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　寄贈や交換で各県の博物館から送ら

れてくる、 特別展や企画展の図録やパ

ンフレット。 以前は、 書庫の各県別の棚

に、 未整理のまま保存していました。 し

かしこれでは一般の人に公開できない

ので、 自然科学系の博物館のものを中

心に、 登録してデータベースに載せ、

検索して閲覧できるように整理しました。

　当館の図録に限らずどこの博物館で

も、 研究の成果を見やすく分かりやす

くと、 さまざまな工夫がなされています。

その中でも、 最近送られてきた琵琶湖

博物館の図録やパンフレットは、 とても

おもしろくできていたので紹介します。

　1冊は 『琵琶湖のコイ ・ フナの物語―

東アジアの中の湖と人』。 第 15回企画

展示の展示解説書です。 タテ 21cm、 ヨ

コ 30cm の横長の図録は、 楽しく美しい

イラスト入りで、 まるで絵本のようです。

漫才コンビのようなこいさんとふなさん

が、 7000万年にわたる琵琶湖の歴史を

案内してくれます。 コイとフナという地味

な素材をここまで楽しく見せてくれるセン

スに脱帽です。

　もう 1冊は 『注文の多い湖魚の料理

店』。 これはギャラリー展示のパンフレッ

トです。 湖魚 （こぎょ） というところがま

た何とも地味ですが、 宮沢賢治の 『注

文の多い料理店』 をもじったタイトルは、

コイ ・ フナを知ったあとでは、 それだけ

で何か浮き立つような、 楽しげな予感が

します。

　全国の博物館でさまざまな催しが開催

されていても、 よほどの興味がなければ

わざわざ遠方まで足を運ぶ人は少ない

と思います。 そうこうするうちにいつの間

にか催しが終わってしまったり、 人気の

展示の図録はあっという間に売り切れて

しまうこともあります。 そんな中で当館の

ように図録を保存し、 いつでも一般の人

が見られる環境は貴重だと思います。

　全国すべての博物館の図録を扱って

いるわけではありませんが、 興味のある

方は、 図録のほうもご覧ください。 図録

類は書庫に保存してありますが、 手続き

をすればどなたでも自由に見ることがで

きます。
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催し物への参加について

　上記の催し物の受講料は無料です。

ただし、 野外観察や実習作業を伴う講

座は傷害保険（1人 ・ 1日 50円）への加

入をお願いします。 また、 申込締切が

記してあるものは、 事前に申込が必要で

す。 応募多数の場合は抽選となります。

参加方法や各行事の詳細については、

下記の連絡先までお問い合わせいただ

くか、 ホームページをご覧ください。

問合せ先

神奈川県立生命の星 ・地球博物館

企画情報部企画普及課

所在地 〒 250-0031
 小田原市入生田 499
電　話 0465-21-1515　
ホームページ　http://nh.kanagawa-museum.

 jp/index.html

催し物のご案内

●見学会 「地層剥ぎ取り現場見学会」　

［博物館周辺］　

日時／4月5日 （土）  10:00～ 15:00
対象／どなたでも （人数制限なし）

事前申込不要、 当日博物館前庭にて案

内。 時間内見学自由。 雨天中止。

●野外観察 「身近な自然発見講座」 ［博

物館周辺］

日時／① 4 月 9 日②  5 月 14 日③  6 月

11日 （いずれも水）　各日 10:00～ 15:00
対象／どなたでも （人数制限なし）

事前申込不要、 当日博物館集合。 雨天

中止。

●野外観察 「春の野山の植物観察」 ［円

海山周辺 （横浜市～鎌倉市）］

日時／ 4月 19日 （土）　10:00～ 15:00
対象／小学生～高校生と保護者 30人
申込締切／ 4月 1日 （火）　消印有効

●野外観察と室内実習 「境川遊水地化石

ウオッチング」　［県立境川遊水地公園と博

物館］

日時／ 4月 26日 （土） ・ 27日 （日） の

2日間　10:00～ 15:00
対象／小学 4年生～中学生と保護者、 教

員 24人
申込締切／ 4月 8日 （火） 消印有効

●野外観察 「春の地形地質観察会」

［県立相模原公園周辺］

日時／ 5月 3日 （土 ・祝） 　10:00～ 16:00
対象／小学生～大人 40人
申込締切／ 4月 15日 （火） 消印有効

●野外観察と室内実習 「めざせ !昆虫博

士」 ［博物館と秦野市弘法山］

日時／ 5月6日（火・祝振）・ 6月7日（土）・

6月14日 （土） ・ 8月9日 （土）の 4 日間

9:30～ 15:30
対象／小学 4年生～大人 15人
申込締切／ 4月15日 （火） 消印有効

●野外観察 「水辺の動物ウオッチング」

［松田町川音川］

日時／5月17日 （土） 10:00～ 14:00
対象／小学生と保護者 30人
申込締切／ 4月29日 （火 ・祝） 消印有効

●室内実習 「動物の体のしくみを知ろう」

　［博物館］

日時／ 5月 17日 （土） ・ 18日 （日） の

2日間　10:00～ 15:00
対象／小学 4年生～高校生 15人
申込締切／ 4月29日 （火 ・祝） 消印有効

●野外観察 「磯の生きものウオッチング」

［真鶴町三ツ石海岸］

日時／ 5月 24日 （土）　10:30～ 14:30
対象／小学生と保護者 40人
申込締切／ 5月 6日 （火 ・祝振） 消印有効

●室内実習と野外観察 「地層の調べかた

入門」　［博物館と山北町谷峨］　

日時／ 5月 24日 （土） ・ 25日 （日） の

2日間　10:00～ 15:00
対象／小学 4年生～中学生 12人
申込締切／ 5月 6日 （火 ・祝振） 消印有効

●野外観察と室内実習 「神奈川トンボ調

査隊」 ［博物館と県内各地］

日時／ 5月 25日 ・ 7月 6日 ・ 8月 10日 ・

9 月 21日 ・ 11 月 23日 ・ 12 月 14日 （い

ずれも日） の 6日間　9:00～ 17:00
対象／電子メールを使える小学 4年生～

大人 20人
申込締切／ 5月 6日 （火 ・祝振） 消印有効

●野外観察と室内実習 「動物ウオッチン

グ～身近な動物を観察しよう」 ［酒匂川下

流と博物館］

日時／ 5月 31日 （土） 10:00～ 15:00
対象／小学 4年生～高校生 20人
申込締切／ 5月 13日 （火） 消印有効

●室内実習 「貝化石写真教室」 ［博物館］

日時／ 6月 1日 （日）　10:30～ 15:00
対象／小学 4年生～大人 （初心者向け）

10人
締切／ 5月 13日 （火） 消印有効

●室内実習 「アンモナイトの壁を調べよう」

［博物館］

日時／ 6月 7日 （土） 10:00～ 15:30
対象／小学 4年生～ 6年生と保護者、 教

員 12人
申込締切／ 5月 20日 （火） 消印有効

●室内実習 「骨のかたちを比べよう～お

とな編～」 ［博物館］

日時／ 6月 8日 （日） 10:00～ 15:00
対象／中学生～大人 12人
申込締切／ 5月 20日 （火） 消印有効

学芸員の活動報告展
　　4月 19日 （土） ～ 5月 18日 （日）

入場無料

学芸員や博物館の外来研究員など、

博物館に集う人たちの活動の様子や

成果を展示します。


