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催し物のご案内
学芸員の活動報告展
4月19日（土）～5月25日（日）
博物館の学芸員や外来研究員など、
博物館に集う人たちの活動の様子や成
果を紹介します。
観覧料／無料（常設展は別料金）

子ども自然科学ひろば
「よろずスタジオ」
毎月第 3 日曜日 13:00 ～ 15:00 （3 月
を除く）
さまざまな実験や観察を通して、 子ど
もたちが自然科学を身近に感じてもらう
イベントです。 ※友の会との共催です。
折り紙ひろば
毎月第 1 日曜日 13:00 ～ 15:00
学習指導員と一緒に、 折り紙でさま
ざまな恐竜を折ります。
編集担当より
本誌 「自然科学のとびら」 は年 4 回
発行して参りましたが、 予算削減により、
来年度から年 2 回発行となる予定です。
より充実した内容でお届けしたいと思って
おりますので、
ご了承ください。
うま
さて、
午
年最初の本号では、
当館の
ひのえうま
丙午トリオが 2 ページずつ執筆を担当し
ました。 中堅からベテランの域に達しよう
とする彼らの文章は、
皆様に自然科学の
44
おもしろさをうまく伝えられたでしょうか？

●野外観察「磯の生きものウォッチング
～真鶴岬で磯の動植物を観察しよう～」
［真鶴岬三ツ石海岸（真鶴町）］
日時／①4月19日（土）②5月18日（日） 各
10:00～15:00
対象／小学生とその保護者 各回40 人
申込締切／①4月1日（火）②4月29日（火）
●野外観察「春の里山の草花ウォッチン
グ」
［瀬上市民の森（横浜市）］
日時／4月20日（日） 10:00～15:00
対象／小学生とその保護者、中学生～大
学生 40 人
申込締切／4月1日（火）
●室内実習と野外観察「昆虫採集講座」
［博物館と周辺］
日時／4月27日（日）・5月18日（日）・6月15日
（日）以降毎月1回（全12回） 各13:00～
16:00
対象／小学5年生～高校生（継続して参
加できる方） 15 人
申込締切／4月8日（火）
●野外観察「春の地形・地質観察会」
［箱根姥子～大涌谷周辺］《箱根ジオパー
ク・地質の日イベント》
日時／5月10日（土） 10:00～15:00
対象／小学４年生～大人 40 人
申込締切／4月22日（火）
●室内実習「菌学事始め2014-初級編-」
［博物館］
日時／5月11日（日） 10:00～15:00
対象／高校生～大人 20人
申込締切／4月22日（火）
●野外観察「四季の昆虫観察会」
［弘法山（秦野市）］
日時／①5月11日（日）②6月8日（日） 各
9:30～16:00

ライブラリー通信

科学しかけえほん

こばやし み ず ほ

小林瑞穂 （司書）
当ライブラリーでは、 昨年、 大日本絵画から出版されている 「科学しかけえほんシリーズ」
のうち 『海洋探検』 『熱・温帯雨林探検』 『地球探検』 『恐竜探検』 の 4 冊を購入しました。
子どもから大人まで幅広い年齢層に楽しんでいただけるシリーズです。
しかけ絵本とは絵本に何らかの細工がされたものを言い、 飛び出す、 めくる、 ひっぱる、
音が出るなど、 様々なしかけの種類があります。 このシリーズは飛び出すしかけ絵本です
ので、 絵本を開くと、 そこで暮らす生きものたちの生活を切り取ってきたかのような、 立体
的に表現された風景が飛び出してきます。 このシリーズの特徴として、 透明シートを利用し
た立体表現が挙げられると思います。 特に、 水の中の生きものの暮らしを描いたページで
のぞ

は、 水を表現するのに透明シートを使用しており、 本当に水の中を覗き見ているような仕
上がりになっています。
しかけ絵本は造りが繊細なので、 たくさんの人が手に取るような環境では、 すぐに破損し
けねん

てしまうのではないかという懸念がありましたが、 利用者の皆さまが丁寧に扱って下さるお
かげで、 大きな破損もなく配架して一年が経ちました。 まだご覧になったことのない方は是
非絵本を手に取って、 科学しかけえほんの中に広がる様々な風景をそっと覗いてみてくだ
さい。 絵本の世界に魅了されること間違いなしです。
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対象／小学生とその保護者、中学生～高
校生 各回20 組
申込締切／①4月22日（火）②5月20日（火）
※小学生は保護者同伴を推奨します。
●室内実習と野外観察植物分類講座
「春のイネ科植物」［博物館と周辺］
日時／5月17日（土） 10:00～15:00
対象／高校生～大人 24 人
申込締切／4月29日（火）
●野外観察「あしがら化石ウォッチング」
［用沢～谷ケ（山北町）］
日時／5月17日（土） 9:45～16:30
対象／小学4～6年生とその保護者 20
人申込締切／4月29日（火）
※保護者の同伴が必要です。
●展示見学と解説「地学ワンテーマ講
座」［博物館］
日時／①5月31日（土）②6月21日（土）③7月
27日（日） 各13:30～15:30
対象／中学生～大人 各回50 人
申込締切／①5月13日（火）②6月3日（火）
③7月８日（火）
●野外観察「海辺の野鳥観察会～アオ
バトを見てみよう～」
［照ヶ崎海岸（大磯町）］
日時／7月5日（土） 8:30～10:30
対象／小学生とその保護者 30 人
申込締切／6月17日（火）
※保護者の同伴が必要です。
●講義「比べてみよう哺乳類の骨－四
肢骨編－」［博物館］
日時／7月6日（日） 10:00～15:00
対象／高校生～大人 12 人
申込締切／6月17日（火）
●室内実習と野 外観察「菌学 事始め
2014-中級編-」［博物館と周辺］
日時／7月12日（土）・13日（日）各10:00～
15:30
対象／高校生～大人 20人
申込締切／6月17日（火）

催し物への参加について
講座名、 開催日、 代表者の住所 ・ 電話
番号、 申込者全員の氏名・ 年齢を明記の
上、 往復はがきにて郵送、 または博物館
ホームページからお申込ください。 応募者
多数の場合は抽選となります。 抽選で落
選した方に対し、 キャンセル待ちの対応
を行います。 ご希望の方は、 お申込時に、
その旨をご記入ください。 参加費は無料
ですが、 講座により傷害保険 （1 人・ 1 日
50 円） への加入をお願いすることがありま
す｡ 小学 3 年生以下の場合は、 保護者
の付き添いをお願いいたします。 複数日
にわたる講座は、 全日程への参加が条件
です。 野外観察は雨天中止です。

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/

