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平成 28 年 3 月 15 日 

平成 27 年度 全国科学館連携協議会 

海外研修報告書 

 

●行程 

 平成 28 年 2 月 4 日～9日 イギリス(マンチェスター、ロンドン)4 泊 6 日 

  2 月 4 日(木) 出国 ／ マンチェスター到着 

  2 月 5 日(金) マンチェスター産業科学博物館およびマンチェスター博物館視察 

  2 月 6 日(土) ナチュラルヒストリーミュージアム見学 

  2 月 7 日(日) ロンドンサイエンスミュージアム視察 

  2 月 8 日(月) 大英博物館等 自由行動 

  2 月 9 日(火) 帰国 

 

●参加者氏名 

 ・市川やす代（福岡県青少年科学館） 

 ・中村雅憲（一般財団法人 大阪科学技術センター） 

 ・萩原勝夫（飯能市市民活動センター） 

 ・橋本理枝（公益財団法人つくば科学万博記念財団） 

・松岡友和（阿南市科学センター） 

 ・吉田博明（阿南市科学センター） 

 ・林部 尚（全国科学館連携協議会事務局 ／ 日本科学未来館） 

 ・中峯宏介（全国科学館連携協議会事務局 ／ 日本科学未来館） 

 

●視察報告 

【マンチェスター産業科学博物館（Museum of Science and Industry；MSI）】 

 http://msimanchester.org.uk/ 

2 月 5 日 10:00～12:30 視察見学／打ち合わせ 

面会者：Ms. Meg McHugh, Ms. Kim Gowland, Ms. Georgina Young 

 

１．概要 

・紡績産業で栄え、産業革命において中心的役割を果たしたマンチェスターの地において、

綿工業が 19 世紀に入り衰退していく危機意識から、1969 年産業科学館を開設。1983 年に

現在の場所（リバプール港に陸揚げされた原料綿を運び入れた世界初の鉄道駅舎を改造）

に移設。歴史的な建造物として、国の文化財指定を受けている。敷地面積は 7.5 エーカー。 
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・紡績機械が所狭しと並べられ、すべて動く状態で保存されており、ボランティア解説員に

よる実演が日に３回（1 回 30 分）実施されている。また、歴史的な蒸気機関やエンジンの

実物など、産業革命を支えた技術が多数紹介されている。マンチェスター大学で開発され

た世界初のプログラム内蔵式コンピュータ「Baby」など、マンチェスターが世界に誇る産

業・科学のさきがけとなる展示のほか、別棟「Air and Space Hall」では、近代の航空宇

宙技術の展示が充実している。 

  

・入場料金は無料で、シミュレーションライドと 4D シネマは別料金となっている。 

・前年度は来館者数 68 万人。うち、65,000 人が学校団体の来館。 

 

２．学校団体プログラム 

・学校団体向けプログラムとして、双方向のサイエンス・ショーやハンズオン体験、トーク・

ショーなど、30 分から 1 時間程度のプログラムが 13 本用意されている。 

・Explosion：爆発を科学的に捉え、エネルギーとして利用する方法を学ぶプログラム。 

 Seeing Sounds：音の波の特性を可視化して、音波の概念を学ぶプログラム。 

 The Wonder of Light：観客が参加し自ら光の反射と透過の原理を発見するプログラム。 

 Circuit City：電気の基本原則について体験を通じて学ぶプログラム。 

 The Big Bike Dilemma：ギア、歯車、プーリー、チェーンなどによりエンジニアリングの

概念を学ぶプログラム 

・一部は別途料金を徴収。 

 

３．マンチェスター産業科学博物館の近年の動向・問題意識 

～大人をターゲットとした活動の展開 

①ターゲットの整理 

・2000 人に実施したマーケット調査を踏まえ、館のターゲットを以下の５分類としている。 

 a.小さな子ども（幼稚園児など）を連れた家族 

 b.学習意欲の高い家庭 

 c.シニア（50 代以上） 

 d.好奇心の強い若者（18-35 歳） 

 e.教育関係／学校団体 

・ターゲット毎に種々の企画を立てることで、例えば Night Museum の開催を年 3～4 回開催

するなどにより、「d.好奇心の強い若者」の来館者数が倍になった。 

・また、学習プログラムは学校向けのものが主であったが、大人を対象としたラーニングプ

ログラム（Learning & Public Program）も用意するようになった。 
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②様々な企画展の開催 

・常設展示では歴史的な技術展示が多いが、企画展では現代科学も扱っている。例えば、3D

プリンタによる医療技術の企画展も企画中。 

・また、５館からなる科学館ネットワーク「Science Museum Group」に加盟し、相互に企画

展を巡回し活用している。現在も、食をテーマにした企画展や、アートで地球環境問題を

喚起する企画展などを開催し、主に大人の対象にリーチしている。 

（Science Museum Group 構成館：Manchester Museum of Science and Industry、 

London Science Museum、National Railway Museum、National Media Museum） 

・アートと科学の展示は、通常の科学展示とは異なる基準で評価をすることになる。模索中

であるが、来館者の「異なるものの見方の獲得」などの観点で把握し、評価することとし

ている。 

  

 

 

③「グラフェン」を題材にした科学イベントによる振興 

・特に、2010 年にノーベル物理学賞を受賞したグラフェンの研究成果（マンチェスター大の

アンドレ・ガイム博士、コンスタンチン・ノボセロフ博士が受賞）を中心に新たな動きが

起きている。具体的には、マンチェスターに国立グラフェン研究所の設立が予定され、国

の大きな予算が動いている。 

・産業科学博物館でもグラフェンの企画展を準備しており、今年マンチェスターで開催され

る欧州最大のサイエンスフォーラム‘ESOF（Euro-Science Open Forum Conference 2016）’

を皮切りに、本年 7/23～来年 6/26 までグラフェンの企画展を開催予定。 

 

 

④課題 

・運営資金は国の資金に加え、様々な商業努力（グッズ販売、カフェ売り上げ、貸し会場）

など。また、個人の寄付も募っているが、一人あたり 40 ペンスの額に留まっており、伸び

悩んでいる。 

 

      

「Cravings: Can your food control you?」 

の展示の一部 

「Evaporation - Sculptures and drawings by Tania Kovats」 

金属製の地球儀を海水で腐食させて作った大西洋のﾎﾞｳﾙ 
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【マンチェスター博物館（マンチェスター大学）（Manchester Museum）】 

 http://www.museum.manchester.ac.uk/ 

2 月 5 日 14:00～17:00 視察見学／打ち合わせ 

面会者：Mr. Henry McGhie, Ms. Menaka Munro 

 

１．概要 

・一個人のコレクションを回収するために 1821 年にマンチェスター自然史協会が設立された

ところから始まり、その後も世界中から寄贈が集まり規模が拡大し続け、1868 年に、後に

マンチェスター大学となったカレッジにコレクションが移され、1890 年に一般公開された。 

・莫大なコレクション： 

〈考古学〉北ヨーロッパから南アフリカ、中東、西アジアまで、旧石器時代から 17 世紀まで

をカバー。特に古代エジプトの遺物についてはイギリス最大かつ最も重要なコレクション

を有し、先史時代（BC 10,000 年）からビザンチン時代（AD 600 年）の辺りのエジプトの

オブジェクト、約 16,000 のオブジェクトを保管・展示。 

   

〈地球科学〉岩石や鉱物、隕石や宝石の幅広いコレクションで構成され、古生物・化石のコ

レクションは、命の黎明期のシダから恐竜、マンモスに至るまで保管。化石・岩石・鉱物

を併せて約 14 万のコレクションを保管・展示。 

      

〈民俗学・人類学〉人類学のコレクションは、ヨーロッパ以外の地域、すなわちアジア、ア

フリカ、南北アメリカ、オセアニアに至るまでの石器から象牙の彫刻に至るまで約 16,000

もの工芸品を保管。また、エジプトのミイラから人間の骨で作られたオブジェクトまで、

人体に関する 1,700 以上のアイテムを保管。他に、個人のコレクションから集めた 4,000

を超える世界中の弓矢のコレクションや 76,000 もの貨幣のコレクションを有する。 

  

〈ビバリウム；小動物飼養場〉ギャラリーの特徴的なの一つに、ビバリウムでの爬虫類と両

生類の保全の取り組みがある。南アメリカ、オーストラリア、マダガスカルからのトカゲ

の多くの種を飼育・保全する。 

〈植物標本〉保存植物の約 100 万標本と関連する広範な研究のコレクションを保管。 

〈動物学〉無脊椎動物（甲殻類、サンゴ、ワーム、軟体動物、多足類やクモ）からほ乳類に

至るまで動物学で 60 万のオブジェクトを保管。動物学の標本のほとんどはバックヤードで
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保管され、鳥類および哺乳動物 18,000、鳥の卵 35,000、両生類と爬虫類 1,400、軟体動物

約 400,000、クモ類（ダニ、サソリとクモ）16,000 以上およびその他の非昆虫無脊椎動物

125,000。 

 
〈昆虫〉およそ 300 万標本のコレクションは、イギリスで最大かつ最も包括的なものである。 

・マンチェスター大学の敷地内のロケーションということから、博物館の周辺には歴史的な

科学研究に関わる施設が点在している。例えば、原子物理学の父と呼ばれるラザフォード

が研究した建物、チューリングマシンで知られるアラン・チューリングが研究した研究施

設も現存し、博物館の展示と併せて自然史、自然科学を学ぶ環境が醸成されている。 

     

・展示の中で、ものごとをいろいろな捉え方で見ること、様々な考え方をしてもらうような

見せ方を工夫して展示しているコーナーもある。例えば、Resource（資源）というコーナ

ーでは、羊のはく製がウールのセーターを着ていて、資源の捉え方やサスティナビリティ

ということについて考えさせるような工夫している。 

・来館者は年間 45 万人。 

 

２．学校団体プログラム 

・１回 90 分のプログラムから４時間のプログラムまで、幼小中高などそれぞれの対象向けに

多様な 36 ものプログラムを整備。プログラムに参加するには別途料金が必要となる。 

・恐竜：博物館内の展示を調査発見し、オブジェクトに関する結論を引き出すプログラム。 

・生物探検：ビバリウムを探求し多くの動物を発見。また動物が生き残るための特徴（なぜ

毛皮を持っているのか、なぜ大きな耳や鋭い爪を持っているのか）を考察するプログラム。 

・考古学：「サンダーストーンの謎」を解くために発掘・調査処理を行い、考古学的な考察に

より年代を特定するプログラム。 

・人工物：工芸品がどのように作られ、どのような機能を持つか探求するプログラム。 

・科学捜査：いくつかの未知の人間の遺骨の謎を解決するための法医学専門家の役割を担う

プログラム。DNA 抽出、観察を経て「犯罪」を解くとともに、実験科学の精度と信頼性に

ついて考察する。 

・学習プログラムは、年間 30,000 人ほどが利用。平日は一日あたり 30-40 人程度の利用で、 

最大で一日 600 人の利用があった。 

・7-11 歳を対象としたプログラムの利用が最も多い。13-18 歳向けの実験プログラムでは、

マンチェスター大の大学院生が講師を実施。 

・学習プログラムについて、WEB や SNS などを駆使して情報発信を実施。また、市内の小中

学校の校長先生を招待してプログラムを紹介することも行い、利用増を図っている。 

 また、恵まれない子ども達を招き、STEM 教育を施す活動も実施している。 
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３．マンチェスター博物館の特長・問題意識 ～パブリック・リサーチ 

・学校団体が学習プログラムを実施するスペースは昨年 9 月に新設公開されて、多くの学校

団体を受け入れるとともに、広く一般に公開し誰でも予約し利用できるパブリック・リサ

ーチのスペースとしている。 

  

・マンチェスター博物館の使命の一つとして、博物館のコレクションと大学の教育や研究、

また公共の関与（Public engagement）とをつなぐ役割がある。大学の教授や専門家、学生

の研究を博物館のコレクションやスタッフの専門知識を動員・提供して支援し、また広く

一般にも同様の提供・支援を行っている。 

・一般の方も博物館のコレクションを利用して自身の研究を行うことが可能であり、また、

隕石や古いコインなど持ち込まれたオブジェクトの同定・識別のサービスも実施。 

・かつて、オックスフォード大学とケンブリッジ大学は、プロテスタント国教会の信者しか

入学できない大学で、それ以外の学生をマンチェスター大が受け入れてきた歴史がある。 

 大学の社会的責任として、地域に開かれ様々な連携活動がオープンに行われる文化がある。 
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【ロンドンサイエンスミュージアム（Science Museum）】 

 http://www.sciencemuseum.org.uk/ 

2 月 7 日 10:00～13:00 視察見学／打ち合わせ 

面会者：Ms. Alexandra Smirnova 

 

１．概要 

・1857 年にサウス・ケンジントン博物館が設立され、向かいにあるヴィクトリア＆アルバー

ト博物館の場所に位置した。1862 年には科学のコレクションが別の建物に移設され始め、

1909 年にアートコレクションを有するヴィクトリア＆アルバート博物館と、科学と工学の

コレクションを有するサイエンスミュージアムとが独立の施設とった。 

・サイエンスミュージアムでは、1700 年代以降の西洋の科学、技術、医学の歴史に関わる 30

万以上の展示物を有している。 

〈科学〉コレクションの範囲は天文学、宇宙論、物理学、化学、数学、地球科学、自然史、

自然哲学、測量、時間・次元など。 

〈医学〉1700 年から現在までの医療技術として先史時代の装具から MRI スキャナまで、社会

的・文化的・科学的側面から展示している。 

〈情報通信技術〉人間社会を形作る重要な文化となっている情報の保存・操作・通信の ICT

コレクションを網羅。エレクトロニクス、情報、コンピューティング、メディア技術、ネ

ットワーク、印刷、ラジオ、衛星、音声再生、ソフトウェア、テレフォニーなど。 

〈エンジニアリング技術〉モノづくりにより革新をもたらしてきた製造技術・エンジニアリ

ングを紹介。工業製品、消費財、トランスポート技術、エネルギー技術や環境・持続可能

な技術など。 

・また、科学や技術、医学に関わる歴史的な書籍、雑誌、特許書類、図面やスケッチ、手紙、

貿易細目、マイクロフィルムなどのプリントコレクションについて、15 世紀から 21 世紀

までをカバーし有している。 

・展示にあたっては、象徴的な展示や信じがたいほどの科学の成果の物語を通して、来館者

にひらめきを与えることを目指している。 

  

 

２．学校団体プログラム 

・ワークシートを活用した展示観覧プログラムやワークショップ、アプリの活用など、１回

2-30 分のプログラムから数時間のプログラムまで、幼小中高などそれぞれの対象向けに多

様なプログラムを整備。プログラムに参加するには別途料金が必要となる。 

・宇宙と文化：天文学とその歴史についてのギャラリーで実践するプログラム。望遠鏡の仕

組み、光の波長の違いを活用した宇宙研究、一般相対性理論、重力波、ダークマターまで。 
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・ローバー：独自のオールテレイン・スペース・ローバーをデザインし、試験走行するまで

のエンジニアリングをシミュレーションする。iPhone、iPad と Android 向け無料アプリを

ダウンロードして実施。 

・材料科学：ハンズオン展示物やコンピュータ対話型コンテンツを通して材料の特性と用途

について考察する。材料は何か／材料が特定のジョブのために選ばれている理由は何か／ 

最終製品に至る製造プロセスは何か／廃棄し再利用可能か／など。 

・炭素循環：産業革命以来の化石燃料の使用によって影響を受ける気候変動に関するプログ

ラム。 

 

３．ロンドンサイエンスミュージアムの特長 

①様々な企画展の開催 

・サイエンスミュージアムが目指す、「来館者にひらめきを与える」の考えに基づき、企画展

の企画・制作にも取り組んでいる。企画展「Cravings: Can your food control you?」は、何が人

の食の欲求を駆り立てるのか（スプーンの色／妊娠中にお母さんが食べたもの／腸内細菌

など）を、最先端の科学技術を通じて、身体や脳を支配する食習慣の影響を探る展示。 

・この「食の禁断症状」展示は、科学館ネットワーク「Science Museum Group」で巡回。  

・また、大きな企画展として、「COSMONAUTS: Birth of the Space Age」を開催中。これは、

冷戦時代に旧ソ連で進められた宇宙開発の内容を世界ではじめてロシアを出る内容。 

 冷戦環境下の緊張状態から、宇宙ステーションの国際協力の流れを宇宙開発の歴史ととも

に振り返る。 

 

    

 

 

②最新の科学技術を紹介し、意見表明・発信、共有する展示活動「Antenna」 

・サイエンスミュージアムには最新の科学技術を調査し、発信する役割を担う 35 人からなる

チームがあり、館内の「Antenna」という展示コーナーで最新の科学トピックを紹介。 

・ディスプレイとタッチスクリーン対話型コンテンツを使用した展示コーナーで、科学トピ

ックの紹介と、研究者・科学者やエンジニア、デザイナーのインタビューを見て、来館者

は社会的・倫理的な意味合いを検討し評価する。 

 来館者は選択肢の中から自分の意見を発信し、全回答者の回答傾向とともに確認すること

ができるとともにより深い洞察を行うことができる。 
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③課題 

・主な資金は政府からの補助で運営しているが、特別展など開催する場合は政府補助だけで 

は資金不足となる。そのため国の資金に加え、スポンサー・ビジターからの寄付・カフェ 

ショップ売上・貸し会場・有料企画展などで運営している。 

 

４．考察 

・科学館・博物館の従来の役割（収集・展示／学習プログラム）を担いながら、新たな展開

を進める動き、あるいは兆しがみられた。 

・すなわち、学校団体から大人へとターゲットを広げていく様々な企画、ノーベル賞などの

動きを起爆剤とした仕掛け、シチズン・サイエンスやパブリック・リサーチを支援し推進

する知的資産のオープン化の動き、展示・発信から来館者の様々な意見を共有し洞察を深

めることによるインスピレーションを喚起する仕掛けなど。 

・日本の科学館・博物館が参考とする要素が散見された。 
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５．各参加者の所感 

 

＜報告者：市川やす代（福岡県青少年科学館）＞ 

 

①今回の視察研修の所感・考察 

 当館では、青少年への科学への興味と関心を高めるために科学の原理や科学技術を実感す

ることができる参加・体験型の実物、模型、実験等を用いて常設展示を行っている。今回の

イギリスへの海外視察では、来館者の科学への興味関心を高めるために、イギリスの科学館

や博物館では、どのようなコンセプトを持ちどのような展示物を展示しているか、アウトリ

ーチ活動、大学や企業等との連携など、それらを調査し、今後の館の運営に生かすことを目

的に参加した。 

 

 今回、訪問した館に共通することは、どの館でも、本物の展示物が、当時のまま、しかも

様々な分野でかなりの点数展示されていたことだった。また、歴史的に貴重でスケールの大

きいシンボル的な展示物があった。日本とは歴史的な背景が違うので、展示物の違いは致し

方ないが、広い敷地内にスケール（大きさ、価値）の大きなものが惜しみなく展示されてい

たことには驚きだった。また、壁、天井なども活用し展示方法を工夫されていた。ロンドン

サイエンスミュージアムでの企画展、「COSMONAUTS: Birth of the Space Age」は、ロシアの

協力により国を越えたところで宇宙開発の歴史を展示するもので、これまで、メディアでの

情報でしか得ることができなかった世界が私の目の前に広がっている･･･！という感動があ

った。 

 学校利用に関しては、どの施設も、プログラムを何種類か準備し、利用団体の要望に合わ

せ実施されていた。当館では、プログラムを複数準備し、利用者が選択できるようにするこ

とも、今後、考えていく必要があると考える。マンチェスター博物館では、大学と連携しプ

ログラムの一部でマンチェスター大学の大学院の学生が講師を務めている。大学との連携の

なかで、学生を講師として起用するということは、学生にとっても経験として貴重な機会を

提供できるのではないかと思った。 

 今回、３つの施設で、スタッフの方々にお話を聞かせていただく機会をいただいたが、ど

の施設でも、生き生きと話をしてくださった。自分の仕事に誇りを持ち楽しみながらはたら

いておられることを実感した。ロンドンサイエンスミュージアムでは、サイエンスショーを

見学することができたが、（当然、練習もされているであろうが、）心から科学を楽しんで実

演されていると感じた。それが、参加者の実験への興味関心を引き出すものとなっていたと

思う。 

  

②今後、ご自身あるいは所属機関で（何を）どのように活かしていくか。 

 今回、海外への視察に参加させていただいて強く感じたことは、「滅多に見る事ができない

本物に触れる」という感動だった。「教科書に載っていたそのものが私の目の前にある！」本

物を見たり本物を体験した感動というのは、それに勝るものはないということだった。また、

それぞれの施設がコンセプトを持ち、常に現状を分析し課題を解決するとともに、様々なと

ころで来館者が楽しめる工夫をしながら運営されてることが伺えた。今回視察させていただ

いたイギリスの施設と当館では様々な条件が違いすぎるので決して同じことはできないが、

展示物の更新、イベントやサイエンスショーの企画、プログラムの開発などにおいて、是非、

これらの経験を生かしていきたいと思う。 
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＜報告者：中村雅憲（一般財団法人 大阪科学技術センター）＞ 

 

■目 的■ 大阪科学技術館では小学校高学年をメインターゲットとして展示展開を行って

いる。学校団体としてはそのターゲット層の来館実績もあり、ある程度、目的は達成されて

いると考えるが、一般来館者で年齢別にみると、メインターゲット層の来館者数は年齢が高

くなるにつれて少なくなり、中学生以上の来館者は激減している。その為、メインターゲッ

ト層の来館者を獲得しつつ、メインターゲット層以上の科学館離れに対応していく仕組みの

調査を目的として視察を行った。 

■所 感■ 

①展示手法について 

 今回の視察では、科学博物館での展示手法を中心に見学を行った。今回見学した施設では、

イギリスが長年かけてコレクションしてきたものが各施設で展示されており、その点数はも

ちろんのこと、迫力ある展示の見せ方などが印象的であった。中でもインパクトがあったの

は、ナチュラルヒストリーミュージアムの大型生物を展示しているコーナーである。一般的

に、展示コーナーで数点の剥製等を見上げるように観察するか、ロビー状のスペースで、天

井から吊るされているのを同様に観察することが多い。しかし、ここでは海や陸地に生息す

る大型の生物が一堂に展示されており、下から個々の生物の迫力などを感じるだけではなく、

2 階からも他のコレクション展示を見学しながら大型生物を一度に見わたして観察すること

ができ、改めてその大きさなどを比較し、感じることができるのである。 

同様に、マンチェスター産業科学博物館やロンドンサイエンスミュージアムでも高さを変え

て大掛かりな装置を一望できるような構造となって、織り機や蒸気機関が動く姿は迫力があ

った。 

   
 

 

 また、ただ剥製や標本などを展示して見せるだけでなく、展示自体にメッセージ性を持た

せ、見る側に何か考えさせる展示も印象的であった。マンチェスター博物館でのウールセー

ターを着た羊の剥製の展示やナチュラルヒストリーミュージアムでの家の中の害虫に関する

展示は、単に生物の生態を学ぶだけではなく、人との関わりなどを考えさせるものとなって

おり、このような考えさせる展示の必要性を感じた。 

 

  

大型生物の展示 蒸気機関の展示 織り機の展示 

資源に関する展示 家の中の害虫に関する展示 
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 一方、今回の視察で唯一の科学館であったサイエンスミュージアムでは、ハンズオン展示

を期待していたが、予想外にもコンピューターを活用した展示が多く見られた。中でも、数

名で協働で行うものが多く見られた。また、コミュニティーを形成するようなものも見られ

た。今回の日本の学習指導要領の改訂に際し、「初等中等教育における教育課程の基準等のあ

り方について(諮問)」にて「他者と協働しながら価値の創造に挑み、未来を切り開いていく

力が必要」とされており、今後、他者と協働するためのコミニュケーション能力等の育成が

重要視されていく状況である。科学館においてもハンズオン展示は、科学の原理等を体験を

通じて学習することに関しては有効であるが、その次のステップとして科学の必要性を理解

し、新たな科学技術を創造していくための教育も必要であり、サイエンスミュージアムで展

示されていたような協働で行う展示の必要性を感じた。また、マンチェスター産業科学博物

館などで行っていたアートの活用も考える展示としては有効だと感じた。 

 

 

  

 

 

②教育プログラム等の対象とその開発について 

今回、見学した施設では企画展や教育プログラム開発に力を入れるターゲットとして、大人

を挙げる施設が多くあった。その理由は単に学校や子どもについては集客が見込まれる状況

であるが、大人の集客は見込めない現状であるからということである。しかし、その考え方

こそが大切ではないかと改めて感じた。今回、マンチェスター産業科学博物館では、ターゲ

ットの分類を、「小さな子ども（幼稚園児など）を連れた家族」、「学習意欲の高い家庭」、「シ

ニア（50 代以上）」、「好奇心の強い若者（18-35 歳）」、「教育関係／学校団体」とし、大人向

けのプログラムの充実化を図ることにより、「好奇心の強い若者（18-35 歳）」の入館者数が

倍になったとの報告があった。当館をはじめ、科学館は次世代教育を中心とするあまり、大

人や若者の興味・関心に対応した展示やプログラム等ができていないのではないかと改めて

考えさせられる。また、分類の中で気になる分類として「学習意欲の高い家庭」というもの

があり、家庭教育の違いを分類としてあげているように見えるところが考えさせられる。当

方が関西の学研都市内にある科学館の運営担当をしていた場合と現在の大阪市内の科学館を

担当している場合において、保護者や子どもの科学に関する興味度合いが違うように感じる。

それは単に親の職業の影響によるものであるとも推測される。しかし、子どもの教育に関し

て、親・地域は大きな影響を与えることも事実であり、親の興味レベルや科学知識を高める

ことの必要性を感じた。それと合わせて、マンチェスター産業科学博物館で行っているよう

に恵まれない子ども達を招き、STEM 教育を施す活動なども並行して実施する必要性を感じた。 

 また、教育プログラム等の開発については、大人向けにナイトミュージアムをはじめ、3D

プリンターや宇宙に関する特別展、食に関するサイエンスカフェ、ラーニングプログラムな

ど、様々なプログラムの開発がされている。もちろん、電気や光などに関する子ども向け教

アートを活用した展示 雷に関する展示 

影の展示 
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育プログラムの開発も行われている。そして、それらプログラム等の開発・実施を支えてい

るのが、大学の研究員や学生である。 

現在、イギリスでは大学の研究員や大学の博士課程の学生等が先端科学を一般市民に分かり

やすく説明する必要性を感じており、トレーニングなどが行なわれており、科学館での大人

向けのサイエンスカフェなどの実施時の講師として活躍している。また、マンチェスター産

業科学博物館のボランティア(1800 人)の内訳は、科学を専攻する学生が多い現状である。 

その他、マンチェスター大学のように大学の敷地内に博物館があり、市民が学習したりする

スペース・機材等の提供や相談対応まで行うように開かれた大学があることは、例え宗教的

な思想などがバックボーンしてあるとしてもイギリスの科学教育の実施やプログラム開発な

どを支えていると感じた。 

 

③今後の取り組みについて 

 今回、科学博物館を中心に視察を行ったが、博物館の機能として多様で多くの展示物が展

示されていることは、来館者の多様なニーズに対応でき、それぞれの興味に応じた見学、学

習ができるという機能を再認識した。また一方、科学館の機能として原理等を学習するとし

てハンズオン展示等が発展してきたが、現在、博物館・科学館ともに科学知識の習得ととも

に、社会の中での科学のあり方・役割などを考えさせていくものへと変わってきているよう

に感じた。 

 また、科学館として科学のあり方などを提議し、来館者とともに考えていく仕組みを確立

する中で、次世代層への教育はもちろんのこと、生涯学習として大人にも学習する機会を提

供していく必要性を感じた。そして、その考えるテーマ・題材等を地域の産業界、大学と連

携して発信できるか、その体制づくりの重要性を感じた。 

 今回の視察を受け、サイエンスミュージアムの「Antenna」展示のように、数ヶ月ごとの展

示改装まではできないまでも、最新の科学トピックなどを紹介し、考えていくような展示や

教育プログラムの開発等を検討していき、子どもから大人まで、科学について考える機会を

提供していきたいと思います。 
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＜報告者：萩原 勝夫（飯能市市民活動センター）＞ 

 

① 今回の視察研修の所感・考察 

■目 的■ 今年度の海外研修の訪問先はイギリスのマンチェスターとロンドンであった。マ

ンチェスターは産業革命の発祥の地でもあり、またロンドンには大英博物館があり何れもチ

ャンスがあれば是非行ってみたい候補になっていた。早速上長の許可を得て自費参加した。

結果は意外な所で６０年ぶりの再会があり大満足であった。 

以下にその骨子を報告する。 

 

１． マンチェスター産業科学館 

産業革命の発祥の地を自負するマンチェスターの科学館ということでまさに産業革命

に関連する展示が多く見られた。まず世界初のプログラム内蔵型のコンピュータの紹介

があった。コンピュータとういうよりはまさに電子計算機である。真空管式で“BABY”

の名が付けられていた。 

木綿から綿糸を生成する装置の実演もあり迫力のあるものであった。また綿糸を輸送

するための鉄道の建設、また鉄道を運営するための駅舎の建設、さらには鉄道を動かし

工場の動力を確保するために蒸気機関の開発等、当時の多くの人達の夢とロマンに満ち

た創意と工夫が伺われた。このような経過をたどって近代産業が発展してきたのかとい

うヒストリーを知る良い機会であった。 

また企画展としてはどのような計画があるかとの質問に対して、未来の謎の物質とし

て知られる“グラフェン”についても予定しているとのこと。このグラフェンはマンチ

ェスター大学の物理学者等による発明で、炭素原子が蜂の巣状に結合した 1 原子厚さの

シート構造をとる物質で、この発明で既にノーベル賞を受賞しているとのこと。チャン

スがあれば是非見てみたい気持であった。 

また新しい展示としてサイエンスとアートの合体のコーナーも設けられていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.マンチェスターミュージアム 

 ここはマンチェスター大学が所有するミュージアムで、大学が所有するミュージアム

としては国内最大との説明があった。またノーベル物理学賞を世界で一番多く輩出して

いるのがマンチェスター大学であるとの説明で、入口の壁にマンチェスター大学に籍を

置いた著名な物理学者の顔写真のその業績を称えるパネルが並んでいたのが印象的であ

った。 

 原子核模型を提唱したラザフォードを称えてラザフォードビルディングがあり、ここ

で宇宙線や強磁場の研究が行われているとのこと。 

 

マンチェスター産業科学館 
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広島、長崎に関連したセレモニーも毎年開催し広島市長も来館しているとのこと。そ

れに関連して千羽鶴の展示があり印象的であった。 

また AQUAPONICS にも取り組んでいて学校と連携して進めているとの紹介もされた。こ

の概念は、魚と植物の共生で循環型農法をめざすものであり、未来の農業につながるの

ではないかと感じ非常に興味ある展示であった。 

更に一般に開放しているコーナーもあり、隕石や昆虫など持ち込んで所蔵している標

本と照合してその同定をおこなうことが出来るしシステムがあるとのことで感心した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ナチュラルヒストリーミュージアム（ロンドン） 

  自由見学となっていて各自自由に見学。私は自然災害とりわけ地震に関係する展示を中

心に見学した。東日本大震災の被害の悲惨な状況が大画面で写し出されていた。また阪神

淡路大震災については、当時の揺れが実体験できるシミュレーターが用意されていて順番

に体験できるようになっていた。地震の原因となる地球上のプレートの分布が分かる模型

があり、これから見るとイギリスは安定したプレートの上にあり地震とは関係のないお国

のように見られた。ロンドン市内の建物がほとんどレンガ造りである理由が理解できた。

地震が起こることはなく建物に耐震の必要はないからである。私たち地震国日本から見る

と羨ましい国である。 

 

 

 

 

 

４．サイエンスミュージアム（ロンドン）：６０年ぶりの再会 

  ここでは特別企画展ということでロシアの宇宙展“COSMONAUTS  BERTH OF THE SPACE AGE”

が開催されていた。ここの展示は写真撮影禁止になっていて写真で保存できないのが残念

であったが自分にとっては一番の感動であった。この企画展はロシア以外で開催するのは

このロンドンが初めてで、ロシアから１５０点借りてきていてこのミュージアムにとって

もこの１０年間では最大の特別展とのことでした。「軍関係、宇宙服関連も含まれており

４年かけて準備をした。機密情報がありロシアとの連携が必要であり、その許可を得るの

  

マンチェスターミュージアム 

ロンドンヒストリーミュージアム 
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が大変であった。」と関係者の話。世界初の人工衛星打ち上げから米ソの宇宙開発の熾烈

な競争、それからこの分野における ISS に見られる国際協調と宇宙開発の流れが良く見ら

れる企画であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １９５７年打ち上げ成功した世界初の人工衛星スプートニク１、２の展示もあり特にス

プートニク２を見た時には“あの時俺の見たのはこれだったのか”という思いが脳裏に走

りまさに６０年ぶりの再会であった。 まさかこのロンドンで実現するとは思いもよらな

かった。スプートニク２は有人宇宙船の先駆けとなった生物（実際にはライカ犬）の搭載

した世界初の人工衛星である。私が中学２年の時である。高校に通う兄からの情報で明け

方西の空にソ連で打ち上げた人工衛星が肉眼で見られるとい情報が入っていた。早朝父と

兄と３人で裏山に登り西の空を見ていた。まさに夜が明けようとしている西の空に赤い星

のような物体が移動しているのが肉眼ではっきりと観測できた。今でも鮮明に脳裏に焼き

付けられている。空を飛ぶ人工衛星、しかもそれを観測できる時間と方向が予測でき、そ

の通り観測できたことに対する“科学技術のすばらしさ”に少年ながら強烈な印象をうけ

た。“俺の見たのはこれであったのか”とあの時の感動が再び蘇った。厳密には５９年ぶ

りである。両腕を広げれば抱えられるくらいの大きさの円錐形であった。もっと大きいの

ではないかと想像していたが意外と小さいのにはびっくりした。 

  １９６１年にはボストーク１でユーリ・ガガーリンが世界初の宇宙飛行士となる。この

ころから米ソの熾烈な宇宙開発競争が始まる。当時のソ連のフルシチョフ書記長は満面の

自信を持ち、米ケネディー大統領は“１９６０年代に人間を月に送り込む”ことを議会で

誓う。 

  また１９６３年ボストーク６でテレシコーバが世界発の女性宇宙飛行士となる。しかし

彼女は自分の乗っている宇宙船の制御プログラムの異常に気付き、それを連絡しプログラ

ムを修正して無事帰還できたという“ボストーク６”の展示もあった。ボストーク６やテ

レシコーバのことは記憶にあったがプログラムミスの件は今回初めて知った。生死を分け

る緊迫した場面に直面して良く冷静に判断が出来たものだと感心する。 

  展示の最後にはかなりのスペースを取った部屋がありそこには地球とゆりかごに入った

人間の像が飾られ“Earth is the cradle of humanity. But one cannot lie in a cradle 

forever.”というメッセイジが書かれていた。宇宙展の締めくくりとして実に印象的であ

った。 

 

５．大英博物館（ロンドン） 

  自由見学ということになっていた。２５０年以上前の１７５３年に設立されそのコレク

ションたるや想像を絶するもので短時間に見られるものではないと最初からあきらめ日本

関係の展示を中心にみるにとどめた。縄文から江戸時代以前、江戸時代、近代という時代

  

サイエンスミュージアム 
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区分で展示されていた。埴輪や当時の埋葬品などの説明を館のスタッフが一生懸命してお

り、それを熱心に聞いている来館者（その中に日本人は含まれず）、その光景を何とも不

思議にみている日本人（自分）がいた。大英博物館の見学は２時間くらいに止め、あとの

残された貴重な時間は、ロンドンの主な名所を大急ぎで見学して回った。これもまた良い

思い出になった。 

 

 

 

 

６．イギリスのミュージアムを見学して感じたこと 

・まず入館料がすべて無料であったこと。国からの補助金とあとは来館者の寄付で 

まかなっているとうことであった。入口には寄付を募る看板と募金箱が設置されてい

た。 

  ・来館者を増やす手段の一つとしてかサイエンスとアートの合体というテーマの 

   展示コーナーが設けられていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.むすび 

マンチェスター２日間、ロンドン２日間実質４日間の研修であっという間に過ぎてしま

った感じであった。連日雨に遭遇し一日中カラット晴れという日はなかったが、あまり天

気のことは気にならずに過ごすことができた。車は日本と同じ右ハンドルで道路の感覚は

違和感がなかったが、路面バスはほとんどが２階建てで、バスに乗るにも、地下鉄に乗る

にも現金は利用できずすべて前もってプリペイカードを購入いしないと乗車できないシス

テムになっていた。これも良い体験であった。ロンドンのミュージアムでは６０年ぶり突

然の思いもよらない意外な再会があり私にとっては今回の最大の収穫であった。 

  最後に今回同行の皆さん、連携協の事務局の方々、また今年７月にマンチェスターで開

催せれるフォーラム ESOF16 の準備のために未来館から出張されていた谷村さんには大変お

世話になり有難うございました。また飯能市市民活動センター及び市民参加推進課の皆様に

は私の我儘を聞き入れて頂き感謝しています。 

 

 

寄付を募る看板と募金箱 

（マンチェスターミュージアム） 

サイエンスとアートの合体 

（マンチェスターミュージアム） 

大英博物館 
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＜報告者：橋本 理枝（公益財団法人つくば科学万博記念財団）＞ 

 

（１）マンチェスター産業科学博物館  

 マンチェスターの中では一番来館者が多い施設。年間の来館者は 60 万人。 

世界初の駅舎が建物に使われ、紡績機械や蒸気機関など、産業革命に関する展示を見ること

ができた。 

 大人をターゲットにアートとサイエンスを合わせた展示もしている。アートとサイエンス

の展示の評価ポイントは、以下のとおり。 

・お客様が来館する前と来館した後で科学に対する考え方がどう変わったか？ 

・学んで欲しいことを捉えてもらったか？ 

・ターゲットの来館者をどれだけ惹きつけられたか？ 

自分が解説やツアーを行う際にも参考にしたいポイントだと感じた。 

 

 新しい来館者を増やす為に企画展を開催していて、現在は「食料関係」をテーマに行われ

ている。この企画展の展示にはロンドン・サイエンスミュージアムから借りた展示がある。

これは、3年前に「サイエンスミュージアムグループ」に入った為。「サイエンスミュージア

ムグループ」はイギリスのミュージアムが連携していて、展示をシェアしている。 

 

（２）マンチェスターミュージアム  

 マンチェスター大学附属の博物館で、イギリスの中で大学附属博物館では最大の施設。年

間の来館者は 45 万人。そのうち 10％は大学関係者。 

自然史のギャラリーでは、一方的にではなく自然や環境問題について考えてもらうアプロ―

チを意識している。資源の展示では、羊がセーターを着ているなど遊び心のある展示があり、

楽しみながら見学ができる。コンゴのフォトグラファーの写真とコンゴの博物館の展示を合

わせた、アートとサイエンスを組み合わせた展示もあった。 

 また、学校と連携して学習プログラムも行っている。年齢に合わせて 40～50 のプログラム

がある。赤ちゃんと両親が一緒に参加できるプログラム～１８歳までのプログラムがあり、

小学生の利用が多い。 

学習プログラムのスペースがあり、１日の平均利用者は 30～40 名。このスペースは、誰でも

利用することができ、顕微鏡やコンピュータを使って研究できる。拾った隕石や変わった虫

が何か教えてくれるコーナーもあり、来館者が職員とコミュニケーションをとりながら勉強

ができることは素晴らしい取り組みである。 

 

（３）ロンドン・ナチュラルヒストリーミュージアム 

 土曜日ということもあり、40 分の入館待ち列ができる程混み合っていた。他の施設もだが

入館料無料の為、日本よりも博物館や科学館が気軽なものなのかもしれない。入館者も子供

連れだけでなく、大人も多く感じた。 

 展示は化石など自然史に関するもの。建物も大きさに驚いたが中の展示物も実物で展示し

ているが多く迫力があった。 

 

（４）ロンドン・サイエンスミュージアム 

 年間の来館者は 300 万人以上。学校のカリキュラムの一部として学校団体の来館も多い。

現在は、大人の入館者を増やすことを目標にしている。 
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大人を惹きつける為に、月１回夜も開館しており、大人向けの講義イベントや、特別展を大

人向けにしている。 

現在行っている「宇宙展」は４年かけて企画した大きな特別展で、ロシアからの借りたコレ

クションを展示している。ロシア以外で展示されたことがないものも多く、特別展は多くの

来館者で賑わっていた。 

イギリスでは、イギリス人初のＩＳＳ滞在の宇宙飛行士が誕生し（2015 年 12 月）、宇宙への

興味が高まっている。来館者が興味を持つことやタイムリーな話題について、展示や解説を

行うことが大切だと感じた。 

他にも現代の科学を紹介する「アンテナギャラリー」という展示コーナーがあり、3 ヶ月か

ら４ヶ月ごとに内容を新しくしている。常に新しいものがあることで、リピーターや新しい

来館者を増やすことに工夫している。 

 

 

今回の研修では見学だけでなく、職員の方のお話を伺うことができた。 

 どの施設でも教育に対する取り組みが充実していた。子供だけでなく大人向けのイベント

も行われている。より多くの方に来館していただき、何かを学ぶきっかけになって欲しいと

いう思いが共通していると感じた。 

 また、展示の内容を定期的に新しくするなど来館者を増やす工夫がされていた。自分の解

説の中にも新しい情報を取り入れるなど常に来館者を惹きつけることができるよう心がけて

いきたい。 
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＜報告者：松岡 友和（阿南市科学センター）＞ 

 

・目的 

今回の海外科学館視察研修では，イギリスの主要な博物館を訪れ

スタッフとの意見交換等から， 

(1) 歴史的な価値のある資料・建物の保存や展示，活用の手法 

(2) 各館で行っている学習プログラムの実例や学校との連携 

(3) 海外の科学館や学芸員の現状 

について視察することを目的とした。 

今後科学館に従事していく上で，イギリス滞在で得た経験・知識をどのように生かすこと

ができるのかを考え，学芸員としての活動に役立てたい。 

以下，今回訪問した博物館について所感や考察を含めて記述する。 

 

・マンチェスター産業科学博物館 (Museum of Science and Industry) 

産業革命において中心的な役割を果たしたマンチェスターの地におい

て，産業革命から現代の科学までの科学技術の変遷を中心に取り扱う

科学博物館。主に５つの建物からなり，世界で最初につくられた駅舎

を保存・活用するなど，建物のいくつかは文化財にも指定されている。 

興味深いのは，産業革命時の紡績機械が所狭しと並べられ，すべて

動く状態で展示されている点。解説員が実際に機械を動かして，当時

の写真なども紹介しながら，労働者の環境などについても説明してい

る。何人もの労働者が作業中に命を落としたという話もされていた。

博物館を運営する側から考えると，この実演にどれだけのコストがか

かっているのかと考えてしまうが，来館者からの視点では機械の動く

ところをみて，その機械音など当時の環境を肌で感じることができ，

どんな作業がどう危険なのか具体的にイメージをすることができる点

は見ていて迫力がある。参加型のアクティビティに重点を置いていることがうかがえる。 

 

スタッフとの意見交換からは，年間の入館者が約 70 万人でおよそ１割が学校関係（予約団

体）であること，マンチェスターでは 1 番の博物館であることが紹介された。また，アンケ

ート調査を実施し，対象をグループ分けし，主に５つのグループ【(1) 家族（乳幼児をもつ），

(2) 家族（ある程度科学へ興味がある層），(3) 高齢者層（50 歳以上，自主的に学ぶ意識が

高い），(4) 好奇心の高い大人（18～35 歳，半数は学生），(5) 教育関係（学校団体）】を対

象にしている。その中でも，(4)と(5)を意識しているようであった。また，時期によって対

象を変えて企画展やイベントが開催されているなど，しっかりと計画された運営がされてい

る点はさすがである。 

今回の視察時に開催していた企画展は，アートとサイエンスの融合をテーマとしたもので

あった。違った側面からサイエンスへの入り口とする取り組みは面白い。またそれによって

入館者も増えたとのことである。ただし，サイエンスとアートの融合では入口より出口をど

う考えるのか難しいと感じた。企画する側の意図を明確にしておく必要がある。実際スタッ

フとの意見交換から何がどうサイエンスにつながるのかあいまいな展示説明もあったのは少

し残念だった。 

 

（写真１） 世界初の駅舎 
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・マンチェスター博物館 (Manchester Museum) 

マンチェスター大学に付属する博物館。1800 年代に自然史系の博物館として収蔵していたも

のを引き継ぎ，膨大なコレクションを誇る。大学の博物館としてはかなり大きな規模である。

年間 45 万人の入館者があり，新しい博物館の建設も進められている。 

展示手法については，「自然は人によっていろんな意味や捉え方があり，こちらから押しつけ

るものではない」という立場をとっている。羊のはく製がセーターを着ているユニークな展

示や，広島市とマンチェスター市との関係から千羽鶴（ツルのはく製とともに）があった。 

年間に３万人の子どもを対象にした学習プログラムを実施し，約 40 のプログラムを準備して

いる。 

大学の博物館と言うことで，地域重視の取り組みが行われ

ている。例えば，誰でも利用できるパブリック・リサーチの

スペースが設けられていて，植物や昆虫標本などの膨大のコ

レクションを参考に，個人が興味を持ったことについて調

査・研究をすることができる。またこの博物館などを利用し

た約 160 の博物館関係のコース（カリキュラム）が進められ

ており，大学としての役割も果たしている。 

博物館として，地域貢献を考えることは必要であり，その

具体例を多くみることができた。 

 

 

・ロンドン自然史博物館 (Natural History Museum)  自由見学 

イギリスでも最大級の博物館であり，8000 万ものコレクションを収蔵している。訪れたとき

も順番待ちの列ができていて人気の高さがうかがえた。館内は，オレンジ，ブルー，グリー

ン，レッドの４つのゾーンに分かれており，それぞれ異なったテーマで自然の歴史を紹介し

ている。一番人気のブルーゾーン（恐竜に関連した展示コーナー）が見学出来なかったこと

は残念であった。 

一番印象に残ったのは，地震に関する展示コーナーにあった「神戸スーパーマーケット」。

ここでは兵庫県南部地震発生時の映像とともに地震の揺れを体験できる。発生から 20 年経過

したが，日本から遠く離れたイギリスでも衝撃的な大地震として受け止められていることが

うかがえた。 

館内は，一つひとつの展示をじっくり見ていくと，とても

１日ではまわりきれないほどの規模である。感じたことは，

イギリスの博物館はほとんど順路がなく，どう見学すればい

いのか悩んだ点。後日福井県の博物館を視察した時にも聞く

ことができたが，日本の博物館では順路を提示しているとこ

ろが多い。ここでは，はじめ自由に見学して欲しいと順路を

提示していなかったが，あまりにも苦情が多かったため今で

は順路を提示している。ある程度ストーリにそった展示や見

学の仕方があってもいいと感じたが，これは個人的な感想であ

ろうか。 

 

 

 

（写真２） 千羽鶴の展示 

（写真３） 自然史博物館のエントランス 
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・ロンドン サイエンスミュージアム (Science Museum, London) 

ロンドン自然史博物館の隣にある科学館。天文学，気象学，生化学，電磁気学，航海学，航

空学や写真術などの分野について，科学史における有名な資料が多く展示されている。館内

は，従来の展示装置で自然現象を見せる科学館のイメージとは違い，最新の IMAX シアターが

併設されていたり，ハンズオン展示などもあって，全く古臭さを感じさせず見ごたえがある。 

訪問時には，『Cosmonauts: Birth of the Space Age』という企画展が開催されていた。 

今，イギリスの宇宙飛行士が初めて国際宇宙ステーションを訪れたこともあって宇宙への

興味・関心が高まっている。（後で調べたことだが，打ち上げ時には，パブリックビューイン

グや講演会，ナイトミュージアムなどを開催して，大人向けにはアルコールも提供するなど

のイベントが行われていた。） 

これは，2011 年から企画がはじまり，開催まで約４年間もの時間がかけられ，ロシアとの

国家レベルの連携・協力によるものである。ロシア以外で初めて展示されるものを含め，ロ

シアの宇宙開発を語る約 150 点の展示物からなる。ロシアの宇宙開発に焦点を当てた企画展

はとても興味深いと感じた。宇宙開発と言うと，やはりアメリカのイメージがある。実際，

ロシアからは軍事関連もあってなかなか表には出てこないそうだ。昨年の海外科学館視察研

修では，スペース センター ヒューストンにてアメリカの宇宙開発の歴史について，続けて

今度はロシアについて見学できたことは両国の考え方の違いなどを感じられ，とても印象深

い視察となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設展示の中では，天文分野が興味深かった。ニュートンの反射望遠鏡をはじめ，ガリレ

オの望遠鏡，ハーシェルの大望遠鏡（40 フィート望遠鏡）の 1.2m 主鏡，ロス卿の大望遠鏡

（1.8m 金属鏡）と，近代までの望遠鏡の歴史において，重要な展示物を実際に見学できたこ

とは大きな経験である。これは早速，当センターの事業で望遠鏡の説明をする機会があった

ので活用させてもらった。自分自身が見学し体験してきたことを，その時の写真を使って紹

介することができたことは大きかった。 

 

・グリニッジ天文台 (Royal Observatory Greenwich)  自由見学 

研修最終日の自由時間は，ロンドンの南東部にあるグリニッジ(Greenwich)を訪れ，憧れの

グリニッジ天文台を見学した。 

グリニッジ天文台は，1675 年に英国王チャールズ２世によって設立された王立の天文台で

ある。その目的は，主に航海に必要な経度を決定するための天体の精密な位置観測であり，

歴史ある天文台である。また，７代目の天文台長のジョージ・ビドル・エアリーが台内に子

午環を新しく設置し，それを使った観測や成果によって，1884年の国際子午線会議において，

エアリーの子午環の中心が世界の基準となる子午線（本初子午線）と決められたことでも有

（写真４．左） サイエンスミュージアムで行われていたワークショップ。カメラオブスキュラの工作をしていた。 

（写真５．右） 展示されていたアイザック・ニュートンの著書『プリンキピア』。歴史的な資料が多く見られた。 



23 

名である。現在，天文台はその役割を終えて，博物館として観測機器が展示されている。世

界の時刻・経度の基準となり，世界遺産にもなっているこの地には，多くの観光客が訪れて

いた。 

注目すべき点は，併設のロンドン唯一のプラネタリウムを持った博物館である。訪れたと

きには，学校からの団体が見学に来ていて，いくつかのグループに分かれ，プラネタリウム・

展示・その他の見学を順次行っていた。それほど大きな施設ではなかったが，充実した学習

プログラムが準備されているようで，子どもたちも楽しそうに見学していた。地方の一科学

館に所属する立場としては，海外の大規模博物館・科学館を視察することも重要だが，この

ような小規模であっても参考になる科学館を視察研修に取り入れて欲しいと感じた。 

もう一つは，グリニッジの街にある博物館や天文台が連携した取り組みを行っている点で

ある。この街には，天文台だけでなく，国立海事博物館やクイーンズハウス，カティーサー

クなどの施設があり，それらが一体となって街を盛り上げている。ただし，公式な訪問では

なかったので詳しい話が聞けなかったのが本当に残念だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外科学館視察研修に参加して（まとめ） 

今回の海外視察研修に参加して，イギリスの主要な博物館を見学できたことはとても貴重

な経験となった。また，今後の活動の参考，ヒントとなることもあった。 

 

博物館としての地域貢献の必要性 

マンチェスター博物館の視察を通して感じたことであ

るが，地域の博物館としての存在を意識したい。地域に

おける生涯学習や子どもの体験学習，ボランティア育成

などの場として，また地域の自然や文化に根差し，地域

のことが分かる展示や教育普及活動に力を注いでいきた

い。 

 

（写真６．左上） 

  グリニッジ天文台 

（写真７．左下） 

  グリニッジ子午線を 

  またいで 

（写真８．右） 

  プラネタリウムの見学 

  をしている子どもたち 

（写真９） マンチェスター博物館のスタッフと 
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対象を重視した教育プログラムの作成 

マンチェスター産業科学博物館での意見交換から，対

象の細分化と明確化は必要と感じた。それぞれの対象に

あったイベントの企画，学習プログラムの作成，またそ

れがあっているのかチェックするような基本的なことを

意識させられた。 

 

分かりやすく親しみやすく楽しませる 

マンチェスター産業科学博物館の解説者をはじめ，ス

タッフがとても楽しく来館者と接している様子が見られた。「ASK ME A QUESTION」や「Hello, 

I’m an Explainer」と書かれたＴシャツを着て，親しみやすく，質問しやすい雰囲気をつく

っているようにも感じた。 

地元のサッカーチームも，スタッフが「Ask me！」と書かれたジャージを着用しホスピタリ

ティ日本一を目指す取り組みを行っている。博物館でもその姿勢を少しでも取り入れ，「また

行って見たい」と思われるような魅力ある博物館づくりに努めていきたい。 

 

科学館ネットワークづくりと活用 

今回訪問した科学館では，４館からなる「Science Museum Network」をつくり，相互に企画

展を巡回するなど連携した取り組みが行われていた。またグリニッジでは，地域の博物館や

天文台などの観光施設からなるネットワークがあった。こうした身近なネットワークづくり

と各館の連携した取り組みを心がけていきたい。 

 

・最後に 

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１０） マンチェスター産業科学博物館の解説員  

（写真１１） テムズ川にかかるタワーブリッジ 



25 

＜報告者：吉田 博明（阿南市科学センター）＞ 

 

■視察した施設について 

 
●マンチェスター産業科学館 

 マンチェスター産業博物館はマンチェスター，リバプー

ル間を結んだ最初の鉄道の駅舎を中心にして建てられて

いる。駅舎を保存するとともに，蒸気機関車を中心として

鉄道輸送に関する展示をしているエリア、マンチェスター

繁栄のもとになった綿織物産業の柱となる「紡績工場」を

再現したエリアや動力源となった「蒸気機関」を再現して

いるエリア，そして航空機を展示する別棟など５つのエリ

アで構成されている。マンチェスターが産業革命の中心と

して栄えた時代を思わせる展示物を動く状態で見ること

ができるようになっている。年間６０万人の来場者があり，

それを支える多くのスタッフを抱えている。 

 
【所感・考察】 

 この視察で特に注目したのは，来館者を呼び寄せ

るための取り組みである。来館者を５つのカテゴリ

ーに分類し，好奇心の強い 18～35 歳の年代層にタ

ーゲットをあて，芸術と科学の融合した企画展・イ

ノベ－ション的な展示・サイエンスフェスティバル

等のイベントなどを工夫することで，狙った層の来

館者が２倍になったそうである。 

 勤務するセンターでも来館者が低年齢になる傾向がある。多くの年代層に興味を引いても

らえるような企画や広報を工夫する必要があることを感じた。 

 
●マンチェスターミュージアム 

 マンチェスター大学の中にある博物館である。年間

40 万人ほどの来館者があり，大学に併設された博物館

としてはかなり大きい規模だそうである。恐竜などの

化石や古代エジプトの展示物などが充実していた。ま

た，実際に触れることのできる展示物も多く見られた。 

 
【所感・考察】 

 この視察で注目したのが地域との連携や学校教育と

のかかわりである。勤務するセンターでも活動の大き

な柱として学校教育とのかかわりを重要視している。市内の小学校の３～６年生全員を対象

に学校ごとにセンターに来てもらい，理科の授業として「センター理科学習」を実施してい

る。また、教員の初任者研修を実施したり、市内だけでなく県内各地の小中学校の理科部会

から依頼を受け教員研修を実施したりしている。授業で使う実験用具などの貸し出しの依頼

を受けることもよくある。 
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マンチェスター博物館では３年前にミュージアムエデュケーションサービス部を立ち上げ

ている。子ども向けのプログラムを数多く開発し，地域の学校の子どもたちの教育を支援し

ている。そのプログラムを地域の学校を訪問したり学校長を招待したりして紹介している。

また，博物館の一部を実験スペースとして開放している。その研究は学生の単位として認定

される制度などもあり，学校と博物館の連携の形について学ぶことも多かった。 

 
●ナチュラルヒストリーミュージアム 

 歴史を感じさせる雄大な建築物である。入口付近にはたくさんの入館者が順番待ちをして

いる。イギリスでは多くの博物館が無料で入館できるそうで、人々に親しまれていることを

感じさせられた。館内は色別に４つのゾーンに分けられ，化石や鉱物標本，鯨や魚類の骨格

などが数多く展示されている。期待していた恐竜の化石コーナーは閉鎖中で残念だった。火

山のゾーンに「阪神淡路大震災」の揺れを体験できるコーナーがあったことに驚いた。日本

が地震大国であることを改めて感じた。  

 
【所感・考察】 

大きな施設であるため，中にはカフェなどもあるが，地

下には飲食もできる無料休憩所が設置されているそうであ

る。遠足での利用は勤務するセンターも多いが，館内は飲

食禁止であり、基本的に食事（弁当）は外の芝生広場など

で食べてもらうようにしている。無料休憩所のようなスペ

ースを設けることは遠足での利用を計画してもらう上で有

効なのではないかと思った。 

 

 
●ロンドンサイエンスミュージアム 

 入場すると大きな蒸気機関を何台も展示してある。イギリ

スが近代産業の発祥の地であることを感じさせられる。更に

進んでいくとロケットや航空機、自動車などのコーナーがあ

り，近代産業が発達していく様子がわかるような多くの展示

物が陳列されている。さらに別のコーナーには農業や医療関

係の展示スペース，天体や宇宙に関する展示スペース，船舶，

宇宙開発の歴史を示すスペースなどもある。また，「Birth of 

the Space Age」というロシアの宇宙開発に関する企画展が大規模に行われ，実際の宇宙船や

衛星，宇宙服なども展示されていた。この企画展は開催

まで４年をかけたそうで，説明してくれたスタッフの方

もロシアの方でありスケールの大きさに驚かされた。 

館内は巡回経路のようなものもないので自由に見て回

ることができる。しかし，広いスペースで自分のいる位

置が分からなくなるような感じがする。実際に他の参加

者と合流するために携帯電話で連絡を取り合う必要があ

った。もう少し表示が分かりやすければ初めて訪問する

人も効率的に見学できるのではないかと感じた。 
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【所感・考察】 

意見交換会で参考になったことは，他の博物館との連携体制である。サイエンスミュージ

アムはじめ５つの博物館が連携するシステムを構築し，教育プログラムを共有したり，特別

展を巡回し合ったりしている。こういった体制を作ることでお互いの長所を生かしあえるの

ではないかと思われる。 

 
●ウインブルドン・ローンテニス・ミュージアム 

 テニスのグランドスラムの１つである「全英オープ

ン」の会場となるウインブルドン・ローンテニス・ア

ンド・クローケークラブに併設されている博物館であ

る。ここではテニス発祥のころから現在に至るまでの

テニスの変遷の様子が時代を追って展示されている。

敷地的には小さいが，テニス発祥の地とあって展示物

には興味をひくものが多かった。 

施設内を見学するツアーが実施されていて，それに

参加した。参加者はアルゼンチンやスロベニア、香港、

韓国等さまざまであり日本人は自分だけで，イギリス

人はいなかった。ツアーでは決勝戦が行われるセンタ

ーコートにも入れるということで芝生に触れること

を期待していたが，コートに入ることはできずスタン

ドからの見学であった。コートには人工的にライトが

当てられ芝生が養生されていた。年に１回の大会のた

めにていねいな管理がされていることに感心した。そ

のほか，予選を行うコートや記者会見を行うプレスル

ームなど内外を９０分かけて見て回った。 

 
【所感・考察】 

ここで感心したことは外国から来る人への対応で

ある。博物館には展示物の説明を記録した再生機が１

２カ国語で準備されており，番号が表示されている場

所でその番号をおすとその国の言語で説明を聞くこ

とができる。また，ツアーは英語での説明であるが，

同じことを３回繰り返して説明してくれるので，単語

をいくつか聞き取ることで内容を理解することがで

きた。勤務するセンターの「おもしろ実験」や「工作

教室」などでもいろいろな年齢層の人が参加してくれているが，参加している人に合わせて

分かりやすく伝えることが大切であることを感じた。 
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■今後，生かしていきたいこと 

 今回の視察で学ばせていただいたことは次のようなことである。 

 

○幅広い年齢層へのアピール 

視察した博物館も日本の科学館と同様に来館者の年齢層が子ども中心になっている傾向に

ある。そこで，大人向けの企画展やイベントを開催したり，夜間にも開館する日を設けたり

するなど幅広い年齢層に興味関心を持ってもらえるような取り組みをしている。 

 

○子ども向けプログラムの充実 

 多くのスタッフがかかわり，時間や内容もさまざまな「子ども向けプログラム」を持って

いる博物館が多かった。数多くのプログラムを準備しておくことで学校などからの希望に応

じた学習を提供できる。このことが，博物館のさらなる利用につながっていくことにつなが

る。 

 

○博物館の連携体制の構築 

 マンチェスター産業科学館やロンドンサイエンスミュージアムなど５つの博物館がネット

ワークを作り，企画展の巡回や展示物の共有化を行っている。多くの館が連携することでよ

り魅力ある企画ができたり効率的な運営ができる可能性があると感じた。 

 

 


