諸情勢によりイベントの内容が変更あるいは中止となる場合がありますので、事前にホームページをご覧いただくか、各開催会場にお問い合わせください。

・現在、上野本館の入館は予約制です。ホームページよりご予約ください。
・各施設の最新情報はホームページをご確認ください。

ホームページ：https://www.kahaku.go.jp

「テレビジョン技術のはじまりと発展」
（仮称）
企画展

日本でテレビの本格的な研究開発が始まってからおよそ1世紀。4Ｋや8Ｋといった超高
精細映像が実現するなど、映像技術が著しい進展を見せる今、技術と発明の結晶とも言え
るテレビの原理や研究開発の歴史、最先端のテレビ技術につい
て関連資料と共に紹介します。
【会
場】地球館2階 常設展示室内
【開催期間】2022年12月13日
（火）
～2023年2月5日
（日）
※会期などは変更となる場合がございます。
【料
金】常設展示入館料のみでご覧いただけます。
【主
催】国立大学法人静岡大学、国立科学博物館
高柳式テレビジョン装置の
※企画展は常設展の入館予約でご覧いただけます。
光電管

「フィールドとつながる絵本原画展
企画展

「つくば蘭展」
企画展

世界のランが大集合！世界有数の野生ラン保全施設・筑波実験植物園の
「つくばコレクション」
から、
美しい花、
珍しい花など、
見ごろの200種類を公開します。
さらに協力団体の力作の数々
を、大温室のエキゾティックな雰囲気の中でお楽しみ下さい。香り体験コーナー、花の販売
コーナーなど、ランのおもしろさをめいっぱい体験でき
る楽しい展示でお迎えします。
【会
場】筑波実験植物園
【開催期間】2023年1月22日（日）～1月29日（日）
※1月23日
（月）
は臨時開園日
【開催時間】9：00～16：30
（入園は16：00まで）
【料
金】入園料のみでご覧いただけます。
【主
催】国立科学博物館筑波実験植物園

草の根と落ち葉」

「草の根のたんけん（おくやまひさし 文・絵）」と「落ち葉のふしぎ
博物館（盛口満 文・絵）」。２つの絵本に描かれた草の根などの原画
を楽しみながら、実際に園内で植物を観察できる、絵本原画と自然教
育園のフィールドをつなぐ企画展です。
【会
場】附属自然教育園
【開催期間】2022年11月3日
（木）～2023年1月15日（日）
【料
金】入園料のみでご覧いただけます。
【主
催】国立科学博物館附属自然教育園
【共催など】株式会社少年写真新聞社

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休止している展示・サービスがあります。
https://www.kahaku.go.jp/news/2020/reservation

December 2022

特別展「毒」

企画展「ワイルド・ファイヤー：火の自然史」

科博メールマガジン配信中！
「科博」の旬の情報や研究者のエッセイ、 展示物やイベントの紹介など
毎月、第２、第４木曜日午後です。
登録方法：ホームページの登録フォームからご登録ください。

白金自然写真クラブの会員が自然教育園内で撮影
した、四季の移り変わりと生き物の姿を美しい写真で
ご紹介します。

https://www.kahaku.go.jp/userguide/mailmagazine

【会
場】附属自然教育園
【開催期間】2023年1月21日
（土）
～3月8日
（水）
【料
金】入園料のみでご覧いただけます。
【主
催】国立科学博物館附属自然教育園
【共催など】白金自然写真クラブ

ミュージアムショップで発売中！ 定期購読も受け付けています。
Amazonでは、電子書籍も販売しています。

博物館活動をご支援ください！＜賛助会員募集中＞
●青少年の自然科学への興味・関心の向上 ●地域博物館等と連携
●標本・資料の製作、購入、保存、修復に会費を活用しています。
詳しくはホームページ「賛助会員入会のご案内」をご覧ください。
https://www.kahaku.go.jp/about/donation/patronage
お問合先：独立行政法人国立科学博物館 賛助会担当
TEL：03-3822-0111（月〜金） メールアドレス：sanjyo@kahaku.go.jp

「コンパス」
のワークシートの一部を公開！
上野本館内で配布しているワークシートの一部がダウンロード
していただけます。
ご自宅で印刷してお楽しみください。
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楽しく興味深い情報を電子メールでお届けします。登録は無料。配信は

「自然教育園の四季と生きものたち」
（写真展）
企画展

2020年2月より閉室をしていた「親と子のたんけんひろば コンパス」を、
2022年4月12日より
「歩いてみよう! コンパス」として、哺乳類の剥製や
ティラノサウルスの全身骨格など、展示室の一部を公開しています。
詳しくはホームページをご確認ください。

kahaku event

-１
月号

あしあと

めいろ

やまみちのなかに イノシシのあしあとが あるぞ！
あしあとをたどって イノシシをみつけよう！
イノシシの ふん もみつけてね（ばしょは２つ）

ちがう
あしあと だよ

イノシシ

イノシシの ふん

ちがう
あしあと だよ
ササのなかま

イノシシの ふん

◀こちらから
ダウンロードできます

YouTube かはくチャンネル



筑波実験植物園の裏側を近日公開！

筑波実験植物園にいらっしゃるお客様が、園内のいろいろな植物を観察することができ
るよう、博物館の職員は日々様々な作業を行っています。
今回はその１つをEduTuber
（エデュチューバー）の職員が紹介します！
現在、公開に向けた編集作業の真っ最中です。
近日公開！

「今号のレギュラー展示」 多目的温室

ぬまをわたってね

シシ

の

制作：国立科学博物館

おうちで体験！かはくVR

国立科学博物館との結びつきを深め、自然科学をより楽しんでいただくための会です。特典、会費及び入会のお申し込み方法等は、
日本館地下1階友の会カウンターにお問い合わせください。
詳細は当館HPをご確認ください。 TEL： 03-5814-9859
（休館日を除く）https://www.kahaku.go.jp/userguide/repeater

国立科学博物館 基本情報
【上野本館】

おうちで体験！
かはくVRは
こちら

所 在 地：台東区上野公園7-20
常設展示：一般・大学生630円
（510円）
（ ）
内は20名以上の団体
高校生以下および65歳以上は無料
開館時間：9：00〜17：00
※開館時間を延長する場合があります。

植物の生育を邪魔する生き物は…？

筑波実験植物園

筑波実験植物園の多目的温室は企画展などにおける生きた植物の展示会場として利
用されますが、それ以外の時期は日本の亜熱帯に分布する植物、つまり、琉球列島
と小笠原諸島の植物を展示しています。琉球列島と小笠原諸島は日本で最も絶滅危
惧植物が集中する二地域で、筑波実験植物
園ではこれら琉球列島と小笠原諸島の絶滅
危惧植物を園内で保全し、それらを用いた
研究しています。 同時に、来園された皆さ
んに普段はあまりみられない日本の亜熱帯
植物を楽しんで頂き、絶滅危惧植物をみて
生物多様性の大切さを感じて頂ければと願
い、多目的温室で展示しています
（写真は
2022年の絶滅危惧生物展のときのもの）。

友の会・リピーターズパス・みどりのパス各会員募集中！

イノ

あし

あと

ほかのワークシートにもチャレンジしてみてね！

ご自宅でも国立科学博物館のコンテンツをお楽しみいただけるよう、当館の展示室や外
観を高画質の画像で撮影し、3Dビュー＋VR映像で公開しています。まるで国立科学博
物館の中にいるように、自宅にいながら展示を鑑賞することができます。
※VR映像としての鑑賞には専用ゴーグルもしくはメガネが必要ですが、3Dビュー映
像はPCやスマートフォンでお楽しみいただけます。

◀これまでの動画視聴はこちら
https://www.youtube.com/user/NMNSTOKYO

たどっていこう！

https://www.kahaku.go.jp/learning/compass/worksheet.php

https://www.kahaku.go.jp/learning/compass/index.php

【YouTube】かはくチャンネル：

このあしあとを

ひそかな見学ポイント！
多目的温室で展示されている植物は野生種で、園芸品種のような目立つ
花はつけません。ただ、それぞれ
の植物にはそれぞれのよさがあり、
多目的温室の展示植物の多くが素
朴 で 味 わ い の ある花 を 咲 か せ ま
す。 なかには花が咲いても葉で隠
れてしまいよくみえませんが、横・
下からのぞくと可愛らしい花をみる
ことができるハナコミカンボクのよ
うな植物も展示しています。

休 館 日：毎週月曜日
（月曜日が祝休日の場合は翌火曜日）
年末年始
（12月28日〜1月1日）
※1月3日
（火）
は臨時開館日です。
※入館は事前予約制です。
最新情報はホームページをご確認ください。

【自然教育園】

【筑波実験植物園】

所 在 地：港区白金台5-21-5
入 園 料：一般・大学生320円
高校生以下および65歳以上は無料
開園時間：9月1日〜4月30日
9：00〜16：30
（入園は16：00まで）
5月1日〜8月31日
9：00〜17：00
（入園は16：00まで）
休 園 日：毎週月曜日
（月曜日が祝休日の場合は翌火曜日）
祝日の翌日
（ただし、
土・日の場合は開園）
年末年始
（12月28日〜1月4日）

所 在 地：つくば市天久保4-1-1
入 園 料：一般・大学生320円
（250円）
（ ）
内は20名以上の団体
高校生以下および65歳以上は無料
開園時間：9：00〜16：30
（入園は16：00まで）
休 園 日：毎週月曜日
（祝日・休日の場合は開園）
祝日・休日の翌日
（土曜・日曜日の場合は開園）
年末年始
（12月28日〜1月4日）

※12月5日
（月）
、
12日
（月）
は臨時開園日です。
※最新情報はホームページをご確認ください。

※1月23日
（月）
は臨時開園日です。
※最新情報はホームページをご確認ください。

※上野本館、自然教育園、筑波実験植物園で実施されるイベントでは、原則として
常設展示入館料・入園料が必要になります。

国立科学博物館のホームページは →

https://www.kahaku.go.jp

人間を含む生物に害を与える物質
「毒」
。
動物、
植物、
菌類、
鉱物や人工毒
など、自然界のあらゆるところに存在する「毒」について多角的な視点
から掘り下げ、
「毒」と共に進化してきた生物の歴史や人間と毒との関
係も紹介します。
【会
場】地球館特別展示室
【会
期】2022（令和4）年11月1日
（火）〜
2023
（令和5）
年2月19日
（日）
※会期等は変更となる場合が
ございます。
【料
金】特別展料金が必要です。
【主
催】国立科学博物館、
読売新聞社、
フジテレビジョン
【公式サイト】https://www.dokuten.jp
【お 問 合 せ】ハローダイヤル 050-5541-8600
※開館時間、
休館日、
入場料、
入場方法等の詳細は公式サイトをご覧ください。

「ワイルド・ファイヤー」
は遠い異国の出来事だと感じるかもしません
が、
現代のワイルド・ファイヤーの発生は気候に左右されており、
その
意味で日本も例外ではありません。本展は、火事に関わる要素である
「着火」
・
「燃料」
・
「酸素」
を歴史という視点で紐解くことで、ワイルド・
ファイヤーの新しい捉え方を提案します。
【会
場】日本館1階 企画展示室
【開催期間】2022
（令和4）
年11月15日
（火）
〜
2023
（令和5）
年2月26日
（日）
※会期などは変更となる場合が
ございます。
【料
金】常設展示入館料のみでご覧いただけ
ます。
【主
催】国立科学博物館
※企画展は常設展の入館予約でご覧いただけます。

※ご入場されるお客様は、オンラインでの日時指定予約が必要です。詳細はホームページ等でご確認ください。

上野本店

03-3831-0384

アトレ上野店、
パルコヤ上野店、上野松坂屋
（売店）
2022年11月

発行：独立行政法人国立科学博物館
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天文学普及講演会

展示やイベントについてお知らせします。

!

諸情勢により、
イベントの内容が変更あるいは中止となる場合がありますので、
事前にホームページをご覧いただくか、
各開催会場にお問い合わせください。
ホームページ：https://www.kahaku.go.jp

館長スペシャルトーク

天文に興味がある方はこちらの講座はいかが？

1

夜の天体観望公開

DNA人類学の30年

自身が行ってきた研究をふり返りながら、人類の起
源や日本人の成り立ちについて解説します。
○日時：12/10（土）
11：30〜、14：30〜
（1日2回、同内容）
それぞれ45分
〇会場：上野本館
申込
○講師：国立科学博物館館長 篠田謙一
○定員（対象）：75名（小学生以上）
○申込：WEBにて受付、11/21締切。
※定員を超えた場合は抽選
○参加費：入館料（一般･大学生630円、高校生以
下・65歳以上無料）が必要です。
○備考：電話やハガキなど、WEB以外での受付は
いたしませんので、
ご注意ください。
その他詳細・お申込についてはイベント
カレンダーhttps://www.kahaku.go.jp/
eventから開催日をクリックしてご確認く
ださい。

副館長スペシャルトーク

2

最新恐竜学

恐竜研究の最近の話題について、
国立科学博物館の
展示などに関連づけて解説します。
14：30〜
○日時：12/18（日）11：30〜、
（1日2回、同内容）
それぞれ30分
〇会場：上野本館
申込
○講師：国立科学博物館副館長 真鍋 真
○定員（対象）：75名（小学生以上）
○申込：WEBにて受付、11/21締切。
※定員を超えた場合は抽選
○参加費：入館料（一般･大学生630円、高校生以
下・65歳以上無料）が必要です。
○備考：電話やハガキなど、WEB以外での受付は
いたしませんので、ご注意ください。
その他詳細・お申込についてはイベント
カレンダーhttps://www.kahaku.go.jp/
eventから開催日をクリックしてご確認く
ださい。

3

夜の天体観望公開
（オンライン）

○日時：12/2（金）18：30〜19：30（晴天時）
〇会場：オンライン（Zoom利用）
○講師：理工学研究部 洞口俊博
○定員（対象）：50組（1組１端末）
（どなたでも）
○申込：WEBにて11/2から11/20まで受付。
※定員を超えた場合は抽選。
天候により中止。
申込
○参加費：無料
○備考：電話やハガキなど、WEB以外での受付は
いたしませんので、ご注意ください。天体
観望オンラインへは開始時間の15分前か
ら接続が可能です。
その他詳細・お申込に
ついてはイベントカレンダーhttps://
www.kahaku.go.jp/eventから開催日を
クリックしてご確認ください。
○観察できる天体：月、火星、土星、二重星、星団、
星雲の中から空の状態に応じ
て３つ程度

4

夜の天体観望公開
（オンライン）

○日時：1/27（金）、18：30〜19：30（晴天時）
○会場：オンライン（Zoom利用）
○講師：理工学研究部 洞口俊博
○定員（対象）：50組（1組1端末）
（どなたでも）
○申込：WEBにて12/27から1/15まで受付。
※定員を超えた場合は抽選。
天候により中止。
申込
○参加費：無料
○備考：電話やハガキなど、WEB以外での受付は
いたしませんので、ご注意ください。天体
観望オンラインへは開始時間の15分前か
ら接続が可能です。
その他詳細・お申込に
ついてはイベントカレンダーhttps://
www.kahaku.go.jp/eventから開催日を
クリックしてご確認ください。
○観察できる天体：月、火星、木星、二重星、星団、
星雲の中から空の状態に応じ
て３つ程度

5 最新望遠鏡で探る星・惑星形成

○日時：12/17
（土）14：00〜15：30
○会場：上野本館
○講師：東京電機大学 樋口あや
○定員（対象）：75名（高校生以上）
○申込：申し込みは不要です。
（通常入館予約が必要となります）
※定員に達した場合は、ご参加をお断り
いたします。
○参加費：入館料（一般･大学生630円、高校生以
下・65歳以上無料）が必要です。

6

天体ニュース解説

○日時：1/21（土）14：00〜15：30
○会場：上野本館
○講師：理工学研究部 洞口俊博
○定員（対象）：75名（高校生以上）
○申込：申し込みは不要です。
（通常入館予約が必要となります）
※定員に達した場合は、ご参加をお断り
いたします。
○参加費：入館料（一般･大学生630円、高校生以
下・65歳以上無料）が必要です。

科学や物理の実験や講座はこちら
産業技術史講座

7

航空機用アルミニウム合金の系統化調査

令和3年度の
「技術の系統化調査」をもとに、航空機
用アルミニウム合金の歴史について紹介します。
○日時：1/28（土）14：00〜16：00
申込
〇会場：上野本館
○講師：前産業技術史資料情報センター
主任調査員 吉田英雄
○定員（対象）：60名（高校生以上）
○申込： WEBにて受付、1/8締切。
※定員を超えた場合は抽選。
○参加費： 入館料（一般･大学生630円、高校生
下・65歳以上無料）が必要です。
以
○備考：電話やハガキなど、WEB以外での受付は
いたしませんので、
ご注意ください。
その他
詳細・お申込についてはイベントカレンダ
ー https://www.kahaku.go.jp/eventか
ら開催日をクリックしてご確認ください。
このマークがあるイベントは、お申し込みが必要で

申込 す。所定の方法にしたがって、参加ご希望の方はお
申し込みください。

コドモーモ・サンカシュテインさん
小学生でも参加できるイベントを案内してくれます。

℡
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日
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火

企画展「テレビジョン技術のはじまりと発展」
（仮称）＜2022（令和4）年12月13日（火）～2023（令和5）年2月5日
（日）＞

草の根と落ち葉」＜2022（令和4）年11月3日（木）～2023（令和5）年1月15日（日）＞

12月と1月に行われる

金

企画展「ワイルド・ファイヤー：火の自然史」＜2022（令和4）年11月15日（火）～2023
（令和5）年2月26日（日）＞
上野本館

企画展「フィールドとつながる絵本原画展

木

特別展「毒」＜2022（令和4）年11月1日（火）～2023
（令和5）年2月19日（日）＞
上野本館

自然教育園

水

筑波休園
自然園休園
上野休館

6

筑波臨時開園
自然園休園
上野休館

5

筑波休園
自然園休園
上野休館

4

筑波休園
自然園休園
上野休館
筑波開園
自然園開園
上野開館

3

｜Event Calendar｜December-January｜

筑波休園
自然園休園
上野開館
筑波休園
自然園休園
上野臨時開館
筑波休園
自然園休園
上野開館

2

筑波休園
自然園臨時開園
上野休館

1

1月

マークのついているイベントは、 イベント期日の
1ヶ月前より電話（各箇所に記入された番号）にてお
申し込みください。定員になり次第締め切ります。

8

教員のための博物館の日

学校の先生に向けた特別企画！楽しくて授業に役立
つプログラムや特典を用意してお待ちしております。
○日時：1/21（土）
申込
○会場：日本館2階講堂、地球館3階講義室、
実験実習室他
○定員（対象）：100名
（教員、
教育関係者、博物館関係者）
○申込：WEBにて受付。
○参加費：無料
○備考：その他詳細・お申込については
「教員のた
めの博物館の日」
https://www.kahaku.
go.jp/learning/leader/mdaytからご確
認ください。
○問い合わせ先：学習課 学校連携担当

筑波実験植物園で行うイベント
第3土曜日はクラフトDAY

9

植物スタンプで年賀状

植物を使って工作しよう！
○日時：12/1７
（土）
10：00〜12：00、
13：30〜
16：00（受付は午前、午後終了時間の
30分前まで）
○会場：筑波実験植物園
○定員（対象）：小学生以上（小学生は保護者同伴）
○申込：当日ご参加ください。
○参加費：植物園入園料
（一般・大学生320円、高
校生以下・65歳以上無料）
が必要です。

植物園研究最前線



なぜランは希少になったのか?

絶滅のおそれのある種がずば抜けて多いラン科。
な
ぜこの希少性は生まれたのか？危機から救うには
どうすればよいか？最新の研究をご紹介します。
○日時：1/22（日）13：30〜15：00
○会場：筑波実験植物園
申込
℡
○講師：植物研究部 遊川知久
○定員（対象）：28名（高校生以上）
○申込：１ケ月前から029-851-5159にて受付、
定員になり次第締切。
○参加費：植物園入園料
（一般・大学生320円、
高
校生以下・65歳以上無料）
が必要です。

WEBによるお申し込み
当館HP
（ホームページ）
内の各イ
ベント申込フォームに必要事項を
記入の上、
お申し込みください。

URL

https://www.kahaku.go.jp/
learning/event/

自然教育園

今号の表紙：

植物園研究最前線



植物園における生育域外保全の取り組み
－種子・胞子の保存と増殖から－

研修展示館２Fにある培養室では、主にランやシダ
植物の増殖にも取り組んでいます。希少な植物を守
るため、種子・胞子からの培養や保存など、植物の
特徴を解説しながら、植物園での取り組みを紹介し
ます。

企画展「つくば蘭展」＜2023（令和5）年1月22日(日）～1月29日（日）＞

企画展「自然教育園の四季と生きものたち」
（写真展）＜2023（令和5）年1月21日（土）～3月8日（水）＞

「ソシンロウバイ」

科博製作映画『スギメ』オンデマンド配信中!!

（筑波実験植物園）

落葉低木で12月下旬から2月かけて全体が淡い黄色の花を咲かせます。
ソシンロウバイは中国原産で内側が紫色の花弁をもつロウバイからつく
○日時：1/28（土）13：30〜15：00
○会場：筑波実験植物園
申込
℡ られた園芸品種です。日本には江戸時代に渡来し、現在では冬に咲く代表
○講師：植物研究部 堤 千絵
的な植物の一つとして公園や庭園などで広く栽培されています。ロウバイ
○定員（対象）：28名（高校生以上）
○申込：1ケ月前から029-851-5159にて受付、
（蝋梅）の名前の由来は花弁の質感が蝋細工のようで、形がウメに似てい
定員になり次第締切。
○参加費：植物園入園料
（一般・大学生320円、
高
ることから名付けられましたが、ウメとは近縁ではありません。花からは
校生以下・65歳以上無料）
が必要です。
スイセンに似た香りが漂います。しかし、植物体、特に種子には、動物とっ
自然教育園で行うイベント
ては神経毒となるアルカノイド系のカリカンチンを含み、放牧された家畜
自然史セミナー
が摂食して中毒になった事故が起こっています。



国立科学博物館が企画・製作し、博物館として初めて科学技術映像祭文部科学
大臣賞を受賞した「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」のドキュメンタリー
映画『スギメ』を、Amazonプライム・ビデオ、U-NEXT、dTVほか各動画配信
サービスにてオンデマンド配信中です!!
価 格 レンタル：500円
（税込）／72時間

購

入：2,500円（税込）

※詳しくは映画公式HPhttps://www.kahaku.go.jp/sugime/
または、各動画配信サービスでご確認ください。

東京から出土した文化財としての人骨

東京都の遺跡から、
縄文時代から江戸時代にかけて
の人骨が数多く発見されています。この講座では、
それらの人骨標本の紹介と、
実際に発掘された人骨
を使って何がわかるのか、
を実習形式で行います。
○日時：12/17(土)13：30〜15：00
○会場：自然教育園
○講師：人類研究部 坂上和弘
申込
○定員（対象）：20名（小学校高学年以上）
○申込：1カ月前からWEBにて1週間前まで受付。
（先着順、定員になり次第締切）
https://ins.kahaku.go.jp/
○参加費：入園料（一般・大学生320円、65歳以
上無料）が必要です。

自然観察指導者研修



オンデマンド
配信中

冬の観察ポイント

自然教育園内や身近な環境のもとで自然観察を行う際の
ポイント・考え方を解説し、指導力のアップを目指します。
○日時：1/14(土)10:00〜11:30
申込
○会場：自然教育園
○講師：自然教育園 下田彰子
○定員（対象）
：15名
（教員や科学クラブ指導者など）
○申込：1カ月前からWEBにて1週間前まで受付。
（先着順、定員になり次第締切）
https://ins.kahaku.go.jp/
○参加費：入園料（一般・大学生320円、65歳以
上無料）が必要です。

データ無料配布

国立科学博物館

2022年 オリジナルカレンダー

2022年オリジナルカレンダー
をデータにてダウンロードいた
だけます。
データは「印刷用」と「スマート
フォン壁紙用」の2種類をご用
意しておりますので、ご自由に
ダウンロードいただき、ご活用
ください。

◀ダウンロードはこちら
https://www.kahaku.go.jp/
news/2022/calendar/

スマートフォン壁紙用

印刷用

