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平成２６年度  海外科学館視察研修  参加報告書  

■研修概要■  

期  間：平成 27 年 2 月 4 日（水）～ 2 月 9 日（月） 4 泊 6 日  

訪問国：アメリカ合衆国テキサス州  

訪問先：スペースセンター・ヒューストン  

ヒューストン自然科学博物館  

■所属館■   防府市青少年科学館ソラール  

■氏  名■     寺田  勉  

■目  的■   

 アクティブラーニング（能動的学習）のテーマに「宇宙」を取り上げたらどんな具体的

な授業になるのか。幼小中高の約６００人の先生方が参加の世界最大の宇宙教育研修会Ｓ

ＥＥＣへ参加体験してみることにした。宇宙を

教育に活用すべく指導方法、教具について１７

０以上のセッションに分かれ、発表、意見交換、

情報提供などを行う研修会に参加して宇宙教育

の先端に触れる一方、魅力的なジョンソン宇宙

センターの見学なども目的であった。  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

■ヒューストン宇宙センターでの                            

ＳＥＥＣへの参加  

●施設視察  

①ＩＳＳモックアップ（実物大訓練施設）     

（ジョンソン宇宙センター）  

１５カ国が参加する国際宇宙ステーションの訓   

練施設を間近に見ることができた。若田飛行士

をは じ め こ こ で 訓 練 し て 宇 宙 に 旅 立 つ 。  

②ＮＢＬ（無重力環境訓練施設）  

（ジョンソン宇宙センター）  

１９９５年に宇宙飛行士ソニーカーターがこ    

の施設構築に尽力した。世界最大のプールのサ

イズは、６２ｍ×３０ｍ×水深１２ｍ。船外活

動を行うための訓練施設。塩素の臭いのする巨

大プールに感動した。  

 

③スペースシャトルを積んだボーイング７４７                   

（ヒューストン宇宙センター）  

着陸した後のシャトルの輸送機として、１９   

８８年頃使われていた。展示のためのスペース

センターへの移設が大変だったようだ。  
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●セッション (ワークショップ・落下傘の工夫）  

アメリカの高校教師と思われる２０人くらいのワ

ークショップに参加。ハイテンポの英語のやりと

りは理解不能であったが、グループで協力して、

風の流体実験の落下傘を工作して実験した。  

 

■ヒューストン自然科学博物館  

恐竜化石、宝石、石油発掘、エネルギーなどの展

示が大規模で、大勢の来館者で賑わっていた。  

 

■所見  

 ＳＥＥＣの会場に入って、英語のできない私には、正直場違いな研修会に参加してしま

ったと思いました。しかし終わってみればこれから先もないであろう貴重な体験をするこ

とができたと感じています。私が勤務する科学館ソラールでもコズミックカレッジを開き

ますが、これが米国の宇宙教育センターや日本の宇宙教育センターからのつながりのある

教室であることを再認識することができました。  

中学校の教職を定年退職の私としては、このＳＥＥＣに参加の海外の現職の幼小中高の

先生方と日本の一般の先生方とは宇宙教育に関しては格段の温度差を感じましたが、再考

してみる機会となりました。そして米国の宇宙教育に対する熱い思いを同時に感じること

ができました。  

 終わりに、大変有意義な研修の機会を与えていただいた関係者各位と支援をいただいた

つくば科学万博記念財団に深くそして心から感謝申し上げます。  
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平成 26 年度海外科学館視察研修 参加報告 
■研修概要■ 
期 間：平成 27 年 2 月 4 日（水）～2 月 9 日（月） 4 泊 6 日 
訪問国：アメリカ合衆国テキサス州 
訪問先：スペースセンター・ヒューストン 
    ヒューストン自然科学博物館 
-------------------------------------------------------------------- 
■所属館■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 
■氏 名■ 望月香代子 
■目 的■当館では、来館者に科学技術や宇宙に興味を抱いて頂くよう、展示やプラネタリウ

ムだけでなく、様々なイベントを開催している。来館者のニーズに応える為に、解説手腕

や展示方法など、改善点や課題は尽きることがない。今回の研修では、宇宙開発の本場と

もいえる NASA スペースセンター・ヒューストンが主催するワークショップに参加し、自

ら体験することで、海外ではどのようなワークショップを行っているのか、宇宙に親しん

でもらうためのアイデア・提供方法を学ぶ。 
-------------------------------------------------------------------- 
今回の研修では、NASA で行っている教育者向けの宇宙教育ワークショップ「SEEC」が中

心であった。「SEEC」参加者は、全体で約 400 人、その内日本人参加者は 30%程で、教育

関係者が多かったようだ。セッションの内容は、参加者が宇宙開発や宇宙飛行士に興味を

持ち、ワークショップで学んだ事を各々の現場で活用できるように工夫されていた。 

 
2月5日(木)  スペースセンター・ヒューストン「SEEC」1日目 
オリエンテーション後、クレイトン・アンダーソン宇宙飛行士の講演があり、その後各

自申込してあるセッションに向かった。 
「Vehicle Building Mock up Tour」実物大の ISS モジュールの解説・見学ツアー。バス

で Space Vehicle Mock-up Facility という建物に移動。建物内には ISS の実物大模型、ソ

ユーズや ORION がある。また、作業訓練用のスペースが見えた。私たちの見学は、二階

の通路からだったが、他の見学者がソユーズに乗り込んでいる様子が見えた。 

          
スペースセンター外観            「Vehicle Building Mock up Tour」 
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「Mission Control Tour」申込み時点で満員だったのだが、バスの前で交渉し、参加許可

が降りた。管制室の解説・見学ツアー。ガラスを挟んで管制室の様子が見えた。ISSの管制

室は24時間体制で見守られていて、見学時には二人のスタッフが働いている様子が窺えた。 
「Neutral Buoyancy Lab」水中訓練所の解説・見学ツアーに参加。Sonny Carter Training 

Facility という建物の中には巨大なプール(深さ約 12m、面積約 61.5m×31m。現在中国の

プールに次いで、全世界で 2 番目の大きさ)があり、その中に ISS が入っている。 

           

  「Mission Control Tour」           「Neutral Buoyancy Lab」 
2月6日(金)  スペースセンター・ヒューストン「SEEC」2日目 
まず、開発中のボーイング CST-100 や ORION の話を交えた、これからの宇宙開発の講

話があった。その後は各自申込のセッションに移動。 
Session「Becoming a Spacewalker」ジェリー・ロス宇宙飛行士による体験談。ジェリ

ー・ロス宇宙飛行士は、今まで 7 回もの宇宙飛行経験者で、ベテラン宇宙飛行士だ。体験

談の後、質疑応答の時間があった。質疑応答は和やかな雰囲気で行われた。 
Session「Intergalactic War」宇宙でミッションを行うローバーの様なロボットを、各自

の想像力を膨らませて自由に組み立て、ロボット同士で相撲をとらせるというプログラム。

やってみると組み立てに時間がかかり、ロボットを動かすところまではいかなかった。 
「Tram Tour」一般客も参加可能のツアー。トラムで数か所の施設を巡る。「Mission 

Control Tour」では入らなかった、アポロの管制室や、ロケットパークなども見ることがで

きた。参加者は、始めに顔写真を撮影され、番号の入ったカードが配られる。保安と、記

念撮影を兼ねていたようだ。最後にカードを回収していた。 

            
Intergalactic Warの講師達と               アポロの管制室 
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2月7日(土)  ヒューストン自然科学博物館 
ヒューストン自然科学博物館は、アメリカで三番目に大きな博物館で、一日約3000人が

来館する。年間で20万人程度の来館者があるとのことだった。プラネタリウムや3Dのシア

ターが併設されている。チケットは各施設・各番組別で、入場口にあるカウンターで、手

売りしていた。 
博物館の展示は貝類や鉱物、恐竜、地元ヒューストンの自然や動物の他に、ヒュースト

ンでは石油が取れるので、石油関連の展示やアメリカ大陸の歴史などがあった。 
プラネタリウムは各20～30分程度の番組で、ホールは50人程を収容する大きさだった。

段の無い座席なので、途中入退場に案内人は付かない。番組内容は、ブラックホールや宇

宙の大構造に触れた番組、期間展示のエジプト展に合わせて「ファラオの星」などを上映

していた。ほとんどが星座解説よりも映像を中心とした番組だった。 
3Dのシアターのホールは大きく、子ども連れが沢山いた。プラネタリウムより人気があ

る様だ。 

             
ヒューストン自然科学博物館外観             番組の種類が豊富！ 
今回の海外視察研修は、ほぼ通訳無しの状態で、会話の聞き取りに苦労する事が多かっ

たが、その分、飾らない現地の雰囲気を感じることが出来た。「SEEC」のセッションでは、

NASA のスタッフが、一般向け宇宙教育の普及活動を積極的に、楽しみながら行っている

姿が印象に残った。又、自らが楽しみながら、相手の関心を引き出すようなスタッフの説

明ぶりが非常に勉強になった。作品制作型のセッションでは、多くの場合作品の持ち帰り

が可能で、ぜひ現場に活かしてほしい、という意図を感じた。 

ヒューストン自然科学博物館では、美しい展示方法が印象に残った。動物模型展示を見

せた後にパネル解説がある、展示スペースに遺跡の模型があり、迷路のように体験するこ

とができる、といった、子供も楽しめる工夫を凝らしていた。プラネタリウムでは、番組

の多さにも目を見張ったが、上映前のアナウンスが非常に陽気なしゃべり方で、印象的だ

った。プラネタリウムは「ショー」のひとつ、というイメージなのだろうか。日本では、「癒

し」を求めてプラネタリウムに来る方が多いので、文化や演出の違いを感じた。 
今回の研修に参加したことで、貴重な体験をすることができた。特に「SEEC」は、研修

でなければ参加する機会もなかったと思う。今後、この経験を解説の場で活かせるように

していきたい。この研修に参加させて頂き、本当にありがとうございました。 
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平成 26年度海外科学館視察研修 参加報告 

 

■研修概要■ 

期 間： 平成 27年 2月 4日（水）～ 2月 9日（月） ４泊６日 

訪問国： アメリカ合衆国 テキサス州 

訪問先： スペース センター・ヒューストン， ヒューストン自然科学博物館 

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

■所属館■ 阿南市科学センター 

■氏 名■ 松岡 友和 

■目 的■ 

当センターは、市内小学校向けの理科学習をはじめ、科学実験や科

学工作などの科学普及活動および口径 113ｃｍ大型望遠鏡を備えた

「天文館」を有し、天体観望会を中心とした天文教育普及活動を行って

いる。また、当センターが所属する阿南市教育委員会は、宇宙航空研

究開発機構 (JAXA) と 2012年１月に協定を締結し、協同して宇宙教

育を展開している。 

今回の海外視察では、SEECへの参加や宇宙開発の分野において世

界をリードするアメリカ航空宇宙局 (NASA) の施設見学を通して、アメリ

カの宇宙教育や宇宙開発分野の現場を体験し、見聞を広める。そして

今後科学館に従事していく上で、この経験をどのように活かすことができ

るのかを考え、天文・宇宙に関する興味・関心を高める工夫や研究機関

と連携した宇宙教育へつなげていくことを目的とする。 

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

 SEECに参加して 

SEEC (=Space Exploration Educators Conference） 「宇宙を教育に利用するためのワークショップ」は、アメ

リカ テキサス州ヒューストンにある NASA ジョンソン スペース センター (JSC) とそのビジターセンターである

スペース センター・ヒューストン (Space Center HOUSTON) が行う教育関係者向けのイベントである。 

K-12（幼稚園から高等学校までの 13 年間の教育期間）の世界中の教育関係者が一同に会し、「宇宙」を

教育に広く活用するため、教育現場で実際に指導に当たっている教職員がそれぞれの指導法、教材について

発表し、意見交換が行われている。日本からも、JAXA 宇宙教育センターが全国公募し、選ばれた数名の教

員が参加し、発表している。また、教育に関するセッションの他にも、NASA JSCの施設見学や宇宙飛行士、技

術者の基調講演などもプログラムに盛り込まれている。 

２１回目の今回は、２月５～７日の三日間にわたって開催され、アメリカ、カナダ、イギリス、メキシコ、スペイン、

オーストラリア、フランス、そして日本から教育関係者が参加した。 

 

１日目は、NASAのクレイトン・アンダーソン (Clayton Anderson) 宇宙飛行士の基調講演で始まった。 

クレイトン・アンダーソン宇宙飛行士は、これまでに167日間の宇宙滞在記録と６回の船外活動（38時間28

分）を記録しているベテランの宇宙飛行士である。2010 年の STS-131 では、日本の山崎直子宇宙飛行士と

ともにミッションに参加している。講演の内容は、残念ながら私の英語力では、理解できる部分は少なかった。

しかし、映画ゼロ・グラビティや NASA ジョンソンスタイルの動画（彼も出演している！）、様々な映像を使ったプ
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レゼンテーション、そして宇宙で撮影された写真を見るだけで、講演の面白さ、楽しさが伝わってきた。宇宙飛

行士の経験を、聴衆にも分かりやすく面白く伝える様子は、個性的でありながら大変興味深かった。 

 

講演の後は、SEEC のセッションの開始。それぞれ

登録したセッションへ参加することとなった。 

はじめに参加したセッションは、「Space Vehicle 

Mock-up Facility (SVMF)」 である。これは、NASA 

JSC にある宇宙飛行士の訓練施設の一つを見学する

ことができる。施設内には、国際宇宙ステーション 

(ISS)やスペースシャトル等の実物大模型がずらりと並

んでいた。宇宙飛行士たちは、これらの実物大模型を

使って訓練を行っているのである。次世代の有人宇宙

船「オリオン」の模型もあり、すでにオリオンを使った訓

練も始まっている様子がうかがえた。 

昼食をはさんで次のセッション「Neutral Buoyancy 

Lab (NBL)」へ。 

こちらも NASA JSC にある宇宙飛行士の訓練施設

であり、無重量環境訓練施設と呼ばれている。施設内

に縦 60m、横 30m、深さ 12mの世界一巨大なプール

があり、プールの中に ISS の各要素などが沈められて

いる。宇宙飛行士はダイバーと一緒にプールに入り、

宇宙を模擬したこの環境で訓練を行い、船外活動の

手順の検証・確認を行っている。 

どちらのツアーも、バスに乗って移動する訳だが、施

設内にも関わらず道路に信号があったり、巨大な施設

が点在し、規模の大きさを感じた。また、各ポイントでス

タッフからの説明があり、質問することもできた。ガラス

越しに、時折作業するスタッフ等の姿が見え、日本の

宇宙飛行士たちも、これらの施設を使って十分な訓練

を積み宇宙に飛び立ったのだと、肌で感じることができ

た貴重な体験であった。 

 

２日目。まず、ボーイング社が開発する低軌道への

輸送用 CST-100 宇宙船について説明があった。

2014年、NASAが商業有人宇宙輸送開発計画として、

国際宇宙ステーション (ISS) への宇宙飛行士の輸送に

使用する宇宙船の開発企業に、ボーイング社とスペースＸ社の２社を選んだことは記憶に新しい。その計画内

容や最新情報について説明があった。また、昨年 12 月に試験飛行が行われたオリオンや将来の探査計画に

ついても話があり、興味深い話題ばかりであった。 

 

（写真１） セッション SVMFの様子 

（写真２） SVMF施設内の様子 

（写真３） NBL施設内の様子。水中に沈む ISS 
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その後、追加登録したセッション「Becoming a 

Spacewalker」に参加。元宇宙飛行士のジェリー・ロス 

(Jerry Ross) から、彼自身が宇宙飛行士になったい

きさつや宇宙飛行士になるため、夢をかなえるための

メッセージが語られた。ざっとまとめてみると、「子ども

の頃に抱いた夢を実現するには、険しく長い道のりが

ある。困難な壁が現れても、信じ続けること。一生懸

命に勉強し、働き、簡単に夢をあきらめない。そうす

れば夢はかなう。」というようなことだったと思う。宇宙

飛行士から、実際にこんな話を聞ける機会はとても

幸運なことだと感じた。 

 

 ジョンソン スペース センター (Johnson Space Center (JSC)) ／ 

スペース センター・ヒューストン (Space Center Houston)・・・（入場料 大人$23.95） 

ジョンソン スペース センターは、NASA の宇宙センターの一つである。ここでは、スペースシャトルの飛行を

離陸数秒後から着陸までミッション コントーロールしていた。また、国際宇宙ステーションの運用や宇宙飛行

士の訓練を行い、アポロ計画で採取された月の石1,760キログラムを保管し、研究を行っている。まさにNASA

の重要拠点である。 

スペース センター ヒューストンは、NASA JSCに併設され、ビジターセンターの役割を担う施設。NASA と連

携し常に最新の情報を提供し、探査機・ロケットの実機や実物大のレプリカが並び、JSC の通常は入れない施

設を見学するツアー、巨大なスクリーンを使ったコンテンツの上映など、子どもから大人まで宇宙を楽しみなが

ら学べ、体験できる工夫が凝らされている。また、学校や教員向けの教育プログラムも準備されている。 

初日に訪れた時、まず目に入ってきたのは、入口に向かうまでの道に設置された巨大な展示物であった。ス

ペースシャトルの輸送用に使うため NASA が改造したボーイング 747航空機と、それに載せられたスペースシ

ャトル（レプリカ）だ。これには驚かされた。 

その他、以下の二つについて取り上げる。 

 STARSHIP GALLERY  

NASA の有人宇宙ミッションについて、宇宙船やロケ

ットの模型、備品などが並び、歴史をたどっていくことが

できる。中でも注目は、分厚い扉で仕切られ「LUNAR 

SAMPLE VAULT」と書かれた部屋。ここでは、アポロ計

画によって持ち帰られた月の石を管理・研究する様子

が再現され、本物の月の石を見て、触ることができる。 

展示方法にも趣向が凝らされていて、例えば月の石

であれば、月の石を研究する様子をそのまま再現して

あったり、月に着陸した宇宙飛行士が作業する様子が

ローバーとともに再現されてあったりと、実際の場面を

想像しながら見学できるようになっていた。 

 NASA TRAM TOUR  

トラム（路面電車のような乗り物）に乗って、NASA JSC の施設を、約 90 分かけて見学することができる、人

（写真４） SEECセッションでのジェリー・ロス元宇宙飛行士 

（写真５） 展示されている月の石 
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気のアトラクションである。参加した際も長い列ができ

ていた。「Historic Mission Control」→「Space Vehicle 

Mock-up Facility 」→「Rocket Park & Saturn V 

Facility」の順で見学した。 

一部、SEEC のセッションと同じ内容になっていたが、

アポロ計画で使われたホンモノの管制室やサターン

Ⅴロケットの実機を見ることができた。途中、トラムの

スピードを落とし、アナウンスが始まる場所があった。

何かと思い、他の参加者が見ている方向を見てみる

と、これまでに犠牲になった宇宙飛行士たちの慰霊

碑（慰霊樹？）があり、その説明をしていたのであろう。 

 

 ヒューストン自然科学博物館・・・（入場料 大人$20） 

ヒューストン自然科学博物館は、1909 年に設立された「自然」をテーマとした博物館。恐竜、宇宙探査、宝

石・鉱石、エネルギー、動植物のジオラマ展示などから科学の不思議を体験でき、巨大スクリーンやプラネタリ

ウム、バタフライセンターも併設されている。年間約 200万人以上の入館者があり、全米でもトップ３にはいる人

気の博物館である。 

館内は４つのフロアに分かれており（３階に行く階段がどうしても見つからなかった・・・）、２階にある宝石・鉱

石の展示は、全米でも有数の収蔵数を誇り、暗闇に展示された様子は息をのむ美しさであった。１階の恐竜・

化石コーナーも、数々の全身骨格（一部ホンモノの骨を使っている）や化石は目を見張るものがあったが、どち

らかというとアートに近い展示だったように思う。２階では動植物の生態を、ジオラマを使っておもしろく展示して

いたので、少し残念であった。個人的には、化石燃料関係の展示が、面白いと感じた。地下を掘り進むようなシ

ミュレーターに乗り、どうやって原油を採取するのかを楽しく学ぶことができる。 

地下１階には、ヒューストンらしく宇宙開発や地球、化学に関する展示があり、実験コーナーでは、サイエンス

ショー（燃焼実験など）も行われていた。宇宙開発の展示では、マーキュリー計画で打ち上げ実験に使われた

宇宙船（カプセル）がひっそりと展示されてあった。その他、タッチパネル式で、素粒子の世界から宇宙の大規

模構造まで（ミクロからマクロまで）のおよそ 60 桁の階層をたどっていける展示物や天文学についてのスペクト

ルの説明展示が目を引いた。考えてみると、スペース センター・ヒューストンでは、天文学的な展示はほとんど

なかった。また、特別展として「Wildlife Photographer of the Year」が行われており、素晴らしいネイチャーフォ

トの数々鑑賞することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真６） アポロ計画の管制室。 

     当時の建物をそのまま残している。 

（写真７．左） 

 動物のジオラマ展示 

（写真８．中） 

 マーキュリー計画で実

験に使われた宇宙船（カ

プセル） 

（写真９．右） 

 スペクトルの展示 
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 海外科学館視察研修に参加して 

今回のヒューストン４泊６日の研修に参加して、感じたことを以下に挙げることにする。 

 憧れの宇宙飛行士たちを身近に  

SEEC に参加して宇宙飛行士に出会えただけでなく、

スペース センター ヒューストンでは、毎週金曜日に

「Meet an Astronaut」というイベントが行われていた。こ

こでは、宇宙飛行士は決して遠い存在ではない。誰も

が身近に感じることができ、目指すことができる目標・

職業になっているのではないかと感じた。 

日本では、多忙や宇宙飛行士の人数が少ないこと

もあるだろうが、限られたわずかなイベントでしか、現役

の宇宙飛行士に会うことができないのが実情であろう。 

 ホンモノに触れることの大切さ  

月の石やサターンⅤロケットなど、どれもホンモノ（ま

たは実物大の模型）が展示さている。しかも月の石は、

誰もが見て、触れて、感じることができるようになってい

る。ホンモノに勝るものはないということを改めて実感し

た。また、模型にしてもほとんどが実物大であり、大きさ

をそのまま感じることができることも重要な要素である。 

 宇宙に一番近い町・ヒューストン  

町全体に NASA や宇宙開発に対して理解があり、こ

の施設があることを誇りに思っているように感じた。どん

なアウトリーチ活動を行っているのか、詳しくスタッフと

意見交換をしたかった。これは、博物館・科学館を運

営していく上でも重要な点であると考える。 

 文化は違うが、サイエンスは同じ  

サイエンスショーを見る機会があったが、宇宙環境

の実験（真空実験や液体窒素を使った実験）、作用

反作用の実験（ロケットの打ち上げについて説明）、燃

焼実験等、どれも言葉は分からなくても実験の様子で

理解できた。伝えたい原理や原則は同じなのだと、改

めて感じた。ただし、スペース センター・ヒューストンで

見たものは、エンターテイメント性が強く盛り込まれた演

出であった。 

 博物館の運営など  

スペース センター・ヒューストン、ヒューストン自然科学博物館、どちらも日本の博物館と違って多額の寄付

等によって成り立っている。日本とは、運営状況や環境は大きく異なるので簡単に比較することができないが、

膨大な収蔵品、見事な展示手法など、さらにはスタッフの数、どれも素晴らしいものばかりであった。 

研究機関とそのビジターセンターの関係は、どこでも簡単に参考にすることはできないが、地域の大学や研

究機関、企業、その他の分野の博物館などと連携・協力して、科学館として常に最新の情報を提供できるよう

（写真 10） TOUCH THE MOON 

（写真 11） サターンⅤロケットの実機 

（写真 12） サイエンスショーの様子 
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に取り組んでいくための参考にできると考える。 

また、どちらの博物館も、たくさんの入館者でにぎわっていた。スペース 

センター・ヒューストンは、SEEC 開催中にも関わらず、通常の営業を行って

いることにも驚いた。そして、ギャラリートーク（展示解説）があちこちで行わ

れていた。 

 「宇宙兄弟」の世界  

以前、プラネタリウム番組の投映や複製原画展を企画したことがあるほ

ど思い入れのあるマンガ「宇宙兄弟」の世界が目の前に広がっていた。個

人的な感想で申し訳ないが、一読者として純粋に楽しむことができた。そし

て、作者が十分な取材をしたうえで、描きあげられている作品だと知ること

もできた。 

 

 まとめ 

これまで、海外に行くこと、ましてや国外の博物館や教育現場に目を向

けることはほとんどなかった。今回、海外視察研修に参加して、宇宙開発

や探査計画が進められている研究施設を見学できたことは貴重な経験と

なった。 

訪れた先々の博物館で、スタッフたちがとても楽しく、生き生きとそして誇りをもって来館者と接している様子

がたくさん見られた。その姿勢を見習い、自分自身が楽しみ、楽しさを伝えていけるよう努力したい。 

言葉に対しても、聞く・理解しようとする姿勢は大事だと感じた。SEECに参加中、困っているとすぐに話しかけ

てくれた。分からなければ、わかるような単語を使って話してくれた。（それでも聞き取れない部分はたくさんあ

ったが・・・） 英語が分かればもっとたくさんのことを知ることができたのではと思っている。今後の課題である。 

 

 最後に 

今回の研修では、いろんなハプニングもあり、一人ではこれほどたくさんの経験を得ることはできなかったと思

います。 

この海外視察研修に際して、

貴重な機会を与えていただい

た日本科学未来館の事務局

の方々、一緒に参加した全国

の科学館職員の皆様、そして

すべての関係者の皆様に心か

ら感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

（写真 13） SEEC会場で上映された 

       映画「宇宙兄弟」 

（写真 14） スペースセンター・ヒューストンで撮影した星空 
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施設の入り口にあるスペースセンターの看板 

アンダーソン宇宙飛行士の講演 

平成 26年度海外科学館視察研修 参加報告 

 

■研修概要■ 

期 間：平成 27年 2月 4日（水）～2月 9日（月） 4泊 6日 

訪問国：アメリカ合衆国テキサス州 

訪問先：スペースセンター・ヒューストン 

    ヒューストン自然科学博物館 

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

■所属館■ 阿南市科学センター 

■氏 名■ 堀 寿夫 

■目 的■ 私の所属する阿南市科学センターは、四国では最大となる口径 113㎝大型望遠鏡を所有し

ており、日ごろはこの望遠鏡を使用して小中学生向けの天体学習、また一般向けに天体観望会などの天

文普及活動を事業の柱として行っている。それに加えて、平成 24年度には当館を管轄している阿南市

教育委員会と JAXA（宇宙航空研究開発機構）宇宙教育センターとの間で宇宙教育協定が締結され、自然

科学としての天文学はもちろん、ロケットや人工衛星といった宇宙開発分野に関しても、事業を行う上

でその重要度が増してきたことから、今回、世界の宇宙開発の総本山とも言える NASAの施設を見学、

また「Space Exploration Educators Conference (SEEC)」のセッションに参加することを通じて、自

身の見識を広めるとともに、新しいアイデアや素材などを見つけ、館の運営に生かすことを目的とする。 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 5日～6日 ヒューストンスペースセンター及び、ジョンソンスペースセンター 

・SEEC への参加 

 ヒューストンスペースセンターは、ジョンソンスペ

ースセンターのビジターセンターの役割があり、この

期間、「Space Exploration Educators Conference 
(SEEC)」が開催され、アメリカ国内はもとより、カ

ナダやヨーロッパなどから、宇宙教育の関係者が集ま

り、100以上のセッションに分かれて発表、意見交換、

情報提供等、ワークショップなどが開催されていた。

セッションの中には、自身参加はしていないが、日本

の JAXA が関係するセッションもあり、日本国内で

選抜された学校教員が宇宙に関する教育プログラ

ムの発表を行うというものであった。これには以前

から阿南市の先生方にもチャレンジしてもらいた

いと思っていたので、現場の雰囲気を説明するには

今回の SEEC への参加はちょうど良い機会にもな

った。 
 参加初日、SEEC についての説明と、スタッフか

らの歓迎の挨拶の後、クレイトン・アンダーソン宇

12



オリオン宇宙船の模型 国際宇宙ステーションの訓練用模型 

Neutral Buoyancy Lab 壁面にあった訓練と実際の作業の比較写真 

宙飛行士の基調講演が行われた。自身の英語力の無さから、お話しの内容は半分も理解できなかったが、

聴衆を聞き入らせる軽妙な語り口に加え、時々ジョークも交えながら、その生い立ちから、宇宙飛行士

になるまで、また、実際に宇宙に出るまでの道のりをお話ししていただいた。会場からは笑い声や感嘆

の声などが良く聞こえていたので、かなり楽しい講演会だったと思われる。 

 
基調講演の後、5 日の午前に Vehicle Building Mock up Tour、午後には Neutral Buoyancy Lab

という二つのツアーセッションに参加した。見学をするそれぞれの施設は、どちらも広大なジョンソン

スペースセンターの敷地中にあり、午前中のツアーで訪れた Space Vehicle Mock-up Facility では、広

い空間に実物大の国際宇宙ステーションの各モジュール模型が置かれ、主に宇宙飛行士の機器操作やメ

ンテナスの訓練に使われる。この中には、日本のモジュール「きぼう」の模型も置いてあるものの、見

学スペースからはハーモニーというモジュールの奥になる形で、少し見づらい位置にあった。 
さて、私がこの見学で最も興味を持ったのは、オリオン宇宙船である。この宇宙船は、2011 年に退

役したスペースシャトルに代わる有人宇宙船で、無人のテスト機が 2014 年 12 月に打ち上げられたばか

りのものである。1960 年代のアポロ宇宙船を彷彿させるようなフォルムだが、当然のことながら、内

部は進化していて、サービスモジュールと連結させることによって、6 か月の滞在が可能らしい。2019
年ごろの本格運用にはまだ時間があるように感じるが、こちらに模型があるということは、すでにこの

オリオン宇宙船を使った訓練も始まっているということだろう。 

 
5 日午後の Neutral Buoyancy Lab（通称 NBL）のツアーでは、縦約 60ｍ、横約 30ｍ、深さ約 12ｍ

巨大なプールに国際宇宙ステーションの模型が沈められており、水の浮力によって擬似的に無重力下で

の訓練が可能な施設の見学を行った。もう 10 年以上前になるが、筑波宇宙センターにある同様の訓練
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Sonny Carter 氏の紹介パネル 

オリオン宇宙船打ち上げシステムの紹介 オリオン計画およびフライトテストの説明 

Jerry L. Ross 氏の講演の様子 

施設を見学したことがあるが、比べものにならない

くらいこちらの方が大きく感じた。また、見学スペ

ースの壁面側には、訓練と実際の作業の様子を比較

した写真パネルが展示されており、こちらもたいへ

ん興味深かった。写真パネルは上段の写真が実際の

宇宙空間での作業の様子、下段が同じ作業の訓練の

様子を写したものである。このあたり、見学者にも

わかりやすく配慮されていると感じた。 
なお、この施設は、別名、Sonny Carter Training 

Facility とも呼ばれている。これは宇宙遊泳や、無

重力下での作業技術向上に尽力していた Sonny Carter 宇宙飛行士を称えて付けられたものだが、残念

なことに 1991 年に事故によって亡くなってしまったそうだ。施設の入り口にはそんな彼の功績を紹介

するパネルも展示されてあった。 
6 日は午前 10 時から始まるセッションに先駆けて、「Future of Spaceflight Panel」と題して、講演

が行われた。内容は、前日のツアーセッションで模型を見学したオリオン宇宙船について、打ち上げシ

ステムに携わったボーイング社の Tony Castilleja 氏からの説明、また、オリオン計画のチーフエンジ

ニアである Julie Kramer White 氏からオリオン宇宙船の組み立てと、12 月に行ったテスト飛行の様子

が紹介された。その後、このオリオン宇宙船を使った月への有人飛行の計画も紹介、早ければ 2020 年

ごろの予定らしいが、計画通りに進まないのが宇宙開発というもので、実際オリオン宇宙船の開発・運

用も当初より 4 年ほど遅れている。お話の中ではこれらオリオン宇宙船を使った有人飛行を火星有人飛

行への最初のステップとしたいそうだが、できれば私が生きているうちに火星への有人飛行が実現して

欲しいものである。 
 さて、講演会に続き、3 つ目のセッション Becoming 
a Spacewalker に参加し、2012 年に NASA を退職し

た元宇宙飛行士、Jerry L. Ross 氏の講演を聞いた。彼

は最多の 7 回のミッションに参加し、宇宙遊泳なども

経験した有名な宇宙飛行士であり、退職後は宇宙教育

に尽力されている人物である。今回の講演では、セッ

ションのタイトルにもあるとおり、自身の著書
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アポロ計画時のミッションコントロールセンター 

サターンロケット アポロ 1号～17号のミッション紹介のパネル 

ヒューストン自然科学博物館 

「Becoming a Spacewalker」についてのお話で、彼自身の生い立ちを紹介した後、この本を読む子供

たちに伝えたいことなどについて熱心に講演された。 
・トラムツアー 

6 日午前のセッションの後、スペースセンターの施

設を巡るトラムツアーに参加した。このツアーは、ヒ

ューストンスペースセンターでも大変人気のあるツ

アーで、約 90 分かけて複数の施設を見学できるとい

うものである。参加当日は 1 日目に見学した Space 
Vehicle Mock-up Facility を含めて、他に Mission 
Control Center、そしてロケットパークの 3か所を巡

った。1 か所目は、前日訪れた施設なので、ここでは

割愛させていただくことし、2 か所目の Mission 
Control Center から説明させていただくと、こちらは、言わずと知れたアポロ計画で使われた施設で当

時のままの状態で保存され、現在は見学施設のひとつとして使われている。ガラス越しの見学だったの

が残念だが、アポロ計画当時の色々な記録映像を見るとよく出てくるコントロールセンターを目の当た

りにして大変感慨深いものがあった。 

3か所目に、今回、最も楽しみだったロケットパークを訪れた。特に全長 100mを超えるサターンロケ

ットは、これまで画像等では見たことがあったが、本物となると、その大きさに圧倒されるほどだった。

また、壁面には、サターンロケットを使ったミッションの説明があり、アポロ 17 号までの歩みがパネ

ルで紹介されてあった。 

 

●2 月 7日 ヒューストン自然科学博物館 

 7 日は、ダウンタウンにあるヒューストン自然科

学博物館に移動し、見学を行った。アメリカの科学

館・博物館は、自身、過去にワシントンＤＣのスミ

ソニアンや、ミネソタ科学館、カリフォルニア科学

アカデミーなどを訪問した経験から 1日でそのすべ

てを回るのは不可能ということはわかっていたが、

地方都市の科学館とは言え、こちらのヒューストン

自然科学博物館も、限られた時間の中で、すべてを
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展示されている様々な鉱物 煌びやかに展示された宝石 

テキサスのジオラマ展示 動く蛇の模型 

じっくり回るということはやはり不可能であった。そのため、特徴的な展示のみの見学となったが、そ

れでも見どころ十分なものであった。特に、鉱物や宝石の展示は他の科学館・博物館とは比べものにな

らないほど充実していて、これだけのものを揃えている科学館は初めての経験であった。 

 

さらに、それらの展示手法にもたいへん感心させられた。というのも、館内の照明をほとんど使わず、

スポットライトや間接照明などをたくみに使い、鉱物や宝石をいっそう美しく、また煌びやかに見せる

工夫を随所に施していたのである。私自身、展示されている宝石にはさほど興味はなかったが、そのよ

うに魅せる方法については、たいへん勉強になった。 

 続いて、甲殻類の展示、アフリカやテキサスの自然のジオラマを見たが、ここにも工夫が施されてい

た。良く見ていかないと気付かないのだが、通常の自然のジオラマだと、模型が静止しているのが一般

的だが、こちらではある意味、小道具のような鳥や蛇などがちゃんと動いているのだ。もちろん、そん

なに激しい動きは無いが、キツツキが木に穴を開けていたり、蛇が威嚇行動をとっていたりと気付けば

それはそれで見ていて楽しいものであった。 

 

 そして、いよいよ、鉱物・宝石の展示と並んで、こちらの博物館の目玉でもある化石類の展示である。

こちらにはトリケラトプスのミイラ化石が展示されており、世界でもここだけにしか展示されていない

そうである。最初、ミイラと聞いて、もっと恐竜の原型に近い形で展示されているのかと思ったが、そ

うではなく、広範囲に皮膚痕が残っているものであった。壁面にはそんな皮膚痕の一部が展示され、爬

虫類の仲間であることを示すように、ウロコのような状態になっていた。確かに、恐竜の化石と言えば、

ほとんどが骨格の化石であり、このような化石を見たのは初めてであった。それに加えて傍にてんじし

てあったトリケラトプス本体の化石も素晴らしいものであった。通常、博物館などにある骨格の化石は、

多くがレプリカだったり、一部の骨化石は本物であっても、骨格のほとんどが模型だったりすることが
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ミイラ化石の展示 トリケラトプス化石 

多い。しかしながら、驚くべきことに、こちらのトリケラトプスの化石標本は、その 76 パーセントが

本物の化石を使用しているそうである。 

 

●研修を終えて 

 今回のアメリカ研修は、非常に中身が濃く、私自身の経験値を上げる意味でも非常に良い研修となっ

た。何より、冒頭でも述べたが、業務で天文分野に携わる者にとって、NASA のジョンソンスペースセ

ンターを訪問できたということが、最大の喜びであった。また、ヒューストン自然科学博物館も見どこ

ろが多く、他には無いものに触れることができたことも、たいへん良かった。私は常日頃から、自分が

実際に見たことも経験したこともないことについて、いくらインターネットや書物から知識を得ても、

本当の感動は人に伝えられないという思いがある。その自分の思いに立ち返って考えてみても、少しの

部分ではあるがそれが補完できたと思っている。 

 最後に、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。 
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平成 26 年度海外科学館視察研修 参加報告 
 

■研修概要■ 
期 間：平成 27 年 2 月 4 日（水）～2 月 9 日（月） 4 泊 6 日 
訪問国：アメリカ合衆国テキサス州 
訪問先：スペースセンター・ヒューストン 
    ヒューストン自然科学博物館 
-------------------------------------------------------------------- 
■所属館■広島市こども文化科学館 
■氏 名■松本佳也 
■目 的■ 
・スペースセンター・ヒューストンの施設における、一般向け展示及び体験プログラムを

調査すること。 
・SEEC プログラムに参加し、海外のカンファレンス運営について調査すること。 
・ヒューストン自然科学博物館における一般向け展示及び体験プログラムを調査すること。 
-------------------------------------------------------------------- 
 
●ジョンソン・スペース・センター(JSC) スペースセンター・ヒューストン 
日本が狭いというべきか米国らしいというべきか、ジョンソン・スペース・センターは

広大な敷地に研究開発、管制、宇宙飛行士育成等の施設が立ち並ぶ、ＮＡＳＡの拠点の一

つである。敷地内に広い道路がめぐり、中低層の建物が道に沿って並ぶ、さながら JSC 全

体が一つの街のようなイメージである。その一角にある一般向けの公開施設がスペースセ

ンター・ヒューストンで、一般来場者はこれ以外の場所には自由に立ち入ることはできな

い。 

 
施設中央から撮影した全周パノラマ 

 
建物の単一空間の周囲に展示物を配置し、一部を区切って展示室や展示コーナーとして

いる。ある程度大きな施設であるが、大きなホールを備える上に中央部は広大なフリース

ペースとなっており、建物容積の割に展示物は多くない。おそらく施設の位置づけの半分

は、レストハウスなのであろう。しかしながら、世界を牽引する宇宙開発の現場だけあり、

いずれも血と汗がにじみ出るような、熱気を感じ取ることができる。じっくり見れば、所
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要時間はおのずと長くなる。 
中でも特筆すべき展示は、米国の有人宇宙飛

行の歩みをテーマとしたエリアで、宇宙開発の

黎明期から米国初の宇宙ステーション・スカイ

ラブまでの時期を中心に取り上げている。展示

面積はそれほどではないが、参考所要時間 45 分

としており、実際その中身は濃い。実寸のスカ

イラブ・トレーナー・モックアップは自由に中

に入ることができ、終盤にはアポロ 17 号コマンドモジュール実機

が展示される。さらには月の石に直接触れることのできるブース

もある。このほかにも模型や実物を使った展示があり、発展著し

い冷戦期の宇宙開発を生き生きと伝えてくれる。 
ただ残念ながら、このエリアの存在がややわかりにくく、見逃

した同行者もあったようである。私自身も当初気付いていなかっ

た。もっと情報共有できていればと悔やまれる。 
同施設もう一つの目玉が「トラム・ツアー」

と称される JSC 見学ツアーである。3 連接の

小型バスのようなもので広大な施設を移動し、

いくつかの施設を見学できる。 
APOLLO MISSION CONTROL CENTER

は、ジェミニ、アポロ、そして初期のスペースシ

ャトルミッションの管制を実際に行っていた場

所である。宇宙への夢が最も熱かったであろう時

期に、宇宙と地球を結んでいた現場といえる。管

制室内部には入れなかったが、マスコミや関係者

が詰める見学ブースに入ることができた。 
Space Vehicle Mockup Facilty には、実物大の

有人宇宙機の模型が多数ある。これらはただの見

世物ではなく、実際のミッション計画を練るため

に使用するものである。また

いくつかの開発もここで行わ

れており、様々な「ロボット」

と思われる模型がいくつも並

んでいた。 
Rocket Park では、米国初

の有人宇宙計画「マーキュリー計画」で使われた「リトル・ジョー」および「レッド・ス
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トーン」、そしてアポロ計画で使用されたサターンⅤ型ロケットが展示されていた。サター

ンⅤ型は非常に大きいため横倒しにされ、専

用展示庫に入った状態で展示されている。

H-2A の約 2 倍となる全長 110m、底部直径

10m にも及ぶ、史上最大のロケットながら、

横倒しではそこまで巨大な印象を持たなかっ

た。直立した状態で見てみたいものだが、さ

すがにかなわぬ願いであろう。室内にはアポ

ロ計画の足跡を記したパネルが展示され、終

了から半世紀近く経過した現在でも、米国にとって特別な存在であることが伺える。 
 

●SEEC(Space Exploration Educator Conference)プログラム 
教育関係者のための宇宙の教育利用ワークショップで、今回で 21 回目となる。参加者の

多くは米国の学校教員などで、数百人に及ぶと聞く。最新情報の講演や、宇宙飛行士の体

験談、JSC の見学ツアー、あるいはより実践的な教育利用プログラムの体験等のセッショ

ンがいくつも並行して行われ、希望により参加できる。 
参加したセッションのうち、

Paint Like a Professional で
は、簡単に「それらしい」宇

宙的な絵を、市販のスプレー

ペンキで制作するもので、著

しく絵心に欠ける私でも、わ

ずか 10 分ほどで右のような

作品を作ることができた。大

量にスプレーを使用するため

作業環境を選ぶが、幼児から

大人まで楽しめる手法であっ

た。 
 

●ヒューストン自然科学博物館 
古代から現代まで幅広い分野の自然史資

料を扱う博物館で、展示面積、資料数ともに

相当なものと思われる。3 時間ほどの滞在で

あったが、丸一日滞在する価値のある施設で

ある。 
最初に鉱物標本と宝石展示エリアを見学

1 2 

3 4 
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した。ちょっとした博物館ワンフロア分ほどのスペースに、かなりの数の鉱物標本が並べ

られていた。エリア全体が毛足の長い絨毯敷きで、什器等もかなりコストがかかっている

ように見受けられ、資料の美しさを存分に引き出していた。 
動植物のエリアでは、自然界での

「ワンシーン」をイメージした展示

手法をとっており、動物が襲われる

様子、あるいは食事をする様子など

一定のテーマを設定し、複数の標本

を関連付けて展示していた。古生物

のエリアでも、部分的にこのような

手法がとられ、いずれもかつて「生

きていた」ことを訴えかけてくるよ

うな印象を持った。 
ヒューストンは石油で栄えた都市であり、よく知られているように昨今はシェールオイ

ルの開発が盛んである。かなりのボリュームの石油開発に関する展示があり、地域性がよ

く出ていた。 
プラネタリウムでは、いくつかのスタイルの投影があったが、日本でオーソドックスな

生解説と映像番組を組み合わせたものを視聴した。光学式は存在せず、デジタルプラネタ

リウムのみであったが、6 台のプロジェクターのジオメトリやブレンディング調整がかなり

大雑把で、また投影スタイルもかなりハイテンション、アップテンポで、きめ細やかさと

は対極の印象であった。話には聞いたことはあったが、日本と米国のプラネタリウムに対

する考え方の違いを垣間見た気がした。 
 
●終わりに 

JSC では、書物などで読んだ歴史の一コマがそこここにあり、自分の中で何かがつなが

ったような印象を持った。SEEC では宇宙教育に関することを学んだだけでなく、現地の

人々とともに参加したことで、広く米国の人々のありようなどを肌で感じることができた

ことが、スペースセンターの通常プログラムだけでは得られない、大きな収穫であった。

自然科学博物館では、ダイナミックな米国の博物館の姿を体感することができた。 
大変実り多き研修旅行であった。貴重な機会を頂いた、関係の皆様方に深く感謝の意を

表したい。 
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海外研修報告書 

奥州宇宙遊学館 及川 秀 
 

1． 名 称 平成 26 年海外科学館視察研修 
2． 期 間 平成 27(2015)年 2 月 4 日（水）～2 月 9 日（月） 
3． 場 所 アメリカ合衆国テキサス州 

ヒューストンスペースセンター・NASA ジョンソンスペースセンター 
4． 目 的 天文・宇宙関係の教育について、NASA と教育者がどのように協働しているのか、

また、NASA・ヒューストンスペースセンターが持っている宇宙関係の教育材料を

岩手・奥州でどのように活用できるのか、実際に現地を見学、セッションに参加し

て方法を模索し、研修後の活動につなげる。 
5． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研   修   内   容 
日  時 内  容 感  想 写  真 

2/5（木） 
8:00～9:40 
 

オリエンテーション 
基調講演－宇宙飛行士 

ｸﾚｲﾄﾝ ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 

宇宙を働く場としてい

る宇宙飛行士も陽気な

人間で、身近に感じた。 

 
10:00～11:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇宙船模型設計設備 

見学 (Space Vehicle 
Mock-up Facility) 
 
 
 
 
 
 
 
 

今 現 在 進 ん で い る

Orion 計画のモデルや、

火星や月を走ることを

想定して作成されてい

るローバーを見ること

が出来、これを将来ある

子どもたちが見たらも

っと宇宙開発への理解

が広がる思った。 

 

 

12:45～14:00 
 
 

宇宙管制ｾﾝﾀｰﾂｱｰ

(Mission Control Tour) 
 
 
 

現在、ISS 国際宇宙ｾﾝﾀ

ｰと直接連絡を取ってい

る管制室を見学できた。

宇宙とのつながりを強

く感じた。  
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14:45～16:15 中世浮力研究所見学 
(Neutral Buoyancy 
Lab.) 
 
 
 
 
 
 
 

世界で 2 番目に大きな

プールを使って、宇宙飛

行士が船外活動の訓練

をしている実際の現場

を見ることが出来た。こ

の訓練を行うところま

でが試練だと思うが、体

験してみたいという人

は多いだろうと思う。 

 

2/6（金） 
8:00～9:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEEC スタッフ紹介と 
基調講演「宇宙の光の未

来パネル」 
（ORION 計画など） 
 
 
 
 
 
 

火星探査・ORION 計画

についての講演を、探査

機作成の責任者の方が

行っていた。事前に

NASAのFacebookで情

報を集めいていたが、足

りなかった。もっと自分

の知識が多ければ、もっ

と身のある話になると

感じて少し悔しかった。 

 

10:00～11:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Journey to Mars” 
教育者のための NASA
のインターネット学習

リソースについて 
【NASA ジョンソンス

ペースセンター  
インターネット 
学習コンテンツ担当 

 Patricia Moore】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

非常に有意義なセッシ

ョンだった。教育者たち

がどのような学習の材

料をほしがっているか

を意見として出し、それ

に対して、NASA には

このようなコンテンツ

があると実際の WEB
サイトを提示して説明

するというとても分か

りやすく、出席者の満足

度も高かったのではな

いかと推測される。私自

身も満足した。今後、こ

の WEB サイトを使っ

て、地域の子どもたちに

も宇宙開発の現状を知

ってもらう事業を企画

したいと思った。 
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12:15～13:45 
 
 
 
 
 
 
 

トラムツアー  
“Tram Tour” 
 
 
 
 
 
 

ヒューストンスペース

センターのトラムツア

ーに参加。老若男女がト

ラムに乗り、ｱﾎﾟﾛ計画で

使用した管制室を見学。 
実際に見るという経験

は本当にいいと思う。 

 

14:45～16:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月へ見学 
“Field Trip to Moon!” 
【NASA ケネディ  
スペースセンター 
教育リソースセンター 
Jennifer Hudgins】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無重力体験ができるか

と楽しみにしていった

セッション。幼児教育者

対象で、まず宇宙や天文

という分野が楽しい・興

味を持たせる内容を紹

介。空き箱とシルバーの

ガムテープで酸素吸入

器をデザイン作成し、使

い捨て防護服を利用し

て宇宙服もデザイン。宇

宙センターn 内で宇宙

飛行士体験。その他、大

小さまざまなサイズの

ボールを使って重力を

体験する遊びや、水の中

でレゴブロックを組み

立てる遊びを紹介。幼児

にはまず楽しいと思っ

てもらうことが大事と

再認識した。これは、通

常の事業でも使用可能。 

 

 

2/7（土） 
9:30～12:00 
 
 
 
 
 

ヒューストン 
自然科学博物館見学 
 
 
 
 
 

全米３番目に大きな博

物館。本物の恐竜の化石

（骨）を見る。テキサス

の豊富な動物、鉱物を見

学し、歴史を感じるとと

もに、最新の宇宙への流

れということも感じた。 
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日本で３番目に大きい

博物館は名古屋だそう

だが、名古屋の博物館も

見学して比較してみた

いと思った。 

 

6． 
 
 
 
 
 
 

研修を 
終えて 

 
 
 
 
 
 

研修に参加したいと思ったきっかけは、このような機会でもなければ絶対に行かな

いだろうと思う NASA を見学してみたいと思ったことであった。 
このシンプルな目的に多くの欲が付き、研修を終えたときには、NASA の情報の 

効率的な受け取り方、そして何か知りたい時に連絡できるコネクションを得ること

が出来、とても有意義な研修であった。 
また、全国各地の先進的な科学館の方々とご一緒でき、研修の合間などに貴重な 

情報を得られたことは、予想以上の収穫であった。 
研修に参加して、大切だと感じたのが事前の情報収集である。事前に多く情報や知

識を得ていけば、取捨選択する材料も増え、身になるものも多く厚くなると感じた。 
現在の技術を利用して、当館でも子どもたちが宇宙に興味をもつ面白い事業が展開

できると強く感じた研修であった。 
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