や、惑星についての解説などを聞くことができた。

キャンベラの夜に南十字座やニセ十字、カノープスやアケルナーなどを見た後に聞くこと

ができたので、分かりやすく聞くことができた。また、聞いている際に金星の解説におい

て、日本では「宵の明星」「明けの明星」という呼び方だが、オーストラリアでは、「morning 

star」「evening star」という呼び方であることを知ることができた。また、星座線の引き

方も日本とは違ったものもあり、文化の違いからくる天文分野における日本との違いにつ

いても改めて参考になった。 

 また、この後、昼間の星空観察にも参加し、太陽プロミネンス、金星の観望もできた。

ドームを開ける際は手動ではあるが、コンピューター制御によって導入を行い、両者とも

鮮明に見ることができた。 

 

 

 

 

 

 

シドニー天文台 外観                   太陽プロミネンスの観察 

 

●２月２４日 オーストラリア博物館 

 オーストラリア博物館では、最初にバックヤードを見学した。 

 貝や軟体動物を様々な方法で保管・研究をしたり、DNA を採取して検査をしたりと、多

岐に渡って保管研究がされていることに驚いた。こうした背景として、オーストラリア全

土に渡って危険な生物がいないか調査をし、必要があれば警告を発信することを聞いた。

空港等でのオーストラリアの検疫の厳しさはこうした所でもいきているのだと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

    実際に保管されていたイカ          DNA の検査をしている様子 

 また、昔からの生活や文化も大事にしている側面も見られた。見学では保管しているア

ボリジニやオーストラリア近隣の島国からの貴重な文化財も多数拝見させていただいた。

常設展示に現地住民の墓も展示してあったが、現地の人の感情も考えて、一定期間が過ぎ

れば戻すようにするなどの配慮を行っているとのことだった。 



 スタッフとの意見交換では展示担当、教育プログラムの担当など、それぞれの方から取

り組みや考えを聞くことができた。 

教育連携では、教育プログラム「STEM」を作っており、

教師向けのものや子どもに見てもらうためのもの等、多岐に

渡って整備されていることが分かった。また、特別な支援が

必要な子どもや、お年寄りにも体験してもらえるよう配慮し

ていることに感心した。そうした背景として、小学校での理

科は週に１時間ほどで先生にとって教えにくいこと、以前ま

で州ごとで異なっていたカリキュラムが統合されたことで、博物館として積極的にサポー

トを行っていることなど、オーストラリアの教育事情も知ることができ、勉強になった。 

展示手法では、５カ年計画のもとで展示を変えていき、何度も来てもらえるように考え

ていることが分かった。また、SNS 等で一方的な発信ではなく、対話的なものになるよう

に Facebook やインスタグラムなどを利用したり、美術館などと共同でイベントを行ったり

するなど、様々な手法をとっていることが参考になった。また、特別展示は一年に一回と

決めて、入場者数だけに目を向けるのではなく、来ていただいた方に好奇心を持ってもら

えたか、より良いものを提供できたかという目に見えないものも大事にしているというこ

とを聞き、感銘を受けた。 

 その後、常設展示・特別展示を見学したが、広大で時間がいくらあっても足りないほど

充実していた。常設展示では動物の剥製や恐竜の化石など、どれも迫力に圧倒され印象に

残るものであった。特別展示では、クモについての企画展を行っておりクモの生態につい

て糸の強さや張り方、目の見え方などの説明があったり、生きているクモを多数展示して

いたりして勉強になった。また、ただ展示するだけで

なくプロジェクションマッピングで足下にクモを写

しだしたり、来館者が紙に描いたクモを機械にかざす

と実際にスクリーン上に現われて動き出したりとい

ったパソコン技術を活用したものやハンズオン展示

などもあり、意見交換で聞いた特別展示への力の入れ

方も身をもって体験することができた。 

 

●研修を終えて 

 今回、初めての海外であったが、日本国内では体験できない貴重な経験をすることがで

き自分自身にとって非常に有意義な研修になった。また、今回訪れた場所でスタッフがど

のように考え、仕事をされているのかを聞くことで自分にとって良い刺激を受けた。今回、

訪問先で実際に見て、触れて体験したことを教育の現場でも活用していきたいと思う。 

最後に、このような貴重な研修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

の方をはじめ、全ての関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。 

ありがとうございました。 



平成 28 年度 海外科学館視察研修 報告 

 

福岡県青少年科学館 吉村 真司 

■研修概要■ 

期 間：平成 29 年 2 月 20 日（月）～2月 25 日（土） 4 泊 6 日 

訪問国：オーストラリア（キャンベラ、シドニー） 

訪問先：キャンベラ深宇宙通信施設、豪州国立科学技術センター（クエスタコン） 

シドニー天文台、オーストラリア博物館 

 

■研修内容■ 

１ キャンベラ深宇宙通信施設（Canberra Deep Space Communication Complex） 

NASA のディープスペースネットワーク施設で、世

界の３つの深宇宙通信施設の１つ。地球の自転に合

わせて、世界３箇所（豪：キャンベラ、西：マドリ

ード、米：ゴールドストーン）で運用され、探査機

との通信などに活用されている。直径約 70m の通信

用パラボラアンテナ（写真 1）があり、ボイジャー

をはじめ探査機との通信を行っている。 

惑星探査機等との通信をする場であることから、

ビジターセンターには宇宙探査に関わる展示物が

多くあった。アポロ計画での月の石や船外活動服

（写真 2）、宇宙食、撮影用ビデオカメラ、帰還船、

エンジンなど、人類の宇宙探査の歴史について実物

を見て学べるよう工夫されていた。また、実物大の

火星探査ローバーの展示（写真 3）もあり、探査機

の大きさを実感することができた。実物や実物大模

型の展示をすることは、見る人に大きさを実感させ

ることはもちろん、探査機に設置された細部の部品

まで目を向けることができることを改めて理解で

きた。また、冥王星探査機「ニューホライズンズ」

の模型や詳しい解説の展示があり、これまでに判明

した冥王星の最新情報が公開されていた。 

これまでの月探査や太陽系探査の展示、今まさに

宇宙探査の通信が行われている施設を間近で見学

することができた大変貴重な経験であった。 

写真１ 通信用パラボラアンテナ 

写真２ アポロ計画の展示 

写真３ 実物大の火星探査ローバー 



２ 豪州国立科学技術センター：クエスタコン（Questacon）  ※公式訪問 

【概要】オーストラリア建国 200 年の 1988 年に、日本とオーストラリア共同で建てられた

国立科学センターで、日本人形など日本と関係が深い展示物があった。館名の由来は、Quest

（冒険する）と con（研究する）を合わせた造語で、来館者自らが探究心をもって「科学に

親しむ」ことを目標としている。その理念はスタッフや展示物に表れていた。例えば、あ

るフロアには展示物の使い方や原理が書かれていない。何のための展示なのかを来館者自

らに考えて欲しいという願いが込められている。展示物を使っている来館者の様子を見て、

職員は適切な声かけをするという。例えば、現象を見せた後に必ず「Why?」と問いかけ、

来館者の探究心をくすぐるように仕掛けていた。「What?」「How?」「Why?」の疑問符を大切

にしてサイエンスコミュニケーションを図っているとのことであった。 

【展示】展示室は 9 フロア構成で、最初のフロアは

特別展示室で「math Amazing」という数学と科学の

展示であった。「ハノイの塔」「オイラーの公式」等

のハンズオンの展示が中心であった。このフロア以

降（2～8）は常設展で、化学、力学、宇宙、地球な

どのテーマに応じた展示があった。15 分毎の落雷実

験や竜巻実験装置など日本の科学館でも見慣れた展

示が頻繁に行われていたり、彗星（写真 4）や霧箱の

展示、地震体験ブースなどの日本にはないダイナミ

ックな展示があったりした。また、「Q Lab」のフロ

アはオープンスペースの開放的な実験室（写真 5）で

あった。そこで、サイエンスショー担当の Patric が

音に関するショー実演をしてくれた。鉄板を振動さ

せる位置を変えることによって鉄板の上の食塩の模

様が変わる様子を見せ「Why?」と問うサイエンスコ

ミュニケーションの事例を学ぶことができた。特に

人気だったのは、8番目フロア「Excite Q」で、4人

対戦型のエアーホッケーや反応ゲーム、重力を体感

できるフリーフォールなど、身体を使って科学を体

感するアクティブな展示物があった。 

写真 6 のように、身の回りの材料を使って、ビー

玉を転がす装置を考える展示が特に印象に残った。

そこにある道具だけでどう創造したらよいか、来館

者に自ら考えさせる手だてがなされていた。やらさ

れる展示ではなく、自分から試行錯誤したくなるよ

うな展示の工夫がよく理解できた。 

写真 4 彗星の動きを模した展示物 

写真 5 Q Lab のオープンスペース 

写真 6 自由に創造する場の設定 



最後のフロアは、「Mini Q」というフロアで、幼児

と保護者しか入室できない展示場であった。中は職

業（自動車整備士、宇宙飛行士など）に関わる雰囲

気作り（写真 7）がなされ、職業に関わる幼児向けの

展示物（通信チューブや空気によるロケットの打ち

上げ）があった。見学時には多くの未就学児が楽し

んでおり、保護者も安心して子どもを科学に親しま

せることができるような場作りがされていた。 

【サイエンスショー】サイエンスショー（Awesome 

Earth,写真 8）では、地球の地殻変動による地震・津

波・噴火がテーマであった。ほとんどがスライドを

用いたプレゼンテーションのようなショーであった

が、クライマックスで火山の噴火を模した実験（液

体窒素と水、シャボン液の混合）が演示された。担

当者のプレゼン力（話に惹きつける力）が非常に高

く、原稿をただ読むだけでなく、来館者に伝えたい

ことを伝えるために、スライドや実演を交えながら、

全身を使った表現力が必要であることを感じた。 

【職員とのディスカッション】クエスタコンの職員の方々とサイエンスサーカスについて

論議している際に、サイエンスパフォーマンスについての話題が展開された。特に、演者

のパフォーマンス力（表現力）をいかに育てるのかが議論の柱であった。クエスタコンで

は大学カリキュラムとの連携を図っていたり、独自の教育プログラムで表現力を育ててい

たりしているそうだ。議論の中で、日本人の表現力が乏しいことへの指摘があった。そこ

で日本独特の教育方法（座学中心、冗談の言えない雰囲気など）のあり方が影響している

ことが示唆され、個性や表現力を重んじる教育活動を展開しながら子どもたちの表現力を

伸ばしていくことの大切さを認識できた。教師として、グローバルな視点に立った指導力

や学習の雰囲気づくりの必要性を感じた。 

【その他】クエスタコンは、TV 収録用スタジオももっており、教育用 TV 教材を自主製作し、

オーストラリア国内の学校へライブ配信している。これを通して、国の教育プログラムに

率先して科学館が関わろうとする姿勢を見ることができた。また、アウトリーチに関して

は、サイエンスサーカスを各地区で行っていることが分かった。子ども向けだけではなく、

大人のためのイベント（アルコールの科学など）も年 3 回程計画しているとのことで、小

さな子どもから大人まで科学に関心をもってもらおうとする工夫が凝らされていることが

分かった。 

 

 

写真 7 Mini Q の様子 

写真 8 表現力のあるサイエンスショー 



 

３ シドニー天文台（Sydney Observatory） 

Observatory Hill Park 内にある、オーストラリア最

古の天文台（写真 9）。展示室には、観測で使用された望

遠鏡をはじめ、天球儀、火星儀などが展示されていた。 

観測室の望遠鏡では、昼間に見える金星を見たり、太

陽の黒点の観察をしたりした。当館でも昼間の太陽黒点

観察を行っているが、太陽光フィルターを通しての黒点

やプロミネンス観察（写真 10）は印象に残った。太陽投

映板での観察と太陽光フィルターでの観察の良さを知

った上で、来館者に感動を与えられるような観察方法を

検討していく必要があると感じた。 

また、プラネタリウムは直径 7m程の簡易式のもので、

シドニーの星空・星座の解説があった。その日の夜空で

見える、みなみじゅうじ座やαケンタウルスなどの南半

球でしか見えない星空の解説であったが、日本のプラネ

タリウム館でしているような星座だけの解説ではなか

った。プラネタリウムの月・日・時間を進めて恒星の日

周運動だけでなく、惑星の年周運動まで説明していた。

このように、その日の星空だけでなく、天文学的な内容

も交えながら、来館者の星への関心を広げようとする姿勢が大切であると感じた。 

 

４ オーストラリア博物館（AUSTRALIAN MUSEUM）  ※公式訪問 

【概要】1820 年代に建てられたオーストラリア最古の博物館。生物や鉱物などの自然科学

はもちろん、オーストラリア先住民に関する歴史的な資料の展示もある。博物館内には、

研究施設を併設し、博物館展示に関わる研究や世界を牽引する研究が進められている。 

【研究施設視察】隣接する研究施設では、オーストラリア国内外の自然等の多岐に渡った

研究を行っている。海洋生物研究施設では、オーストラリア近海の海洋生物が保存された

沢山の資料を見せてもらった。DNA 研究施設では、大型

冷凍施設や研究者の様子（写真 11）を間近で見ることが

できた。また、歴史資料収蔵庫では、ジェームズ・クッ

ク（通称：Captain Cook）の収蔵品を見学した。先住民

の権力者の羽織るケープや戦いで使用したとされる武

器・防具等、歴史的に価値のある展示物が収蔵されてい

た。オーストラリアという国の歴史を調査する上でも非

常に重要な研究を行っていることが分かった。 

写真 9 シドニー天文台外観 

写真 10 昼間の金星観察 

写真 11 DNA 研究施設 



 

【展示】オーストラリアの自然を中心とした展示がなさ

れていた。特に、生物分野ではコアラやカンガルー等の

剥製に触れることができ、その毛並や大きさ等、実感を

伴って理解することができる展示構成であった。また恐

竜の骨格標本の展示の下に恐竜の卵の展示があった。卵

の中の様子（写真 12）とその根拠まで展示されているも

のがあり、ナショナルジオグラフィックとの連携での研

究の深さが伺えた。また、民族文化の展示が豊富であっ

た。オーストラリア先住民の自然への捉えや自然に対す

る考え方について展示物を使って解

説していた。例えば、魚介類へ恩恵を

込めて網で作られた蟹のオブジェ、死

者を思って立てた墓（写真 13）の展

示からは、自国の先住民の想いを来館

者に受け止めてもらい、考えてほしい

という博物館側からの想いが特に表

れていた。 

また、蜘蛛をテーマとした特別展示

も行われていた。蜘蛛の生態などの学

術研究的な展示と共に、蜘蛛の特徴や

動きをテーマにしたハンズオン展示

（写真 14）もあり、子どもも大人も楽しめるようになっていた。前半が蜘蛛の生態の学術

的展示、後半がゲーム要素を取り入れたハンズオン展示なっており、対象を意識したゾー

ニング構成は参考になった。 

【職員とのディスカッション】博物館のイベントやアウトリーチの意見交換をした。この

館は 50 年間アウトリーチ活動を行っており、博物館を利用する際の教師向けの指導方法や

教室への貸出用ボックス（学習用の様々な素材の入った物）の研究をもとに展開されてい

る。学校利用だけでなく、教師向けのプログラムを構築して学校教育からの活用を促して

いることは非常に参考になった。 

５ 総括 

視察施設の共通点は、学びの主体性を重視した展示であったことである。そのための展

示方法や声のかけ方、アウトリーチ方法を工夫していた。また、自国・自館の文化や歴史

に誇りをもち、その館独自の展示がなされており、展示する側の想いが伝わってきた。 

この視察経験をもとに、自館の展示を当たり前と思わずに視点を広く持って、常に新た

な切り口での展示方法等を考えていく必要性に気付く良い機会となった。 

写真 12 恐竜の卵の中の展示 

写真 13 豪州の墓の文化展示 写真 14 蜘蛛のハンズオン展示 
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