
16

自然科学のとびら　第 21 巻 2 号　2015 年 9 月 15 日発行

自然科学のとびら

第 21 巻 2 号 （通巻 80 号）

2015 年 9 月 15 日発行

発行者 神奈川県立生命の星・地球博物館

       館長　平田大二

〒 250-0031神奈川県小田原市入生田 499
Tel: 0465-21-1515  Fax: 0465-23-8846
http://nh.kanagawa-museum.jp/
編　集　大島光春

印　刷　株式会社あしがら印刷

© 2015 by the Kanagawa Prefectural Museum of 
Natural History.

＊冊子体には再生紙を使用しています。

　ライブラリー通信

ぎふちょう

特別展「生き物を描く～サイエンスのための細密描画～」

2015年11月3日（火・祝）まで開催

　美術だけでなく科学の世界でも、正確に描かれた生物画は重要です。科学として

の生物画には何が求められるのか、またそれらを生み出す道具やテクニックについ

て、達人が作成した生物画と実物標本を織り交ぜながら紹介します。

観覧料（常設展観覧料を含む）

20～64歳（学生を除く） 720円
20歳未満・学生 400円
高校生・65歳以上 200円
中学生以下  無料

小
こばやし

林瑞
み ず ほ

穂 （司書）　

催し物のご案内

第117 回サロン ・ ド ・小田原
「絵本制作のための昆虫観察日記・

しでむし／ぎふちょう／つちはんみょう」

10月31日 （土） 17:30 ～ 18:30
場所：講義室 （当日受付）
話題提供：舘野　鴻　氏 （生物画家）

　『ぎふちょう』 （舘
た て の

野　鴻
ひろし

 作 / 絵） は春に卵から孵
かえ

ったギフチョウが、 成虫になり飛び立

つまでの一年を描いた絵本です。 ギフチョウに主眼を置いた絵本ではありますが、 彼ら

の生息する林の描写も大変素晴らしく、 様々な生き物たちが生活している様子がいきいき

と描かれています。

　タイトルにもなっているギフチョウですが、 一年のうち 10 ヶ月ほどは蛹
さなぎ

の状態で過ごしま

すので、 作中の半分は蛹の状態です。 蛹のあいだ、 ギフチョウはずうっと動かずに眠って

いますが、 その間も季節は移り変わり、 蛹の周りを林で暮らす生き物たちが通り過ぎてい

きます。 ページをめくるたびに少しずつ時間が進み、 周りの景観も刻 と々変化します。 私

が特に素敵だと感じたのは、 はじめとおわりの里山の景観です。 同じ場所を描いているの

ですが、 よくよく見くらべてみると、 伸びた若芽、 折れた枝葉などの変化があり、 一年の

時間が経過していることが見て取れます。

　葉っぱの間や木の幹など、 実にさりげなく色々な生き物が登場したり、 前のページにい

た生きものが、 後の場面でも引き続き登場していたりと発見が多く、 見返すたびに新しい

驚きがあるので何度読んでも飽
あ

きません。

　舘野さんは今年度の特別展解説書にも記事を寄せてくださっています。 舘野さんの絵に

対する真
し ん し

摯な姿勢がよくわかる素晴らしい記事です。 その中で絵本についても触れており

ますので、 興味をそそられた方はそちらもぜひご一読ください。

企画展「日本のスゲ属植物(仮題)」

2015年12月19日（土）～2016年2月28日（日）

　スゲ属植物は世界に2000種以上、日本には約250種がある大きな属です。きれい

な花を咲かせることはありませんが、果実期の穂は渋い美しさがあります。日本産のス

ゲ属植物の多様な世界を標本や写真で紹介します。　　無料（常設展は別料金）

≪当日受付の講座≫
●室内実習・講義 「昆虫少年・少女のひろば」

［博物館］ 11 月 22 日 （日） 13:30 ～ 16:00
小学 4 年生～大学生対象

≪事前申し込みの講座≫
●室内実習・野外観察 「秋のイネ科植物」 ［博

物館と周辺、 早川］ 10月10日 （土） 10:00
～ 15:30 中学生～大人・教員対象 24人／

申込締切 9月 22日 （火）

●室内実習・ 野外観察 「きのこの観察と同

定入門」 ［博物館と周辺］ 10 月18日 （日）

10:00 ～ 15:30 ／小学生～大人・教員対象 
25人／申込締切 9月 29日 （火）

●室内実習・ 講義・ 野外観察 「植物図鑑

の使い方　樹木編　～この木なんの樹？～」

［博物館と周辺］ 10月 24日 （土） 10:00 ～

15:00 小学４年生～大人・ 教員対象 15人
／申込締切 10月 6日 （火）

●室内実習・野外観察 「アニマルトラッキン

グ入門」 ［博物館と周辺］ 10 月 25日 （日）

10:00 ～ 15:00 小学生とその保護者対象 20
人／申込締切 10月 6日 （火）

●野外観察 「秋の地形地質観察会」 ［湯河

原町鍛冶屋］ 11 月 3日 （火 ・ 祝） 10:00
～ 15:00 小学 4 年生～大人対象 40人／申

込締切 10月13日 （火）

●室内実習 「展示見学　ポートフォリオづくり

～デジカメでこんなに変わる博物館見学～」

［博物館］ 11 月 7 日 （土） 10:00 ～ 16:00
教員対象 10人／申込締切 10月20日（火）

●室内実習「デジカメ片手に楽しもう」［博物館］

11 月 8 日 （日） 10:30 ～ 15:30 小学 4 ～ 6
年生とその保護者対象 10人 （5 組） ／申

込締切 10月 20日 （火）

●室内実習・野外観察 「菌学事始め」 ［博

物館］ 11 月 14 日 （土 ）・ 15 日 （日） 各

10:00 ～ 15:00　全日程 （2日間） の参加が

条件　高校生～大人対象 20人／申込締切

10月 27日 （火）

●室内実習 「軟体動物のからだのつくりを知

ろう」 ［博物館］ 12 月13日 （日） 10:00 ～

15:30 大人・教員対象 12 人／申込締切 11
月 24日 （火）

子ども向けワークショップ

よろずスタジオ

毎週第１日曜日は「折り紙ひろば」、そ

れ以外の日曜日は、実験や観察、工

作を通じて、自然科学を身近に感じる

ことができる体験型イベントを開催し

ています。　　　　　　　　　（当日受付）

特別展関連

子ども向けワークショップ

よろずスタジオ「いきものスケッチ」

10月11日（日）13:00～15:00
（当日受付）

催し物の詳細については
ホームページをご覧ください。

問合せ先　企画情報部 企画普及課

生命の星


