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催し物への参加について
　受講料を記していないものは無料です。

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、参加には事前の申込

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

　自分が好きなことについて熱心に話している人の話を聞いているうちに、 自分もそれ

をものすごく好きになるということはありませんか？ 『ゾウ！』 （スティーヴ・ブルーム写真・

文、今泉吉晴訳 ランダムハウス講談社 2007年）という写真集はまさにそのような本です。

ゾウが好きなカメラマンの気持ちがストレートに伝わってきます。

　夜の水場に現れたゾウの群れ、 小象を雨から守るように立ちつくす母親ゾウ、 きれいに

お化粧してお祭りに参加するゾウ。 なかでも、 海で泳ぐゾウの姿は不思議な魅力をたた

えています。 海の浅瀬に足をつけてたたずむ写真もいいのですが、 足の立たない深い

海を、 踊るように泳いでいる写真は幻想的です。 泳ぐゾウを真下から見上げて撮った写

真もありますが、 なんとも無防備でのんびりした感じです。

　アンダマン諸島で働く材木運びのゾウは、 島から島へと泳いでわたるように教えられて

いるので、引退したあとも楽しんで泳ぐゾウがいるそうです。カメラマンはこの話を聞いて、

泳ぐゾウの写真を撮りに島まで出かけました。

　この写真を撮るために、 このカメラマンはゾウと一緒に海を泳いだんですね。 しかもゾ

ウはものすごい勢いで泳ぐから、 カメラマンを押して泳がせてくれるダイバーと、 撮影に

かかりっきりのカメラマンのために、 少し離れたところから全体を支援しつつビデオも回

すというダイバーと、 3人がかりの作業です。 「ゾウを撮る」 という項目のところに、 泳ぐ

ゾウを正面から撮っているカメラマンとそれを支えるダイバーを、 もうひとりのダイバーが

撮っている写真があって、 現場の空気というか雰囲気が伝わってきて臨場感あふれる 1

枚になっています。

　博物館にきたらぜひライブラリーに立ち寄って、 手にとってほしい 1冊です。

ライブラリー通信

海を泳ぐゾウの写真集 篠
しのざきよ し こ

崎淑子　（司書）

催し物のご案内

●室内実習と野外観察 「先生のための地

層と化石入門 2008」

［博物館と山北町塩沢周辺］

日時／ 7月 24日 （木） ～ 26日 （土） の

3日間 10:00～ 16:30

対象／教員と一般 （大人向き） 12人

申込締切／ 7月 8日 （火） 消印有効

●室内実習 「あなたのパソコンで箱根を見

る～リモートセンシング講座～」 ［博物館］

日時／ 7月 28日 （月） 10:00～ 15:00

対象／教員と一般の方 20組

ノートパソコン （Windows） の持込が条件

申込締切／ 7月 8日 （火） 消印有効

特別展　　箱根火山 ～いま証される噴火の歴史～
7 月 19日（土）～ 11 月 9日（日）

　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。

　「昔の箱根火山は富士山のような形だったの？」 「過去最大の噴火は、 どれくら

いの規模だったの？」 「最後に噴火したのはいつ？」 などの疑問に、 最新の研究

結果からお答えします。

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

※ 夏休み期間中 （7月 21日～ 8月 31日） は無休です。

　　開館時間は 9時～ 16時 30分 （入館は 16時まで）

●野外観察 「箱根火山の地形地質観察

会」 ［箱根町鷹巣山～畑宿付近］

日時／ 7月 30日 （水） 10:00～ 15:00

対象／小学生～中学生と保護者 40人

申込締切／ 7月 8日 （火） 消印有効

●室内実習 「ホタテのふしぎを調べよう～

貝のかたちについて学ぶ講座」 ［博物館］

日時／ 7月 31日 （木） 10:00～ 15:00

対象／小学 4年生～大人 12人

申込締切／ 7月 15日 （火） 消印有効

●室内実習 「アサリのふしぎを調べよう～

貝のかたちについて学ぶ講座」 ［博物館］

日時／ 8月 2日 （土） 10:00～ 15:00

対象／小学 4年生～大人 12人

申込締切／ 7月 15日 （火） 消印有効

●室内実習 「サザエのふしぎを調べよう～

貝のかたちについて学ぶ講座」 ［博物館］

日時／ 8月 4日 （月） 10:00～ 15:00

対象／小学 4年生～大人 12人

申込締切／ 7月 15日 （火） 消印有効

●室内実習 「標本活用講座～先生のた

めの哺乳類学入門～」 ［博物館］

日時／ 8月 6日（水） ・ 7日（木） の 2日間 

10:00～ 15:00

対象／教員 10人

申込締切／ 7月 22日 （火） 消印有効

●室内実習 「カヤツリグサ科植物 ・ 属の

見分け方」 ［博物館］

日時／ 8月 8日 （金） 13:30～ 15:30

対象／中学生～大人 24人

申込締切／ 7月 22日 （火） 消印有効

●室内実習 「私たちの祖先はだれ？」

［博物館］

日時／① 8月 20日 （水） ② 21日 （木）

10:00～ 14:00

対象／小学生～中学生各回 20人

申込締切／① ② とも 7月 29日 （火）

●室内実習 「ミニ火山を作ろう」 ［博物館］

日時／① 8月 26日 （火） ② 27日 （水）

③ 28日 （木） 10:00～ 15:00

対象／ 2～ 6人までの家族などのグルー

プ 各回 10組

申込締切／① ② ③ とも 8月 5日 （火）

●野外観察 「菌類観察会」 ［野外 （未定）］

日時／ 9月 27日 （土） 10:00～ 15:30

対象／小学生～高校生 20人

申込締切／ 9月 9日 （火）

●県立機関活用講座 「新しい箱根火山の

生い立ちを探る」 ［博物館］

日時／ 9月 27日・10月 4日・10月 18日・

10月 25日 ・ 11月 8日 

各日 （土） の 5日間 10:00～ 15:00

対象／高校生～大人 50人

受講料／ 5,000円

申込締切／ 9月 9日 （火）

●室内実習 「地球 46 億年の歴史を感じ

よう」 ［博物館］

日時／ 10月 11日 （土） 13:30～ 15:30

対象／小学生と保護者 30人

申込締切／ 9月 23日 （火 ・祝）


