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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、下記までお問合わせいた

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

　7月のある昼休み、 博物館の横を流れている早川まで散歩に出ました。 太陽がぎらつ

いて夏真っ盛りという感じでしたが、 橋の上にたたずんでいると川下から心地よい風が吹

いてきて涼しいくらいでした。 そんな私の目の前を、 ブルーの羽をきらめかせながらカワ

セミが飛んでいきました。 生まれて初めてカワセミを見ました。

　ライブラリーで野鳥観察の本などを整理しながら、 いったいどこに行ったらこんな鳥を見

ることができるのだろうと思っていましたから、 いきなり目の前に現れたときには、 こんな身

近にいたとは！と驚きました。 かごの中でなく大自然のなかで、 こんなにきれいな鳥が自

由に生きて飛び回っているということが、 なんとも不思議でありまた感動的でした。

　それからは毎日のように早川まで出かけてはカワセミを見ました。 川上のほうに連れ立っ

て飛んでいく 2羽のカワセミも見ました。翼は紺色、お腹は濃いオレンジ色、背中はブルー

です。 本によっては背中の色がエメラルドグリーンのものもあります。 こういう色に見えるこ

ともあるのでしょうか。 （加藤学芸員註 ：背中の色は、 光の回折などによる構造色なので、

光の加減で色が変わって見えます）

　川から突き出た木の枝にとまっていたり、ハチドリのように羽をばたつかせて空中でとまっ

て川の中の魚の様子をみていたり、 川の中に飛び込んではみたが結局魚が捕れなくて

ちょっと残念そうにしていたりと、 本で見たのと同じ光景を見ると、 本当にいるなぁと改め

て思ってしまいます。

　本を読むことは大切ですが、 やはり本物に触れるのが一番ですね。 本物を見る前と見

た後では本の見方も違ってきました。 わたしにとってのカワセミは、 どこかの場所にいて

運のいい人だけが見られる珍しい鳥から、 川岸に目を凝らせばいつでも見られる身近な

鳥に変わりました。 できればこのあたりがいつまでもカワセミが見られる環境であってほし

いと願わずにはいられません。

　ライブラリーにあるカワセミの本は次の 2冊です。野鳥観察の本はもう少したくさんあります。

　　　カワセミ – 清流に翔ぶ （嶋田忠著　平凡社　1979年）

　　　帰ってきたカワセミ （矢野亮著　地人書館　1996年）

ライブラリー通信 カワセミに逢う 篠
しのざきよ し こ

崎淑子　（司書）

催し物のご案内

●野外観察 「身近な自然発見講座」　［博物

館周辺］　

日時／① 10月 8日② 11月 12日 ③ 12月 10
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「菌類観察会」［博物館とその周辺］

日時／ 10月 26日 （日） 10:00～ 15:30
対象／小学生～高校生 20人
申込締切／ 10月 7日 （火）　消印有効

　箱根火山の生い立ちは 1950年代に確立されたものが定説に

なっていましたが、最近の研究からさまざまな新しいことが分かり、

大きく異なる説が提案されました。

　今回の展示では、 箱根火山の生い立ちについての新旧のモ

デルを紹介するとともに、 箱根火山で見ることができる岩石や鉱

物、 化石などを紹介します。

　詳しくは…→  http://nh.kanagawa-museum.jp/event/tokubetu/2008_hakone/

特別展観覧料／ 20歳以上 （学生を除く）　　　200円
　  　　 20歳未満 ・学生　　　　　　　 100円

　  　　 高校生以下 ・ 65歳以上　　　無　料

写真展　大地が伝える地球の鼓動 （仮称）

2008年 12月 6日（土） ～ 2009年 2月 22日（日）

　地質景観の写真家である白尾元理氏が撮影した、 世

界のおもしろくて不思議な地形の写真を、 関連する岩

石や化石などの標本とともに紹介します。

企画展観覧料／無料

箱根火山～いま証される噴火の歴史～

2008年 7月 19日（土） ～ 11月 9日（日）

●野外観察 「秋の地形地質観察会」　［大磯

丘陵 （湘南平周辺）］

日時／ 11月 3日 （月 ・祝） 10:00～ 15:00
対象／小学 4年生～大人 40人
申込締切／ 10月 14日 （火） 消印有効

●室内実習と野外観察 「動物ウオッチング 

絶滅の恐れのある動物たちを観察しよう」 ［博

物館とよこはま動物園ズーラシア］

日時／ 11月 8日 （土） ・ 9日 （日） の 2日
間 10:00～ 15:00
対象／小学生～高校生 20人
申込締切／ 10月 21日 （火） 消印有効

●室内実習 「地球 46億年の歴史を感じよう」

［博物館］

日時／ 11月 22日 （土） 13:30～ 15:30
対象／小学生と保護者 30人
申込締切／ 11月 4日 （火） 消印有効

●室内実習 「植物群落の調べかた入門」

［博物館］

日時／ 11月 30日 （日） 13:30～ 16:00
対象／大学生～大人、 教員 40人
申込締切／ 11月 11日 （火） 消印有効

●室内実習 「骨のかたちを比べよう～子ども

編」 ［博物館］

日時／12月 6日 （土） 13:00～ 15:00
対象／小学 1年生～ 3年生 12人
申込締切／ 11月 18日 （火） 消印有効

●室内実習 「ダイバーのための魚類学講座」

　［博物館］

日時／① 12月 7日 （日） ・ 14日 （日） の 2
日間　② 1月 18日 （日） ・ 25日 （日） の 2
日間　各日 9:10～ 16:00
対象／中学生～大人各回 10人
申込締切／① 11月 18日 （火） ② 1月 4日
（日） 消印有効

●野外観察 「冬の樹木ウオッチング」 ［湯河

原町城山］

日時／ 12月 20日 （土） 10:00～ 15:00
対象／小学 4年生～大人 20人
申込締切／ 12月 2日 （火） 消印有効

白
し ら お

尾元
も と ま ろ

理氏プロフィール ：

写真家、 サイエンスライター。 東京生まれ。 大学 ・ 大学院

では地質学・火山学を専攻し、 その後写真家を志す。 以来、

世界数十カ国の火山 ・ 地形 ・ 地質や、 天体などの地球科

学分野の写真を撮影している。


