ボランティアと一緒にカガクを
楽しもう!

教育ボランティア
特別企画

「赤ベコバージョンの干支おもちゃを
作って楽しもう」
今年の干支動物トラの動く頭部を作るとき、バラン
スをとることで、つりあう感覚を身につけることが
できます。好きな色をぬってオリジナル干支おもち
ゃを楽しみましょう。
○日程：9 月 4 日（土）
○時間：10：30、10：45、11：00、11：15、
11：30、11：45、13：15、13：30、
13：45、14：00、14：15、14：30、
14：45（1 回約 40 分）
○会場：上野本館 地球館 3 階実験実習室
○対象：小学生以上
○定員：1 回 4 名
○受付：10：25 分より実施会場にて受付

「サイエンス・ラボ」

身近な物を使って様々な実験・観察・工作などを毎
回、色々なテーマで行います。9 月のテーマは、
「浮沈
子の科学 Classic」です。
○日程：9 月 11 日（土）
○時間：10：30 〜 12：30、
13：00 〜 15：30(1 回約 20 分）
○会場：上野本館
地球館 3 階エレベーターホール
○対象：中学生以上
○受付：10：30 より実施会場にて順次受付

「はじめてのバードウォッチング」

上野公園、不忍池で身近な野鳥を観察しましょう。
工作やゲームも楽しみます。雨天の場合は館内で展
示解説をします。
○日程：9 月 19 日（日）
○時間：13：30 〜 15：30（約 120 分）
○集合場所：上野本館 地球館案内所前
○対象：小学生以上とその保護者
○定員：15 名
○参加費：保険料 50 円（当日集めます）
○受付：13：00 より受付

「フタバスズキリュウとかはくの恐竜たち」 「たねの観察」
科博の人気者フタバスズキリュウや恐竜についてお
話をします。お話の後はフタバスズキリュウの折り紙
に挑戦。かわいいフタバスズキリュウができるかな？
○日程：9 月 18 日（土）
○時間：10：30、13：00、
14：30（1 回約 60 分）
○会場：上野本館 地球館 3 階実験実習室
○対象：中学生以上（小学生は保護者同伴）
○定員：1 回 20 名
○受付：10：00 より実施会場にて受付

植物は移動することができませんが、たねを作り、
自分の仲間を増やし、その範囲を広げることができ
ます。たねの旅立ちのための工夫とは何か、たねの
ヒミツをさがしてみましょう。
○日程：9 月 25 日（土）
○時間：10：30 〜 12：30、
13：30 〜 15：30（約 25 分）
○会場：上野本館 地球館 3 階実験実習室
○対象：どなたでも
○定員：1 回 12 名
○受付：10：30 より実施会場にて順次受付

アウレットは、地球館におけるこども解説のキャラクターです。子フクロウを意味する英単語（owlet）から名付けられました。
かはくが大好きなリピーターで、どこにどんな展示があるか詳しく、みんなに教えたがっている、という設定です。
地球館展示室には、アウレットをかたどったパネルがあちこちに設置されています。お腹には、展示の見どころが簡単に書かれて
います。こどもに限らず、科学はあまり詳しくないという大人の方にも、見学のヒントになると思います。

＜こども解説とは＞

こども解説は、小学校３、４年生をメインターゲットとした、展示をよく見るための工夫です。地球館展示室のアウレットパネル
の他、キオスク端末にマンガ調の解説画面がありますので、そちらも是非ご覧下さい。

地球館の展示案内で
このようなパネルを探してみよう！

紙張子製地球儀と天球儀

日本館１階南翼「天を知る−天球儀・天文−」
コーナーでは、元禄 8 年 (1695 年 ) に製作さ
れた紙張子製地球儀（写真上段）と元禄 10 年
(1697 年 ) に製作された紙張子製天球儀（写
真下段）を展示しています。この地球儀および
天球儀はいずれも江戸時代の天文学者である
渋川春海が製作しています。平成 2 年（1990
年）に重要文化財に指定され、常設展示ではレ
プリカを展示していましたが、今回、期間限定
で 2010 年 9 月 5 日（日）まで、実物を展示し
ています。この貴重な機会をお見逃しなく！
日本館１階南翼

ひそかな見学ポイント！
紙張子製天球儀の星座をよく見てみると、私たちにも馴染
み深い「オリオン座（三つ星の星のならびが特徴です。
当時
の星宿名である
『参』
の文字はかすれて見えません。
星宿名
とは、中国の星座のことです。
）
」や「昴（すばる）
」の星のな
らびを見つけることができます。
昔の人も、今の私たちと
同じように星空を眺めていたことが伝わってきます。

科博 NEWS 展示

毎年開催される国立科学博物館の夏の恒例イベント。
今年も多くの企画が並びます。科学と遊ぶ夏休み！ぜひ科博にでかけよう！
【会
場】日本館企画展示室 及び 講堂
【開催期間】7月27日
（火）
〜8月22日
（日）
※月曜日は閉室
【時
間】午前10時〜午後4時
（開場午前9時45分）
【参加料金】無料 ただし、常設展示入館料
（高校生以下無料）
が必要です。
※企画によっては材料費がかかる場合があります。
【そ の 他】○混雑が予想される企画では、整理券配布を行います。
○各日午前9時10分より当日分整理券を
企画展示室前にて配布します。
【お問い合わせ】03−5777−8600(ハローダイヤル)

賛助会員募集中
国立科学博物館の諸活動に対して幅広く支援する会員を募集中です。
特典、会費及び入会のお申し込み方法については、賛助会員担当までお問
い合わせください。（代表電話：03-3822ｰ0111）

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
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
毎週木曜日午後です。
登録方法：ホームページの登録フォームからご登録、
http：//www.kahaku.go.jp/userguide
/mailmagazine/index.html
または、館内のメールマガジン登録コーナーにて、お申し込みください。

国立科学博物館
【上野本館】
所 在 地：台東区上野公園7-20
常設展示：一般・大学生600円（300円）
（ ）内は20名以上の団体
高校生以下は無料
開館時間：9：00〜17：00（入館は16：30まで）
金曜日は9：00〜20：00
（入館は19：30まで）

重要文化財 紙張子製地球儀・天球儀特別公開
江戸時代の天文学者『渋川春海』
重要文化財である、渋川春海作の紙張子製地
球儀及び紙張子製天球儀（実物）を特別公開し
ます。その他、渋川春海に関係した星図・暦等
の 資 料を展 示して、パネルによる解説を用い
て「渋川春海」の業績を紹介します。

国立科学博物館イベント情報
国立科学博物館イベント情報
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【開催期間】6月8日
（火）
〜
9月5日
（日）の開館日
【会

場】国立科学博物館
日本館1階南翼

入口付近

【そ の 他】常設展料金でご覧いただけます。

友の会会員・リピーターズパス募集中！
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。
TEL ： 03-5814-9859（休館日を除く）
http：//www.kahaku.go.jp/userguide/repeater/index.html

＞これって何だろうね。
。
。
＞この黒いの目だよね。
＞じゃあ、生きもの？
＞口が見当たらないね。
＞どこが顔なんだ。

ミュージアムショップで発売中！定期購読も受付中！

施設の基本情報

＊5つの施設があります。

【自然教育園】
所 在 地：港区白金台5-21-5
入 園 料：一般・大学生300円
高校生以下は無料
開館時間：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）

【新宿分館】
所 在 地：東京都新宿区百人町3-23-1
（常設展示はありません。）

kahaku event

【会
場】筑波実験植物園内
【開催期間】平成２２年7月21日
（水）
〜8月31日
（火）【休 館 日】毎週月曜日
【開園時間】午前９時〜午後５時（入園は午後４時３０分まで）
＊期間中開園時間30分延長
【参加料金】無料 ただし、植物園入園料（高校生以下無料）
が必要です。

植物園フェスタ
筑波実験植物園において、
「海藻押し葉作り」などの体
験参加型イベントや「植物画を描く」などの各種講座
を行います。

アウレットをご存知ですか？

「今回号のレギュラー展示」 →

2010 夏休みサイエンススクエア

【筑波実験植物園】
所 在 地： つくば市天久保4-1-1
入 園 料： 一般・大学生300円（200円）
（ ）内は20名以上の団体
高校生以下は無料
開園時間：9：00 〜 16：30
（入園は 16：00 まで）
7 月 21 日〜8 月 31 日
9：00 〜 17：00
（入園は 16：30 まで）
【産業技術史資料情報センター】
所 在 地： 東京都中央区日本橋室町2−1−1
（常設展示はありません。）

国立科学博物館のホームページは→

2010年7月

発行：独立行政法人国立科学博物館

特別展「大哺乳類展ー海のなかまたち」 企画展「あしたのごはんのために
ー田んぼから見える遺伝的多様性ー」
化石、はく製、骨格など約150点もの標本を通して、海棲哺乳類の進化と生
態の謎に迫ります。会場では、
クジラの歯に触れたり、
イルカやクジラの声を
聞けたりと、家族で楽しめる見どころがいっぱい。

【会
場】国立科学博物館 特別展会場（東京・上野公園）
【開催期間】平成22年7月10日（土）〜9月26日（日）
【休 館 日】7月12日(月)、9月6日(月)、9月13日(月)
【開館時間】午前9時〜午後5時
（金曜日は午後8時まで）
8/7（土）〜8/15（日）は
午後6時まで延長開館
(ただし、8/13(金)は午後８時まで)
※入館は各閉館時間の30分前まで
【料
金】一般・大学生 1,400円（1,200円）
小・中・高校生
500円（400円）
（
）内は各20名以上の団体料金
【主
催】国立科学博物館、朝日新聞社、
ＴＢＳ
【お問合せ】ハローダイヤル 03-5777-8600

今から約1万年前以降、人類は「農耕」
という文明を手に各地に拡散し、自然の
生態系に大きな影響を与えてきました。人類史の中で農耕は破綻と再生を繰
り返し、その都度、社会は大きな転機を迎え、人類は様々な工夫により危機を
乗り越えてきました。ここでは、私たちになじみの深い田んぼを舞台に、遺伝
的多様性という視点から将来の食と農耕のあり方を考えます。
【会
場】国立科学博物館 日本館1階 企画展示室
【開催期間】平成22年9月18日（土）〜平成23年1月16日（日）
【休 館 日】毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌火曜日）
その他、館の休館日に準ずる
【開館時間】午前9時〜午後5時
（金曜日は午後8時まで）
※入館は各閉館時刻の30分前まで。
【料
金】通常入館料のみでご覧いただけます。
【主
催】国立科学博物館 総合地球環境学研究所
【お問合せ】ハローダイヤル 03-5777-8600

想像力の入口→

