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ごあいさつ
東芝未来科学館アニュアルレポート 2016発行に寄せて

東芝未来科学館館長

Takano Iwakiri

　2016年度は厳しい事業環境の中、多くの変更対応が余儀なくされる1年となりました。不正会計処理で揺れる
コーポレートの指示で大幅な予算縮小からのスタートとなりました。それでも館員は多くの制約の下、最大限のパ
フォーマンスを発揮するために、頭をフル稼働させ、一生懸命に知恵を絞りました。そんな中、長年慣れ親しんでき
た家電製品ブランドである東芝ライフスタイル株式会社を中国の美的集団子会社に80.1%の譲渡株式を売却、株
主総会でトップも交代し、年末には東芝メディカルシステムズ株式会社のキヤノンへの売却が完了しました。私ど
もの展示物から、ヘルスケア関連のパネルが外されました。そして暮れも押し迫った頃、米国原子力発電所にまつ
わる巨大損失が明らかになりました。
　そんな中、私たちを明るくするニュースもありました。8月27日には、ここラゾーナ地区のスマートコミュニテ
ィセンターに館を構えて2年7カ月。100万人目のお客様を迎えることが出来たのです。予想よりも早い達成に、
私たちは互いに喜び合いました。そして10月29日には、昭和36年（1961年）11月に東芝科学館を開館して以
来、実に1,000万人のお客様がご来館するという快挙となりました。ハロウィン気分のコスチュームを身にまと
い、楽しそうに入ってきた小学生が1,000万人目のお客様となりました。東芝報道が流れるたびに、お客様からは
励ましや応援の声もいただきました。館内をご覧になったお客様から「本当に素晴らしい」とお褒めの言葉をいた
だけば、心温まり、上を向いてまた頑張ろう!という気持ちになりました。
　この1年、私たちは数々の新しい試みにも挑戦してまいりました。4月には、川崎さいわい少年少女発明クラブ
に3年目の「発明コース」をトライアル設置致しました。2年間でスキルを身に付けた子どもたちが、本当に創りた
いアイディアを形にする過程を見守ることができました。又、ミュージアムショップでイベント内容に関連した商
品を取り扱う「イベント連携販売」も実施致しました。イベントを楽しまれたお客様が、日常においてもイベントの
延長を楽しむことのできる商品を提供致しました。3月の春休みには「世界一やさしいプログラミング教室」と題
して、子どもたちの人気を博しました。
　パネルも一新できないならば…と、ソフト面の強化にも取り組みました。案内にも工夫を凝らしたのです。4月
の東芝新入社員研修では、どんなことを学んでほしいかを整理し、短い時間で訴求できるような工夫を致しまし
た。又、個々人の能力アップも図り、仕事の幅を拡げました。そして12月には、東芝フィルハーモニーオーケスト
ラ（TPO）のミューザ川崎でのコンサートに合わせ、昭和8年（1933年）の蓄音機を用いた「ベートーベン交響曲
第9番“歓喜の歌”（ワインガルトナー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるSP盤）」の演奏会を実施
致しました。
　広報・アーカイブでは、10年間使い続けていたシステムを更新する決断を下し、新システム導入に向けて調査・
準備を行いました。そして、何より創業者の一人　田中久重の末裔である三代久重のお孫さんより、田中久重翁の
晩年の直筆資料等6点を譲渡されるという一大合意がありました。明治8年（1875年）、久重数えの77歳で東芝
の礎が築かれた頃の様子が、久重自身の手なる文字で私たちの前に明らかにされ、初めて知る事実に心踊らせまし
た。
　展示担当の技術グループは、設備予算ゼロの中、事業部との連携を強化し、多くの展示模型を全社から集めまし
た。創意工夫は発明クラブの子どもたちだけではなく、私たちにも息づいていることを大いに確信しました。
　この1年はとても苦しい事業環境には違いありませんでしたが、私たち東芝未来科学館にとっては紛れもない
大きな一歩となったことは確かな事実です。新館100万人、通算1,000万人のお客様を含め、2016年度は31万
人のお客様にお会いすることができました。ここを訪れる一人ひとりのお客様が、科学の面白さ、学ぶことの楽し
さ、創造することの喜びに触れていただければ、この上ない幸せです。私たち東芝未来科学館は、今日も新しい挑戦
を続けて参ります。変化し続ける私たちの姿に注目していただければ幸いです。
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東芝未来科学館
2016年度の出来事

2016

2017

 4月3日 ★［春休み特別イベント］Enjoy　Science～大学生とカガクを楽しもう（3月26日より開催）
 4月11日 ★2016年度東芝 新入社員研修CEP（Corporate Entry Program）（4月11日、18日、25日）
 4月17日 ★川崎さいわい少年少女発明クラブ開講式
 4月23日 ★万年自鳴鐘（複製・2号機）を北九州イノベーションギャラリーへ貸出（～7月3日）
 4月25日 ★［特別企画展］山口喜三郎ものがたり―東京芝浦電気をつくった男―」展
 4月29日 ★［GW特別イベント］理科でドン！大運動会（～5月5日）
 7月16日 ★ ［夏休み特別イベント］ecoリンピック2016 KoKa（子供の科学）×KaWa（かわさき）とエコ力高め

て金メダルをめざせ！（～8月24日）
 8月2日 ★ミューザ川崎とのコラボイベント「夏ラボ2016」（～8月7日）
 8月23日 ★学芸員実習（～8月28日） 
 8月27日 ★来館者数100万人達成記念式典 
 9月6日 ★世界初のCMOSセンサー採用デジタルカメラ”アレグレットPDR-2”国立科学博物館の未来技術遺産に顕彰
 9月8日 ★藤岡市助博士科学振興特別賞受賞者ラモス・マウロ武尊馬（たけま）さんご来館
 10月8日 ★第8回東京国際科学フェスティバル空好き大集合！「そら博」開催（～10月10日）
 10月26日 ★タンザニア政府ご来館
 10月29日 ★東芝科学館・東芝未来科学館 通算来館者数1000万人達成記念式典
 11月26日 ★川崎さいわい少年少女発明クラブ「チャレコン」全国大会出場
 12月8日 ★ザンビア国外務省政務総局長ご来館
 12月11日 ★［東芝フィルハーモニーコンサート関連イベント］一号機ものがたり蓄音機による第九演奏会実施
 12月20日 ★［冬休み特別イベント］おとづくりの森（～1月9日）
 2月4日 ★［土日限定イベント］オトダマバスターズ開催（～3月12日）
 2月8日 ★豪州ビクトリア州政府ご来館
 2月15日 ★英国オックスフォード大学奨学生ご来館
 3月9日 ★インドネシア政府ご来館
 3月18日 ★［春休み特別イベント］世界一やさしいプログラミング教室（～4月2日）
 3月19日 ★川崎さいわい少年少女発明クラブ閉講式

★…展示・イベント関連　　★…東芝未来科学館関連
月 日 項 目

2016年度は2016年4月1日～2017年3月31日まで

万年自鳴鐘の展示（北九州イノベーションギャラリー） アレグレット PDR-2
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館内のご案内
1 創業者の部屋
からくり人形、万年自鳴鐘
をはじめ、二人の創業者ゆ
かりの品々をご紹介してい
ます。

5 ビルの未来へ
快適でエコな暮らしを支え
るビル管理システムをご体
験ください。

9 サイエンスゾーン
超電導や静電気などの実演
で科学の不思議を体験いた
だけます。

2 １号機ものがたり
日本の電化・デジタル化を
牽引してきた製品の数々を
ご覧いただけます。

6 いえの未来へ
暮らしを快適で便利にする
システムを見つけてみま
しょう。

サイエンスステージ
ワクワクどきどきの楽しい実
験ショーをお楽しみください。

ウェルカムゾーン
迫力の大画面が皆さまをお迎
えします。

ミュージアムショップ
イベント関連商品やオリジナ
ルグッズ等、多彩な商品を取り
揃えております。

3 エネルギーの未来へ
世界のエネルギーを支える
各種システムをご紹介しま
す。

7 ヘルスケアの未来へ
重粒子線治療装置やDNA
チップなど、未来のヘルス
ケア技術を紹介します。

4 まちの未来へ
まちで使われる製品・技術
をご覧いただけます。

8 じょうほうの未来へ
半導体の微細な世界をお楽
しみ下さい。



05目次

利用案内

■所在地
〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
スマートコミュニティセンター（ラゾーナ川崎東芝ビル）２Ｆ
TEL：044-549-2200　　FAX：044-520-1500
http://toshiba-mirai-kagakukan.jp/

■開館時間
火～金曜日　10:00～17:30
土・日・祝　 10:00～18:00

■休館日
月曜日（祝日を除く）
当館の定める日（東芝未来科学館のホームページにてご確認く
ださい）

■入館料
無料

■アクセス：電車をご利用の場合
●JR川崎駅西口より　徒歩約1分
●京浜急行線京急川崎駅下車　徒歩約7分
※公共交通機関でお越しください。専用駐車場はありません。
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2016年度の科学館トピックス

　10月29日（土）、昭和36年（1961年)に東芝科学館が
小向で開館して以来55年で、総来館者が通算1,000
万人を達成したのに伴い、記念式典を開催致しました。
　1,000万人目のお客様は横浜市在住で小学校5年生の
高橋晄清さん（11歳）。晄清さんは、毎週末の科学実験教室
にも多数参加しており、この日もハロウィンイベントに参
加予定で、ハロウィンの仮装姿でご来館いただきました。
晄清さんには記念品として「dynapad N72」、「1号機もの
がたり」、「好奇心のナゾを追え！　田中久重の巻」等を贈
呈致しました。又、川崎市からは、川崎エコ戦略のイメージ
キャラクターエコちゃんずに駆けつけていただき、「エコ
ちゃんずグッズ」が贈られました。式典では、主催者を代
表して担当役員の代表執行役専務牛尾文昭からご挨拶
を、そして当館館長の岩切貴乃から御礼のご挨拶を致し
ました。
　この日は1,000万人達成を記念して、スペシャル・サイ
エンスショーやハロウィンイベントを実施すると共に、閉
館まで記念品（「鉛筆と灯りの和タオルのセット」、又は「し
おりとクリアファイルのセット」）を当日の来館者に配布
致しました。

　そして、式典時に使用した「東芝科学館・東芝未来科学
館の振り返り映像」を、館内及びラゾーナ川崎東芝ビル内
エントランスの80面マルチモニター、エレベータ内モニ
ター、食堂やラゾーナルーファビジョンでも、11月末日ま
で放映致しました。

東芝科学館・東芝未来科学館　
来館者1,000万人達成

1,000万人達成記念撮影

記念品贈呈（高橋晄清さんと牛尾文昭代表執行役専務）

1,000万人達成の瞬間
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　8月27日（土）、東芝未来科学館の来館者数が100
万人を達成し、記念式典を開催致しました。小向にあっ
た「東芝科学館」をここ堀川町に移転し「東芝未来科学
館」と名称を変えた2014年1月31日から、2年7カ
月にしてこの快挙を達成致しました。
　記念すべき100万人目のお客様は横浜市在住の小
学校6年生、依田彩奈さんでした。彩奈さんは、小学校
４年生の時から、「科学を身近に感じてほしい」という
お母様の勧めで当館のイベントなどに参加されるよう
になり、その後も当館に足繁く通うようになったそう

です。記念品として、彩奈さんには「工作キット」、「1号
機ものがたり」、「思い出パズル」等を贈呈致しました。
　当日は100万人達成を記念して、サイエンスステー
ジではスペシャル・サイエンスショーを実施すると共
に、先着500名のお客様に「当館オリジナル鉛筆（3本
セット）」の記念品を配布致しました。
　開館から2年7カ月という短期間での100万人突
破は、予想を上回る速さでした。

東芝未来科学館来館者
100万人達成

サイエンスステージで行われた「スペシャル・サイエンスショー」

100万人目のお客様となられた依田彩奈さんとお母様



常設
展示

ウェルカムゾーン

ウェルカム・トピックスコーナー

　エントランス正面の大型スクリーンで、「1号機を守
れ！」「FUTURE DANCE」のインタラクティブな映像
体験をご提供しています。2016年度はダンスの難易度
を上げたり、体験方法のアニメーションを追加するなど
の改変を行いました。
　ABホール前のトピックスコーナーは、東芝の最新ト
ピックスを紹介するコーナーです。2016年度は、顔画
像や音声の認識・音声合成・翻訳等を行うサービス
RECAIUSの紹介映像と、4K有機ELテレビを展示しました。

常設展示では、東芝未来科学館のテーマである「人と科学のふれあい」を、わかりや
すく紹介しています。ヒストリー、フューチャー、サイエンスの各ゾーンは、さらにテ
ーマごとに細分化され、それぞれ貴重な資料や最新のトピックス、体験コーナーな
どで構成。「見て」「触れて」さらに「体験する」ことによって、総合的に理解できるよう
工夫しています。
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ヒストリーゾーン

1 創業者の部屋

　東芝は“からくり儀右衛門”と呼ばれた田中久重と
“日本のエジソン”と評された藤岡市助、この二人によっ
て創業されました。この部屋では、生涯にわたり、日本の
科学技術の近代化を目指した二人の軌跡に出会うこと
ができます。

フューチャーゾーン

3 エネルギーの未来へ

　東芝が開発を進めるエネルギー技術の紹介をしていま
す。世界の総発電量の約7割をまかなう火力発電では、二
酸化炭素の排出を抑える技術も取り入れられています。
このゾーンでは火力発電だけでなく、環境に優しい水力、
地熱、風力、太陽光発電など、東芝の幅広いエネルギー事
業を紹介しています。

ヒストリーゾーン

2１号機ものがたり

　創業者二人のものづくりを追求するDNAは、今も
なお受け継がれています。扇風機、洗濯機、冷蔵庫、カ
ラーテレビなど、日常生活で何気なく使っている家電
製品は、日本では東芝が初めて世に送り出しました。こ
の部屋では、明治から平成への時の流れの中で、家電製
品や電気機器がいかに進化してきたのかがわかります。

アミューズメント展示
●ハツデントライ
いろいろな発電方法を学ぶことができます。
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フューチャーゾーン

4まちの未来へ

　電気を安定供給する送電システム、自動車や鉄道な
どにも使われる安全で長寿命な蓄電池、自動改札機な
ど、街中の様々な場面で活躍する東芝の技術を紹介す
るゾーンです。2016年度は、長寿命急速充電蓄電池の
バス利用を紹介する動態模型と、近未来POS（買い物
会計システム）を体験する展示を導入しました。

フューチャーゾーン

6 家の未来へ

　快適さと省エネを両立させた未来の家「スマート
ホーム」について紹介するゾーンです。エネファーム、
エネグーン、家庭用太陽光発電システムなど、エコ生活
を支援する東芝の取り組みを、パネル展示で紹介して
います。

フューチャーゾーン

5ビルの未来へ

　高性能のセンサーにより、ビル内の人の動きを検知
し、状況に合わせて照明やエレベーターを制御するス
マートビルディングを紹介するゾーンです。超高速エ
レベーターの構造がわかる模型も、展示しています。

アミューズメント展示
●マチスキャナー
タブレットで街を支える技術が見られます。
●ミライdeショッピング
無線電子タグを使った買物の疑似体験ができます。

アミューズメント展示
●ビルタッチ
快適さと省エネの2つにチャレンジすることができます。

アミューズメント展示
●スマートステップ
便利なスマートホームをつくる体験ができます。
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フューチャーゾーン

7 ヘルスケアの未来へ

　電気工学による医療の進化の事例を、紹介していま
す。外科手術の難しいがんの治療では、重粒子線治療が
注目されています。重粒子線治療は、日本が世界をリー
ドしていますが、東芝はこの重粒子線の照射方向を自
在に操れる超電導回転ガントリーを開発しました。
2016年度は、その模型の展示を行いました。

サイエンスゾーン

9 サイエンス＆テクノロジー
　サイエンスゾーンは、超電導、静電気、サイエンスス
テージで構成されています。未来の技術が結集した超
電導の実演や、最も身近な電気である静電気の実験な
ど、楽しみながら体験して学ぶことができます。

フューチャーゾーン

8じょうほうの未来へ

　半導体の製造工程を紹介するとともに、車や人を見
分けて交通事故を防ぐ半導体製品や、記憶装置として
活躍するフラッシュメモリーを紹介しています。2016
年度はフラッシュメモリーの最新型である3D NAND
フラッシュの模型を展示しました。

アミューズメント展示
●キミセンサー
自分のカラダ情報を使った体験をすることができます。

アミューズメント展示
●ナノライダー
半導体の中に入って、ナノの世界を体験することができます。

アミューズメント展示
●サイエンスステージ
教育普及の一環として、サイエンスショーを毎日開催しています。
●超電導
超電導リニアモーターカーの登場まで、あと10年余り。このコーナーで
は超電導の驚きの現象を、－196℃の液体窒素を使って紹介しています。
●静電気発生装置
50万ボルトの静電気発生装置を使って、不思議な体験をしていただき
ます。



アテンダントについて
アテンダントは、来館されたお客様と科学館とを直接結ぶ、フロントエンドのコミュニケーターとして、情報を発信しています。そ
してさらにお客様がどう受け取ってくださったかを大切に考える、究極のプレゼンテーターを目指しております。ご来館いただく
度に、新しい「気づき」をご提供できるよう、コンテンツの理解とコミュニケーション能力のブラッシュアップを努めております。

創業者の部屋にてご案内の様子

2016年度の取り組み
育により自らも成長を果たし、また更なる多能職化を
図り、業務効率の向上に貢献しています。年齢も経験も
多様なメンバー構成ですが、お客様の笑顔と時にいた
だく感謝の言葉が共通の喜びであり、私たちの心の糧
となっています。お客様と接することで自信と笑顔が
増していくよう、今日も成長に向けて励んでいます。

　会社を取り巻く状況が一層厳しさを増し、2016年度
のご案内では、2つのことを意識することになりまし
た。ビジネスパートナーをはじめとする外向けには「新
生東芝」のイメージアップに貢献するように、そして、
社内教育では「原点回帰」の支援に取り組んでまいりま
した。事業再編に伴う展示の変更に対応し、新しい技術
をご紹介するとともに、創業者の想いでもある「技術に
よって人々の生活をより豊かにする、新しい価値を社
会に提供する」ことを積極的にご紹介しました。お客様
からいただく励ましや温かいお言葉が、なお一層心に
染み、元気づけられることの多い一年となりました。
　アテンダントの人員不足は解消しきれない状況が続
いておりますが、新たなメンバーも加わり、チーム内に
活気が生まれています。先輩アテンダントは新人の教
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　当館のイベント担当グループは、「科学と人とのふれ
あい」のテーマに沿った参加型イベントの企画・開催を
業務としています。
　イベントの開催形式は幅広く、週末（土日祝）に多目的
ホールで開催する教室形式のイベント、学校の長期休暇
や大型連休に合わせた特別イベント、そして館内企画展
示室で開催する期間限定イベントなどがあります。イベ
ントの開催にあたっては、館員が中心となって内容を企
画し、実際の活動ではNPO法人、学生団体、その他教育
団体からの協力を得ています。また、共催で開催するイ
ベントもあります。
　2016年度の特色としては、館内のミュージアム
ショップとの連携イベントを実施し、シニア層を対象と
した平日開催の講座「サイエンス茶房」を本格的に定期

開催しました。

　当館のイベントは当日参加可能なイベントと、人数
に限りがあるため事前に予約する必要があるイベント
に分かれています。定期開催イベントは「科学実験工
房」(土日祝）、「サイエンス茶房」（木）、そして予約不
要イベントで当日先着順に参加可能な「サイエンスク
ラブ」を不定期に開催しています。その他、季節ごとに
開催する大規模イベント（特別イベント）のほとんどは
多くの来館者にご参加いただけるよう参加費無料で開
催しています。
　2016年度初の試みとして、企画展示室で初めて入
場料をとり、入場料を支払えばどのイベントにも参加
できるという、東京国際科学フェスティバルとの「そら
博」を開催しました。

イベント開催実績

インターネットを利用した予約システム

イベントグループ 2016年度活動概要
イベントの種類・実績

■イベント参加者情報（2016年度）

開館日数

開館日数

科学実験工房
サイエンスクラブ
サイエンスカフェ／茶房

科学実験工房
サイエンスクラブ
サイエンスカフェ／茶房

2016年4月度
26

参加人数 付添人数 件　数
184 
222 
54 

128 
135 
－ 

11 
13 
3 

2016年10月度
26

参加人数 付添人数 件　数
413 
119 
70 

342 
107 
－ 

49 
8 
3 

2016年5月度
26

参加人数 付添人数 件　数
243 
276 
69 

199 
207 
－ 

17 
17 
2 

2016年11月度
26

参加人数 付添人数 件　数
344 
98 
59 

322 
79 
－ 

21 
8 
2 

2016年6月度
24

参加人数 付添人数 件　数
255 
223 
112 

192 
193 
－ 

14 
13 
4 

2016年12月度
25

参加人数 付添人数 件　数
218 
153 
56 

158 
66 
－ 

14 
9 
2 

2016年7月度
27

参加人数 付添人数 件　数
367 
204 
71 

295 
141 
－ 

17 
12 
2 

2017年1月度
22

参加人数 付添人数 件　数
255 
65 
22 

230 
69 
－ 

15 
8 
1 

2016年8月度
26

参加人数 付添人数 件　数
172 

0 
0 

112 
0 
－ 

10 
0 
0 

2017年2月度
24

参加人数 付添人数 件　数
294 
112 
76 

248 
104 
－ 

20 
8 
3 

2016年9月度
24

参加人数 付添人数 件　数
616 
122 
75 

273 
89 
－ 

20 
8 
3 

2016年度上期
153

参加人数 付添人数 件　数
1,837 
1,047 
381 

1,199 
765 
－ 

89 
63 
14 

2017年3月度
27

参加人数 付添人数 件　数
247 
115 
77 

227 
104 
－ 

14 
8 
3 

2016年度下期
150

参加人数 付添人数 件　数
1,771 
662 
360

1,527 
529 
－ 

133 
49 
14 

　予約制イベントの事前申込み予約は当館ホームページ上から行います。イベントの内
容・規模に合わせて抽選制と先着制に分かれています。抽選制の場合、予約期間を1週間
設け（毎月第2水曜日12:00から第3火曜日まで）、募集期間終了後、当選・落選をメール
で通知します（参照「東芝未来科学館　イベント案内」http://toshiba-mirai-kagakukan.
jp/event/event/）。
　イベント予約の際には個人情報を入力しますが、毎回の情報入力を省略し予約を円滑
に進めるため、参加者向けのWebメンバー登録システムも用意しました。Webメン
バー登録をしてメールマガジン配信を希望すればイベント関連情報を定期的に受信でき
るサービスも提供しています。
■SNSを利用した特別イベント情報発信
　特別イベントの開催期間中、実施状況をリアルタイムで外部へ発信するため、SNSサー
ビス「Twitter」を利用した情報発信サービスを2015年12月から開始しました。より幅
広いお客様への情報拡散を視野に入れ、今後も継続していきます。
https://twitter.com/toshiba_m_kakan

Web予約申込画面



15イベント開催実績

定期開催イベント

科学実験工房

開催日：毎週土日祝　
対象：小学校低学年～中学生　
予約：あり（抽選制・先着制）
参加費：有料／無料 
詳細：学校では体験できない実験や工作を通し、科学の原理を

じっくり学んでいく。基本的に午前・午後各1回ずつ90分
間単位で、例外的に上記より短い時間または長い時間開
催する教室もある。

2016年度開催件数：105件（206回）　参加者数：3,608人

サイエンスクラブ

開催日：隔週土日祝　
対象：未就学児
予約：なし　
参加費：無料
詳細：未就学児でも作ることができる工作や、科学絵本の読み

聞かせなど、「あそび」の中から科学するこころを育む。基
本的に1日に４回、１時間単位で開催される。

2016年度開催件数：15件（112回）　参加者数：1,709人

サイエンスカフェ・サイエンス茶房

開催日：随時開催　
対象：中学生以上、親子、20歳以上
予約：あり（抽選制・先着制）
参加費：有料／無料
詳細：講演会でもシンポジウムでもない新しい科学とのふれあ

いの場を提供。話題は、最新の科学から大人のための実
験教室まで幅広いラインアップを用意している。

2016年度開催件数：28件（28回）　参加者数：719人

※件数はイベントのタイトル数、回数は1件ごとに実施した回数の合計を表す。
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春休み特別イベント　Enjoy Science～大学生とカガクをたのしもう～
2016年3月26日（土）～4月3日（日）（3月28日を除く）　2F東芝未来科学館

【概要】東芝未来科学館が大学のキャンパスに早変わり！大
学生が実験や工作でカガクの楽しさを伝えるイベントを開
催しました。
■3月26日～3月29日　【東京理科大学川村研究室】
　「電車のふしぎ」
■3月26日～4月3日　【神奈川工科大学鈴木研究室】
　「ころころたまごの大冒険」
■3月26日～4月1日　【サイエンスリンク】

■4月2日・3日　【ジョシエネLABO】
　「走る!電気自動車をくみたてよう!」
■4月2日・3日　【東京芸術大学大学院】
　「ものほしモビールをつくろう!」

GW特別イベント　第２回　理科でドン！大運動会
2016年4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）（5月2日（月）除く）　3F エントランス　2F東芝未来科学館

【概要】理科を楽しむ科学館の運動会、モノの運動を楽しむ工
作と実験から、ものづくりとスポーツのカガクまで体験でき
るイベントを開催しました。
■4月29日～5月5日　東芝未来科学館
〈話題のスポーツ新体験〉
「なりきりラガーマン」【神奈川工科大学鈴木研究室】
〈モノの運動を科学する〉
「最速降下問題!」「球のコロコロレース」
【東京理科大学川村研究室】
「磁石であそぼう」
【科学の本の読み聞かせの会】【リカタンず】

「コロコロ紙コップ」【東海大学】
「ボールどこどこ?」【S255】

■4月30日～5月5日　3Fエントランス
〈モノづくりとスポーツのカガク〉
「ボブスレーのひみつ」
【下町ボブスレーネットワークプロジェクト】
「ミニ・ホバーバイク」【東工大Science Techno】
〈未来のスポーツ!?体験〉
「スタッチボールクロス」、「サウンドすいか割り」他
【NPO法人CANVAS】

夏休み特別イベント①　【ecoリンピック2016夏イベント】
2016年7月16日（土）～8月24日（水）　2F東芝未来科学館

【概要】2016年オリンピックイヤーにちなんで、エコをテー
マにトイレットペーパーの芯やペットボトルを使った工作、
期間中、当館内でeco力ポイントカードを配布し、イベントに
参加してエコについて学ぶとポイントがたまるイベントを開
催しました。

■協力：【子供の科学】伊藤 尚未先生（電子工作講師、現代美
術作家）、山村 紳一郎先生（でぼにあん山村）、石井 誠先生（日本
自然科学写真協会会員、相模の蝶を語る会会員、神奈川県昆
虫談話会会員）、【サイコラボ】五十嵐 美樹先生、【科学の本の
読み聞かせの会「ほんとほんと」】藤田 あずさ先生、【東芝創造
クラブ】内藤 卓哉先生、【NPO法人 神奈川県環境学習リー
ダー会】、【かわさきアトム工房】、【かわさきエコ暮らし未来
館】、【リカタンず】、【わくわくキッズ】、【サイコラボ】

夏休み特別イベント②　【ecoリンピック2016夏イベント】 お盆スペシャル
2016年8月11日（木・祝）～14日（日）　3Fエントランス　2F東芝未来科学館

【概要】お盆スペシャルでは、ecoリンピック・eco力ポイント
カードの対象イベントを多数開催しました。

★イベント紹介
〈3Fエントランス開催〉
■8/11・12 ごみの分別・釣りゲーム
■8/13・14 ラッキースターで夏の大三角形
■水のろ過実験
■ 満天の星空を眺めてみよう移動式プラネタリウム
■どっちが明るい!?豆電球とLEDのちがい
■電波で遊ぼう!アマチュア無線
■8/11・12 走る!ゴムの力ですすむエコキャップカー

■8/13・14 蓄光シートで描こう!光のお絵かきロボット
wordee

〈3Fエントランス ミニステージ〉
エコのことを楽しく学べるショーが日替わりで登場!
■8/11 善ちゃんの笑ってタメになるecoサイエンスショー
■8/12 【がすてなーに ガスの科学館】
■8/13 Ecoでえ～ことしまSHOW
■8/14 阿部 清人のおもしろエコサイエンスショー

〈2F東芝未来科学館〉
■作って遊ぼう!ペットボトル空気砲

2016年度 期間限定イベント 実施内容一覧 定期開催イベント以外で開催する大規模なイベント。テーマに沿った工作イベ
ントから大学生の科学イベント、サイエンスパフォーマーのコンテストまで。

表面

天 天

地 地

～大学生とカガクを楽しもう～

内閣総理大臣賞受賞　ころころたまごの
だいぼうけん

大冒険

3月28日（月）
休館日

HPよりお申込みください。

ジョシエネLABOは大学生
や社会人などが、環境やエネル
ギーの問題に取り組む『女史』
を目指すグループです。電気自動
車をくみたててエネルギーを学
ぼう。申込み方法、時間はチラシ
の裏面をみてね。

走る！電気自動車をくみたてよう！ 各回先着15名

事前予約制

事前予約制大学生の科学の本で理系頭になろう！

　ジョシエネLABO　　　　　

ジョシエネLABOのみなさん

予約不要と予約制があります。
裏面をご覧ください。

3月26日(土）～3月29日（火）
東京理科大学川村研究室

3月26日(土）～4月3日（日）予約不要
神奈川工科大学鈴木研究室

2016年3月26日 4月3日～
開催場所 東芝未来科学館：ABホール　参加費：無料

科学館
からのお願い

 
開催時間 10:00～16:00（受付終了）どなたでも参加できます。　

主　催：東芝未来科学館
後　援：川崎市教育委員会　大田区教育委員会　横浜市教育委員会
　　　　

○ ○ ○ ○ ○

JR川崎駅西口下車 徒歩約2分　京急川崎駅下車 徒歩約7分

未就学児は保護者と一緒にご参加ください。
お持ち帰りの工作物などは講師の指示に
従って安全にお使いください。
イベントの内容は変更になることがあります。
材料がなくなり次第イベントは終了します。

東芝未来科学館春休み
特別イベント

土

3月26日（土）～4月３日（日） 4月２日（土）～３日（日）

大学のサイエンスコミュニケーションサークル
「サイエンスリンク」のお兄さん、お姉さんが書いた

科学の本をもとに実験や工作をするよ詳しく
は裏面をみてね！！

川崎市幸区堀川町72-34　スマートコミュニティーセンター　
ラゾーナ川崎東芝ビル２F　東芝未来科学館

　
〒212-8585

①10:30-11:10②11:30-12:10③12:50-13:30
④13:50-14:30⑤14:50-15:30⑥15:50-16:30

　　　　　　

お問い合せ　東芝未来科学館　TEL.044-549-2200

走っている電車のなかで、床からジャンプしたとき、どうなるか分かるかな？実験と工作で
かいめい

解明しよう

アルミホイルとビー玉を使って
ふ　し　ぎ　　

不思議 な動き
で転がる「ころころたまご」を作ろう！！ころころたまごを
光センサーや

ちょうおんぱ

超音波センサーなど
さいせんたんぎじゅつ

最先端技術が
つまったコースでころがすと音がでたり、

えいぞう

映像が
変わったりするよ。たまごと一緒に

ぼうけん

冒険の旅にでよう！

各回先着15名

加速度計（おみやげ）

  加速度実験装置

でんしゃ

電車のふしぎ

http://toshiba-mirai-kagakukan.jp/
Twitterでも配信中http://twitter.com/toshiba_m_kakan

サイエンスリンク

川村康文教授
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２F　東芝未来科学館の開館時間
（ 平 日 ） 1 0 : 0 0 ～ 1 7 : 3 0 （ 土 日 祝 ） 1 0 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 　
（ 休 館 ） 月 曜 （ 1 2 / 2 6 , 祝 日 を 除 く ） , 2 0 1 6 / 1 2 / 2 9～2 0 1 7 / 1 / 4
※2 0 1 7年は1 / 5から開館（ 問 合 せ 先 ) 0 4 4 - 5 4 9 - 2 2 0 0

J R川崎駅西口より徒歩1分・京急川崎駅より徒歩7分
〒 2 1 2 - 8 5 8 5 　 神 奈 川 県 川 崎 市 幸 区 堀 川 町 7 2 - 3 4
ス マ ー ト コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー ( ラ ゾ ー ナ 川 崎 東 芝 ビ ル )
 3 F エ ン ト ラ ン ス ／ 2 F 東 芝 未 来 科 学 館

ACCESS/MAP

1 2月の予約制イベントのお申し込みは
11 / 9 (水 ) 1 2 : 0 0～スタート！当館の
Webサイトをご確認ください。

■ h t t p : / / t o s h i b a - m i r a i - k a g a k u k a n . j p /
携帯・PHS　スマートフォン・PC

予約制イベント・コンサートの申し込み方法

科学館を出て左の階段またはエスカレーターをご利用ください。
車椅子・ベビーカーの方は館内エレベーターをご利用ください。

２F科学館から３Fエントランス(コンサート会場)への行き方

TOSHIBA SCIENCE MUSEUM

＊ー・＊・＊東芝ライドオンジャズオーケストラ＊ー＊・＊ー＊
京 浜 地 区 の 東 芝 従 業 員 を 中 心 に 構 成 し て い る バ ン ド 。 1 9 8 0 年 当 時 の
堀 川 町 工 場 , 柳 町 工 場 , 小 向 工 場 内 の バ ン ド が 合 併 し 、 翌 年 か ら ” ラ イ ド
オン”と命名。横浜市磯子地区東芝生産技術センター内を活動拠点とする。

※昨年開催時の演奏風景

12/24
    (土)

「Stringraphy」とは1992年、作曲家の水嶋一江さんに
よって考案されたオリジナル楽器と、その演奏スタイルの
総称です。この楽器は糸電話の原理を応用しており,絹糸
の両端に紙コップを取りつけた非常にシンプルなもので
演奏者が手で擦ったりはじいたりして音を出し、演奏を
行います。糸の長さは一番短いもので約１m、長いものは
 約13ｍも。手ではじかれる絹糸の音色を堪能しましょう！ 約13ｍも。手ではじかれる絹糸の音色を堪能しましょう！

＊ー・＊ー＊ー・＊出　演ー・＊ー＊・＊ー＊
 ストリングラフィ・アンサンブル
（水嶋一江・篠原もとこ・KIKU・鈴木モモ）
＊ー・＊当日演奏予定曲ー・＊ー＊

アイネ・クライネ・ナハトムジーク（作曲：モーツァルト）
忍たま乱太郎 勇気１００％（作曲：馬飼野康二）

Let it  go (作曲：ロバートロペス)   他Let it  go (作曲：ロバートロペス)   他

ストリングラフィ

12/25
    (日)

ストリ
ングラフィ

～手で紡
ぐ糸の音～

★2017年1月のイベントは12/14(水)に当館のWebサイト上で情報公開します。お楽しみに！
 2017.1/7(土)~9(月・祝)

12/26(月)・27(火)11:00～16:00 館内ABホール

A happy new Year!

Merry Christmas!
12/23(金)~25(日)11:00～16:00 館内ABホール

※紙パック内のLEDは会場のみでご使用いただき、お持ち帰りいただけませんのでご注意ください。

※作品例の写真はイメージです。
※小学生以下のお子様は保護者同伴でご来館をお願いします。
※予約制イベントは、左下掲載の当館のWebサイトよりお申込みください。
※材料がなくなり次第イベントは終了、または内容を変更して開催します。
※お持ち帰りいただく作品はイベント開催時の注意を守り安全にお使いください

p r e s e n t s

  会 場  ラゾーナ川崎東芝ビル３Fエントランス

  観覧席 無料・先着予約制,Webサイトよりお申込み下さい。
　 　 　 　 　 　 　  ※ 予 約 者 以 外 の お 客 様 は 、 立 ち 見 で ご 観 覧 い た だ け ま す 。
　 　 　 　 　 　 　  ※ コ ン サ ー ト 内 で 行 う 体 験 コ ー ナ ー な ど は 、 予 約 し た お 客 様 を 優 先 し て ご 案 内 し ま す 。

毎年恒例！科学館から皆さまへ音楽のクリスマスプレゼントをお届けします♪

冬休み特別イベント②　ものづくりの森
2016年12月23日（金・祝）～27日（火）　2F東芝未来科学館

【概要】クリスマスとお正月にあった飾りつけやアイテムを工
作しました。
12月23日～25日
「どんぐりでアイデア★創作教室」
「おうちで灯そう!紙パックでランタンづくり」
「来場者特典・お絵かきどんぐりクリップ!」

12月26・27日
「折り紙で正月飾り&コマづくり」

春休み特別イベント　世界一やさしいプログラミング教室　～プログラミングってな～に？～
2017年3月18日（土）～4月2日（日）（3月21日（火）・27日（月）を除く）　2F東芝未来科学館

【概要】プログラミングってなに？ロボットを動かすプログラ
ミングについて、体験型ステージショーを行ったり、基礎を
学びながらゲームやアプリを自分で考えて作る楽しみを体
験できる企画を開催しました。
■3月18日～4月2日　世界一やさしいプログラミング教
室～プログラミングってな～に?～

■3月18日～4月2日　「うごけ!デキタテロボ」
　【株式会社ピコトン】
■3月18日　光センサー・プログラミングカーを動かそう!
【東芝創造クラブ】
■3月25日～4月2日　たたかえ!!ぼくらのシャドウロボス
トーリーメイキング-お絵かきでゲームのストーリーを考
えよう!【神奈川工科大学鈴木研究室】

■3月20日　はじめまして、プログラミング～ルビィとぼ
うけんにでかけよう～【わくわくキッズ】

■3月25日～4月2日　たたかえ!!ぼくらのシャドウロボス
トーリーメイキング-お絵かきでゲームのストーリーを考
えよう!【神奈川工科大学鈴木研究室】

■3月26日　プログラムロボットを作って、動かそう
　【リカタンず】
■3月28・29日　iPadで自分だけのアプリを作ろう!
　【株式会社しくみデザイン】
■3月29・30日　1000 年前の灯りをプログラミングで
作ってみよう

　 【慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科】川上 治美
先生、【中京大学メディア工学科】宮田 義郎先生

冬休み特別イベント①　おとづくりの森　～カラダできく × つたえる音～　体験展
2016年12月20日（火）～2017年1月9日（月・祝）　3F エントランス　2F東芝未来科学館

【概要】「体と音」をテーマにした体験展です。
デジタル技術を利用して制作されるメディアアートは、音=
振動を電気信号に変換して、光や模様で表現したり、逆に動
きを音に変換したりします。目に見えない情報と音をつなぐ
ニュータイプの楽器たち。目では見えない音を体で感じるイ
ベントを開催しました。
【展示】
展示1■Vibracion Cajon
「ビブラション・カホン」は「他者と一体感を感じる」「音を肌
で感じる」をコンセプトに、カホンという楽器から出る音の振
動を演奏者同士で共有できるシステム。
制作:金箱淳一 、猪口大樹・吉田真也（モンブラン・ピクチャー
ズ株式会社）
展示2■24億分の1
誰もがもつ心臓の「ドキドキ」…という原始的なリズム。自分
の鼓動のリズムが万華鏡の模様になって、目の前に映し出さ
れます。制作:金箱淳一

【体感音響システム】
ヒトがきく音には、耳からきく音波と骨できく骨伝導の2つ
の音があるといわれています。パイオニア（株）の創業者、松
本望さんが開発した体感音響システムでは、いろいろな音楽
の特徴をリズムとして骨伝導で感じ、聴覚障がいの方も音楽
を楽しむことができます。
■Orphe-オルフェ・光るスマートシューズ-
動きにあわせて光と音を設定することができる光るシュー
ズ。
■future of SOUNDS
音の未来について、さまざまな分野の方のコメントや研究を
紹介するパネル展示。
【ステージ】親子でたのしむクリスマスコンサート
①　演奏:東芝ライドオンジャズオーケストラ
②　 演奏:ストリングラフィ・アンサンブル（水嶋一江・篠原

もとこ・KIKU・鈴木モモ）

「夏ラボ2016～きみが新しい音のクリエイターだ！～」
2016年8月2日（火）～7日（日）

今年で3年目!おとなりミューザ川崎シンフォニーホールと
のコラボイベント「夏ラボ」、2016年は「きみが新しい音のク
リエーターだ!」をテーマに、2つのコーナーを開設しました。
場所：ミューザ川崎シンフォニーホール企画展示室
①ECO楽器をつくろう
★夏ラボアイデア楽器大賞
★関連展示
②KAGURA体験コーナー
■8月4日（木）市民交流室
スチールドラム「ミニ・パンをつくろう」

他館・他団体

協力イベン
ト
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科学実験工房／サイエンスクラブ等 開催一覧

■科学実験工房
開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）

2016 4月  9日（土） 音の不思議を調べてギターをつくろう みんながつ
くったギターで合奏しよう 【おもしろ科学たんけん工房】水野 清先生 1 800

4月10日（日） ビーズを使わずキレイ!「万華鏡」 【東工大Science Techno】小栗 綾華先生 2 200
4月16日（土） 無限パタパタを作ろう 【東芝創造クラブ】 上野 一西先生 2 200

4月16日（土） 光に反応するふしぎな電子楽器を作ろう 【東芝アマチュア無線クラブ】
内田 憲明先生、田口 康夫先生 2 500

4月23日（土） 石のおもしろさ!古代勾玉を作ろう! 【トラボクラブ】網倉 聖子先生 2 200
4月24日（日）『清少納言 知恵の板』～お江戸のパズルにチャレンジ!～ 【リカタンず】原 眞樹子先生 2 200
5月  7日（土） 分光筒を作ろう 【東京理科大学川村研究室】水谷 紫苑先生 2 500
5月  8日（日） よく飛ぶヒミツ「サイテク式紙飛行機」 【東工大science techno】小栗 綾華先生 2 100
5月14日（土） ふしぎな絵 【おもしろ科学たんけん工房】野田 博先生 1 500
5月21日（土） アナログとデジタル（第3弾） 【東芝創造クラブ】伊藤 敬義先生、本田 端先生 2 無料
5月21日（土） 電気の不思議?身近な材料でリニアモーターを作ろう! 【東芝創造クラブ】野田 拓己先生 2 200

5月22日（日） くるくる!クリップクレーン～投網漁（とあみりょう）の
カガク～ 【リカタンず】中川 律子先生 2 300

5月28日（土） くるくる偏光板 ～回るステンドグラスを作ろう!～ 【NPO法人ガリレオ工房】田中 昭子先生 2 600
5月29日（日） 科学の目でふるいにかける 【リアルサイエンス】リチャード・タイ先生 2 無料
6月  4日（土） ドップラーボール 【東京理科大学川村研究室】二宮 拓紀先生 2 500
6月11日（土） 音を作ろうー指ピアノ 【おもしろ科学たんけん工房】鹿島 孝之先生 1 700
6月12日（日） 自分で作るエレキギター～どうして音が鳴るんだろう?～ 【東工大Science Techno】坂口 哲生先生 2 700
6月18日（土） ミニミニからくりボックス「ザ・クルル」を作ろう 【東芝創造クラブ】上野 一西先生 2 200

6月18日（土） AMラジオを作っていろいろなラジオ放送を聞いて
みよう!

【東芝アマチュア無線クラブ】 
藤本 和幸先生、上野 文男先生 2 500

6月25日（土） ひんやり液体で結晶作り 【NPO法人ガリレオ工房】白數 哲久先生 2 300

6月26日（日） 表面張力のふしぎ!～水の力を利用して浮かせてみ
よう、進ませよう～ 【リカタンず】富田 香先生 2 200

6月26日（日） ロボットを動かそう～プログラミングの基礎～ 【ロボプラロボ】横須賀 篤 先生 1 2,000
7月  2日（土） リニアモーターカーを作ろう! 【東京理科大学川村研究室】櫻井 一充先生 2 500
7月  9日（土） どうしてものが見えるの?光と色の科学 【東大CAST】徳永 康平先生 2 300
7月10日（日） 色素のヒミツを知ろう!「クロマトマーカー」 【東工大Science techno】小栗 綾華先生 2 100
7月16日（土） 振動モーターで動く車を作ろう 【東芝創造クラブ】 上田 隆先生 2 500
7月16日（土） 自然が教えてくれるもの 【森と人のネットワーク】 田中 久男先生 2 100

7月18日（月）「ウーブレック!」～液体?固体?謎の緑色の物質を調
査せよ～ 【わくわくキッズ】阿部 麻里先生 1 無料

7月21日（木） 発電機を作ろう 【自然科学に親しむ会】石井 勝太郎先生 2 500

7月23日（土） 自由研究先取り企画!昆虫のことならおまかせ!～
KoKaの昆虫先生になんでも聞いてみよう～

石井 誠先生（日本自然科学写真協会会員、相模の蝶
を語る会会員、神奈川県昆虫談話会会員） 1 無料

7月23日（土） 回る、回る…～コマを回そう、モーターを回そう～ 【森と人のネットワーク】本原 裕文先生、井上 智史先生 1 100

7月24日（日） からくり工作教室 【日本メカニズムアーツ研究会】
佐々木 三郎先生、榎本 誠治先生、伊藤 圭史先生 1 無料

7月28日（木） 音に関する工作・体験・ゲーム 【日本機械学会】 1 無料
8月  9日（火） 圧電発電をやってみよう! 【東京理科大学川村研究室】川村 康文先生 2 500
8月16日（火） 水の硬さをはかろう 【NPO法人神奈川県環境学習リーダー会】長村 吉洋先生 2 200
8月24日（水） みんな～風の実験ショーであそぼうよ! 【トラボクラブ】飯塚 まこまこ先生 2 100
8月27日（土） コマのふしぎ発見 【おもしろ科学たんけん工房】島田 祥生先生 1 600
8月28日（日） UVチェックビーズブレスレット 【リカタンず】中川 律子先生 2 100
9月  3日（土） 竹炭電池カー 【東京理科大学川村研究室】 2 500
9月  4日（日） 家の中のスイッチの不思議 【かわさきアトム工房】上田 隆先生 2 300
9月10日（土） 泡と遊ぼう! 【東大CAST】山本 亮先生 2 300
9月11日（日）「ホバーバイク」を作って学ぼう!“力”の仕組み 【東工大science techno】小栗 綾華先生 2 200
9月17日（土） プチロボを作ろう 【県立青少年センター】 1 1,240
9月17日（土） 水滴顕微鏡 【東芝創造クラブ】大谷 明寛先生 2 200
9月17日（土） バーコードのひみつ 【東芝テックソリューションサービス社員】 2 無料
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開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）
9月19日（月） ひみつのマジックナンバー 【わくわくキッズ】阿部 麻里先生 2 100
9月22日（木） 作ろう!3D星座☆星空たんけんにでかけよう! 【わくわくキッズ】松浦 麻子先生 2 100
9月24日（土） モーターでLEDを光らせよう 【NPO法人ガリレオ工房】木村 優里先生 2 300

9月25日（日） たんと たんと 2016 子どもと楽しむ科学の本の文
化祭

【オンライン自然科学教育ネットワーク（通称:ONSEN）】
科学屋酔爆 1 無料

10月  1日（土） 免震・耐震 【東京理科大学川村研究室】
櫻井 一充先生 2 500

10月  2日（日） トランジスタの不思議～仲良しチェッカーを作ろう～ 【かわさきアトム工房】上原 眞一先生 2 400
10月  8日（土） ブザーを作って モールス通信にちょうせん! 【おもしろ科学たんけん工房】柴田 憲男先生 1 600
10月  9日（日） ネバネバ!もちっと?スライム作り! 【神奈川大学科学サークル】村田 千夏先生 2 200
10月10日（月） 4つの粉の正体を探れ!科学探偵になろう! 【わくわくキッズ】松浦 麻子先生 2 200

10月15日（土） 自分の声を電波で飛ばそう!AMワイヤレスマイク
の工作

【東芝アマチュア無線クラブ】
今西 和雄先生、稲葉 秀一先生 2 500

10月15日（土） 強い橋をつくろう 【東芝創造クラブ】内藤 卓哉先生 2 100
10月22日（土） 顕微鏡を作ってミクロの世界を探検しよう 【トラボクラブ】岡本 孝夫先生 2 200

10月23日（日）
東京国際科学フェスティバル実行委員会　『海の科
学アートスペシャル!!』第1部 ぬり絵でフィッシュ
ヒーリング

【株式会社カリブ・コラボレーション】
鈴木 香里武先生 1 100

10月23日（日）
東京国際科学フェスティバル実行委員会 『海の科
学アートスペシャル!!』第2部 にじ色にかがやく南の
海の宝物を手にいれよう!～夜光貝磨き体験～

渡邉 亮介先生 1 500

10月29日（土） 東京国際科学フェスティバル実行委員会　「化学反
応からサイエンス・オブジェをつくろう!」

【NPO法人サイエンスリンク】
サイエンスあそびテーター 小幡哲士（おばたてつし）先生 9 500

10月29日（土） 東京国際科学フェスティバル実行委員会　「マイ星
座」をつくろう

【シニアSOHO普及サロン・三鷹 宙（そら）みたか代
表】岡崎 昌史先生 6 300

10月29日（土）
東京国際科学フェスティバル実行委員会　「GoGo
びーぶーきまぐれくん（牛乳パックそこだけロボッ
ト）」

【サイエンス工房あすきっと 主宰】
今安 知成先生 5 400

10月29日（土） 東京国際科学フェスティバル　「ジャム瓶でエジソ
ン電球をつくろう」

【NPOコアネット】
三沢 光弘先生 2 500

10月29日（土） 東京国際科学フェスティバル実行委員会　「偏光
フィルム万華鏡をつくろう」

【NPOコアネット】
三沢 光弘先生 2 500

11月  3日（木） Liquid～液体の探検～ 【わくわくキッズ】阿部 麻里先生 2 200
11月  5日（土） シャカシャカライトを作ろう 【東京理科大学川村研究室】二宮 拓紀先生 2 500
11月  6日（日） LEDをのぞいてみよう! 【かわさきアトム工房】 2 400
11月12日（土） ～磁石にくっつく、離れる?～磁石の不思議 【東大CAST】徳永 康平先生 2 300
11月13日（日） 手づくり「はた織り機」で糸から布を作ってみよう! 【東工大science techno】董 越（どんえつ） 先生 2 100
11月19日（土） 空気と水のふしぎ 【森と人のネットワーク】井上 智史先生 2 100
11月19日（土） 高いタワーを作ろう! 【東芝創造クラブ】伊藤 圭史先生 2 無料

11月23日（水） もしも宇宙に生き物がいるとしたら?オリジナルの
宇宙生物を作ろう! 【わくわくキッズ】松浦 麻子先生 2 200

11月26日（土） 白い粉の正体を探れ! 【NPO法人ガリレオ工房】原口 智、るみ先生 2 200

11月27日（日） 輪ゴムスーパーカー～『子供の科学』11月号「作っ
て遊ぼう」の工作に挑戦しよう!～

【リカタンず】
かんばこうじ先生（工作クリエータ） 2 200

12月  3日（土） クリップモーターカーを作ろう! 【東京理科大学川村研究室】水谷 紫苑先生 2 600
12月  4日（日） 動く歯車を作ろう! 【かわさきアトム工房】千原 博子先生 2 300

12月10日（土） おイモが甘くなる秘密と超簡単スイートポテト作り
にちょうせん! 【おもしろ科学たんけん工房】野田 博先生 1 600

12月11日（日） 自分だけの立体万華鏡「ラビリンス」を作ろう! 【東工大science techno】小栗 綾華先生 2 200

12月17日（土） 身近な電波を見つけよう!なんでも電波発見器の工作 【東芝アマチュア無線クラブ】
野原 隆先生、大久保 祐志先生 2 500

12月17日（土）「科学クイズショー」～全問正解で目指せ!科学マスター～ 【東芝創造クラブ】内藤 卓哉先生 2 無料

12月26日（月） 参加者には裸眼3Dデジタルフォトフレームをプレ
ゼント! ～裸眼3D写真作成講座～ 【3Dコンソーシアム】 3 無料

2017 1月  7日（土） 雷実験器を作ろう! 【東京理科大学川村研究室】 2 300

1月14日（土） プチロボをつくって1月21日の科学館プチロボ大
会に出場しよう! 【東芝未来科学館】 1 1,800

1月14日（土） 燃焼実験をしよう! 【東大CAST】山本 亮先生 2 300
1月15日（日） ゼンマイカーを作ろう 【東工大science techno】津嶋 佑旗先生 2 100
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開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）

1月21日（土） 第1回 科学館プチロボ大会に出場してショップの賞
品ゲットだぜ! 【東芝創造クラブ】内藤 卓哉先生 1 1,800

1月21日（土）「キノコの不思議な世界」 ～みんなでキノコ博士に
なろう～ 【森と人のネットワーク】小林忠彦先生 2 無料

1月26日（木） 簡単工作を覚えて子どもに大人気!～パタリン蝶～ 【おもしろ科学たんけん工房】養田 恵津子先生 1 無料
1月28日（土） 転がそう!ビー玉スライム 【NPO法人ガリレオ工房】古野 博先生 2 100

1月29日（日） 海と空気の動きが地球を守る 【リアルサイエンス】
谷 俊雄先生（静岡科学館 る・く・る主事） 2 無料

2月  4日（土） DNAについて 【東京理科大学川村研究室】水谷 紫苑先生 2 500
2月  5日（日） アニメーションを作ろう 【かわさきアトム工房】太田 康和先生 2 200

2月11日（土） 君の一歩はどのくらい?いろいろな単位で長さくら
べをしよう!

【わくわくキッズ】
岡田 ひさし先生 2 100

2月12日（日） ウィンドカーを作ろう! 【東工大science techno】 2 200

2月18日（土） 立体感のある音を体験しよう! FMステレオラジオ
の工作

【東芝アマチュア無線クラブ】
南晴 宏之先生、西川 哲人先生 2 500

2月18日（土） くるくるアニメーションつくろう! 【東芝創造クラブ】上野 一西先生 2 100

2月25日（土）「あまさ」を色で はかってみませんか ～偏光のきら
きらファンタジー～

【トラボクラブ】
池田 勇五先生 2 200

2月26日（日） 親子で楽しむ 右脳のワーク～紙粘土を使って 色を
作ってみよう～

【リカタンず】おおにしひろみ先生（coco color 123 ・ 
カラーセラピスト） 2 500

3月  4日（土） 電気パンを作ろう 【東京理科大学川村研究室】飯野 誠也先生 2 500
3月  5日（日） 音の形ってどんな形? 【かわさきアトム工房】小林 由紀先生 2 200
3月11日（土） 空気を感じよう!見てみよう!空気の科学 【東大CAST】徳永 康平先生 2 300
3月12日（日） 入浴剤を作ろう! 【東工大science techno】宮下 健司先生 2 200
3月18日（土） 空飛ぶもの～自然と仕組み～ 【森と人のネットワーク】柳澤 令一先生 2 無料
3月25日（土） ばねばかりを作ってポリマーの吸収力を調べよう 【NPO法人ガリレオ工房】小幡 哲士先生 2 200

3月31日（金） コンセントの向こう側はどうなっているの?～実験で
学ぼう!発電のしくみ～

和田 翔太先生（NPO法人企業教育研究会）、廣岡 奈緒
（（株）東芝） 2 無料

■サイエンスクラブ
開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）

2016 4月  9日（土） ストロートンボをつくろう! 【おもしろ科学たんけん工房】島田 祥生先生 1 無料
4月  9日（土）
4月10日（日）
4月23日（土）

ずら～りマメならべてみるとー「まめマメ図鑑」を
作ろうー

【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】
藤田 あずさ先生

各日
１日４回 100

5月  7日（土）
5月14日（土）
5月15日（日）
5月28日（土）

このにおい なんのにおい ースパイス図鑑をつくろ
うー

【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】
藤田 あずさ先生

各日
１日４回 100

5月14日（土） ケロケロカエルをつくろう! 【おもしろ科学たんけん工房】&【サイエンス茶房マイスター】 １回 無料
6月  4日（土）
6月11日（土）
6月25日（土）

豆のひみつ発見ーいんげんまめ図鑑をつくろ
うー

【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】
藤田 あずさ先生

各日
１日４回 100

6月11日（土） カリカリトンボをつくろう 【おもしろ科学たんけん工房】&【サイエンス茶房マイスター】 １回 無料
7月  2日（土）
7月  9日（土）
7月18日（月）

おとをつくろうーおとのおみせやさんー 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】
藤田 あずさ先生

各日
１日４回 100

9月  3日（土）
9月10日（土） やさいのふしぎ!ーたねタネ図鑑をつくろうー 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】

藤田 あずさ先生
各日

１日４回 100

10月  1日（土）
10月  8日（土） おこめができたーこめコメ図鑑を作ろうー 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】

藤田 あずさ先生
各日

１日４回 100

11月12日（土）
11月26日（土） どんぐり ころころーどんぐり図鑑を作ろうー 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】

藤田 あずさ先生
各日

１日４回 100

12月  3日（土）
12月10日（土）

しわしわかんぶつ おいしいよー「かんぶつ図鑑」
をつくろうー

【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】
藤田 あずさ先生

各日
１日４回 100

12月10日（土） ～サイコロマジックキューブであたまの体操～ 【おもしろ科学たんけん工房】松田 勇三先生 １回 無料

2017
1月14日（土）
1月28日（土）

へんしん だいずくんー「だいず図鑑」をつくろ
うー

【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】
藤田 あずさ先生

各日
１日４回 100

2月  4日（土）
2月11日（土）「しょっぱい」のは塩?ー「塩図鑑」を作ろうー 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】

藤田 あずさ先生
各日

１日４回 100

3月  4日（土）
3月11日（土）

だいどころにも 春がきた?ー「やさいのたね図
鑑」をつくろうー

【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】
藤田 あずさ先生

各日
１日４回 100
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開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）
2016 4月14日（木） 91歳スーパー美容師が伝授「組紐飾り」体験 【かわさきマイスター】三上 峰緒先生 1 無料

4月21日（木） 科学ぬりえで脳トレ!「幾何学文様江戸むすめ2」 ねこしみず 美濃先生 （漫画家、科学プロデューサー） 1 無料

4月28日（木） 簡単工作を覚えて子どもに大人気! ～ケロケロカエ
ルをつくろう!～

【おもしろ科学たんけん工房】
三田 重雄先生 1 無料

5月19日（木） 今話題の笑いヨガを体験しよう! 【川崎笑いヨガクラブ】萩 三千代先生 1 無料

5月26日（木） 簡単工作を覚えて子どもに大人気! ～カリカリトン
ボをつくろう!～

【おもしろ科学たんけん工房】
伊原 誠先生 1 無料

6月  9日（木） きれいなからくり箱をつくろう! 【東芝創造クラブ】高安 令子先生、伊藤 圭史先生 1 無料
6月16日（木） 折り染めで規則性と偶然性を楽しもう! 【リカタンず】横須賀 公美先生 1 無料

6月23日（木） 簡単工作を覚えて子どもに大人気! ～おどる妖精
をつくろう～

【おもしろ科学たんけん工房】
山田 繁先生 1 無料

6月30日（木） 帽子のブローチをつくろう! 【かわさきマイスター】石塚 よし子先生 1 無料

7月  7日（木） 謎解き歳時記 七夕の謎と長野県松本市に伝わる七
夕人形の製作

【七夕研究家】
渡邉 亮介先生 1 無料

7月14日（木） ぬり絵で学ぶ江戸の夏の風物詩 ～科学塗り絵で脳
トレしよう～ ねこしみず 美濃先生 （漫画家、科学プロデューサー） 1 無料

9月  1日（木） 古代人に挑戦 ～勾玉をつくろう!～ 【トラボクラブ】網倉 聖子先生 無料

9月15日（木） きっとあなたも夢中!七色に輝く魅惑の輝き ～夜光
貝磨き体験～ 渡邉 亮介先生 1 無料

9月29日（木） 簡単工作を覚えて子どもに大人気! ～まわるキラ
キラリング～

【おもしろ科学たんけん工房】
原田 努先生 1 無料

10月  6日（木） かわさきマイスターと手描友禅（てがきゆうぜん） 【かわさきマイスター】石渡 弘信先生 1 無料

10月20日（木） ぬり絵で学ぶ江戸の秋の風物詩～科学塗り絵で脳
トレしよう～ ねこしみず 美濃先生（漫画家、科学プロデューサー） 1 無料

10月27日（木） 簡単工作を覚えて子どもに大人気! ～とんでもカエル～ 【おもしろ科学たんけん工房】長谷川 秋治先生 1 無料

11月10日（木） かわさきマイスターとかんたん・おしゃれな“あず
まバッグ”づくり

【かわさきマイスター】
栗田 佐穂子先生 1 無料

11月24日（木） 簡単工作を覚えて子どもに大人気! ～サイコロマ
ジックキューブであたまの体操～

【おもしろ科学たんけん工房】
松田 勇三先生 1 無料

12月  1日（木） おもしろ安全パチンコダーツ 【かわさきマイスター】昼川 捷太郎先生（家具技能士） 1 無料
12月  8日（木） 箸袋作りー手作りに心をこめてー 【祝儀袋「つるの会」】藤田 あずさ先生 1 無料

2017 1月12日（木） ぬり絵で学ぶ江戸の冬の風物詩 ～科学塗り絵で脳
トレしよう～ ねこしみず 美濃先生（漫画家、科学プロデューサー） 1 無料

2月  2日（木） おりがみ歳時記 春 ひな人形 ～手作りにこころを
込めて～ 【祝儀袋「つるの会」】藤田 あずさ先生 1 無料

2月16日（木） 植物版画のエコバッグを作ろう 【NPO法人神奈川県環境学習リーダー会】吉岡 嗣二郎先生 1 無料

2月23日（木） 簡単工作を覚えて子どもに大人気! ～紙のもみゴ
マをつくろう～ 【おもしろ科学たんけん工房】石橋 義夫先生 1 無料

3月  2日（木） フュージンググラスでミニ壁飾りをつくろう ～手作
りにこころを込めて～ 榎田 敏子先生（ジュエリー作家） 1 無料

3月16日(木) 科学芸人 黒ラブ教授の「科学の特技身につけちゃえ!」 黒ラブ教授(科学芸人) 1 無料

3月23日(木) 簡単工作を覚えて子どもに大人気! ～ミニホバーク
ラフトをつくろう～ 【おもしろ科学たんけん工房】 山本 定先生 1 無料

■エンタテインメントサイエンス
開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）

2016 7月  1日(金) おシャーレマラカス 【リカタンず】中川 律子先生 1 無料
10月8日(土)～

10日(月) そら好き全員集合!「そら博」がやってきた! 【第8回東京国際科学フェスティバル】【ウェザーニュース】 1 300

10月  8日(土) ～まわるキラキラリング～ 【おもしろ科学たんけん工房】原田 努先生 1 無料
10月29日(土) 科学縁日 【東京国際科学フェスティバル実行委員会】 1 無料
10月29日(土) かわいいハロウィンバッグをつくってお菓子をもらおう! 協力:【株式会社ピコトン】 1 無料
10月30日(日) ハロウィンを工作で盛り上げよう! 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】 1 無料
10月30日(日) ハロウィンマスクでパレードにお出かけだ! 協力:【株式会社ピコトン】 1 無料
10月30日(日) ハロウィンのお化けのしわざ? びっくり実験10連発 松延 康先生 1 500
10月30日(日) Dr.ナダレンジャーの自然災害科学実験教室 【Dr.ナダレンジャー&ナダレンコ】 1 無料

2017 1月  7日(土) A happy new year! スペシャル・はしれ!ニワトリ 【リカタンず】中川 律子先生 1 100
1月  9日(月) 科学反応!スーパーボールを作ろう 【わくわくキッズ】阿部 麻里先生 3 100
3月12日(日) 第2回サイエンスリンクフェスタ! 【サイエンスリンク】 1 無料

■サイエンスカフェ／茶房
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川崎さいわい
少年少女発明クラブ
活動概要

活動内容

　公益社団法人発明協会では、青少年の自由闊達な想
像力を尊重し、科学技術に対する夢と情熱を育み、創造
力豊かな人間形成を図ることを目的として、1974年
から、少年少女発明クラブ事業を行っています。現在、
全 国47都 道 府 県 に215の ク ラ ブ が 設 置 さ れ、約
8,500名の子どもたちと約2,800名の指導員が活動
しています。
　川崎さいわい少年少女発明クラブは、2004年6月
に発足した小向東芝少年少女発明クラブの活動を引き

継ぎ、東芝の技術担当役員が会長、当館館長が副会長を
務め、指導員は著名な先生や東芝及び東芝グループ会
社従業員が担当し、活動を支えます。

　東芝の技術や製品の基盤となる「科学の原理や仕組
み」を体験・体感的に理解し、生活に役立つ発明の芽を 
育てる活動を行います。各回与えられたテーマに沿っ
て活動し、工作などを通じて創意工夫のおもしろさや 
自由な発想を促します。

［未来コース（1年目）］　便利な創作グッズを作ろう

概要 主催 公益社団法人発明協会神奈川県支部、東芝未来科学館
参加対象 ［未来コース（1年目）］当館Webメンバーに登録済みの小学校4年生から6年生（募集時は小学校3年生から5年生）で、 
 1年を通じて継続して活動できる方
 ［工夫コース（2年目）］未来コース（1年目）を修了した小学校5年生以上で、
 未来コース（1年目）同様、1年を通じて継続して活動できる方
 （未来コース修了者が対象ですので一般募集は行いません）
定員 未来コース（1年目） 24名　　工夫コース（2年目） 24名
年会費 各コース10,000円（保険料含む）
活動日 会員は年間（4月から翌年3月）を通して参加
 ［未来コース（1年目）］4月から翌年3月まで月1回、第3日曜日14:00～16:00を中心に行います。ただし、変則的に月2回
 活動したり、活動日が第1や第4日曜になる場合があります。
 ［工夫コース（2年目）］4月から翌年3月まで月1回、第3日曜日10:30～12:30を中心に行います。
 ただし、変則的に月2回活動したり、活動日が第1や第4日曜になる場合があります。
指導員 ●東芝及び東芝グループ会社従業員　●専門的な技術や知識を有する特別講師　●当館館員

「発明コース（3年目以降）」のご案内（試験的に活動）
主催 公益社団法人発明協会神奈川県支部 東芝未来科学館
参加対象 「工夫コース(2年目)」を修了した小学校6年生から中学校3年生で、
 未来・工夫コース同様、1年を通じて継続して活動できる方
定員 10名
年会費 7,000円（保険料含む）
活動日 4月から翌年3月まで月1回、第2日曜日10：30～12：30を中心に行います。
  ただし、月によって変則的な開催日時になる場合があります。また、活動を欠席されたり、作品の進み具合によっては、ス

ケジュールとは別に予備日を設け、活動をフォローすることがあります。
指導員 ●東芝及び東芝グループ会社従業員　●当館館員
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■2016年度　未来コース（1年目）
回 開催日 時間 テーマ 活動内容 講師・協力企業

第1回 4月17日 
（第3日曜）

14:00～
16:00

開講式
東芝の最新技術にふれてみよう

開講式の後、東芝未来科学館を見学、そして普段は見るこ
とのできないスマートコミュニティセンターにて東芝の
最先端技術を見学

第2回 5月15日 
（第3日曜）

14:00～
16:00

基礎工作
電子編

自己紹介とアイスブレイクの後、ニッパーやペンチ、はん
だごての使い方など基礎的な電子工作を体験 東芝未来科学館スタッフ

第3回 6月5日 
（第1日曜）

14:00～
16:00

基礎工作
木工編

工作用工具の使い方、のこぎり・かなづちなど基礎的な木
工工作を体験 東芝未来科学館スタッフ

第4回 6月19日 
（第3日曜）

14:00～
17:00

ものづくり講座－1
からくり人形のひみつをさぐろう

からくり人形を分解し、再び組み立ててみることで手順に
法則があることを知り、からくりに使われている部品を作
り上げることで動力と制御の仕組みを学ぶ

からくり人形師　半屋春光氏

第5回 7月3日 
（第1日曜）

14:00～
16:00

ものづくり講座－2
電気で動くからくりをつくろう

東芝が作っている産業用ロボットなどから現代の動力
（モーター）とコントロール（制御）について学ぶ。後半は電
気で動く工作を体験

東芝産業機器システム（株） 
東芝機械(株)

第6回 7月31日 
（第5日曜）

14:00～
16:00 夏休みエネルギー教室

再生可能エネルギーを応援する東芝の技術を知り、夏休み
の自由研究として再生可能エネルギーをテーマに発電体
験・実験

東芝燃料電池システム（株）

第7回
予定日 

8月3日 
(第1水曜日）

9:20～
17:30 
昼食持参

東芝の最新技術にふれてみよう－2
【館外活動】科学館よりバスで見学へ
午前：JAXA調布航空宇宙センターにて見学、午後：東芝府
中事業所にて電気機関車製造現場やエレベーター工場な
ど普段見ることのできない先端技術を見学

JAXA調布航空宇宙センター 
東芝府中事業所

第8回 9月18日 
（第3日曜）

14:00～
16:30 分解ワークショップ－パソコン編－

パソコンを分解して、部品の働きや構造について調べる。
分解後はプラスチック・金属など材料ごとに分別すること
で、リサイクルについても学ぶ
協力：CSR推進室

東芝従業員ボランティア及び 
東芝未来科学館スタッフ

第9回 10月16日 
（第3日曜）

14:00～
16:00 あかりの未来～白熱球からLEDへ～ あかりの未来をつくるLEDや、いろいろな光について学

び、あかりの工作を体験（作品はビル内に展示） 東芝ライテック（株）

第10回 11月20日 
（第3日曜）

14:00～
16:00 便利な創作グッズを作ろう－1 設計：工作アイデアノートにイラストを描き、必要な材料

を記入
東芝従業員ボランティア及び 
東芝未来科学館スタッフ

第11回 12月18日 
（第3日曜）

14:00～
16:00 便利な創作グッズを作ろう－2 設計：工作アイデアノートを元に、身近な材料で仮作製を行

い、アイデアノートの材料で完成できることを確認
東芝従業員ボランティア及び 
東芝未来科学館スタッフ

第12回 1月15日 
（第3日曜）

14:00～
16:00 便利な創作グッズを作ろう－3 制作：揃えた材料で作製に取り掛かり、足りない材料があ

れば、追加
東芝従業員ボランティア及び 
東芝未来科学館スタッフ

第13回 2月19日 
（第3日曜）

14:00～
16:00 便利な創作グッズを作ろう－4 制作：作品の仕上げ

（完成後、館内に展示）
東芝従業員ボランティア及び 
東芝未来科学館スタッフ

第14回 3月19日 
（第3日曜）

14:00～
15:00 創作グッズ表彰式と閉講式 創作グッズ作品の表彰式と閉講式、一年間の活動の

振り返り（創作グッズ作品を返却）



24 教育普及活動

■2016年度　〈試験的に活動〉発明コース（3年目以降）（対象：工夫コース（2年目）修了者）
回 開催日 時間 テーマ 活動内容

第1回 4月17日 
（第3日曜） 14:00～15:00 開講式 開講式の後、年間スケジュールについての説明、質疑応答後、解散

第2回 5月8日 
（第2日曜） 10:30～12:30 発明くふう展に向けて活動を行おう

※発明コースのスケジュールは、未来コースや工夫コースのように詳細なスケ 
　ジュールではなく、クラブ員自らスケジュールをたて、創作する活動を基本とし 
　ています。 
 

【未来の科学の夢絵画展】 
・都道府県ごとに申請 
 

【全日本学生児童発明くふう展】 
・都道府県ごとに申請 
・9月～10月頃地区大会 
 

【全国少年少女チャレンジ創造コンテスト】 
・小3～中3までの3人一組のチームを作る 
・4月末頃申込、7～8月頃地区大会、11月頃全国大会 
 
第9回：発明コースクラブ員で発明くふう展の地区大会見学会もしくはチャレン
ジ創造コンテストの全国大会見学会などに出場しました。

第3回 6月12日 
（第2日曜） 10:30～12:30 発明くふう展に向けて活動を行おう

第4回 7月10日 
（第2日曜） 10:30～12:30 発明くふう展に向けて活動を行おう

第5回 8月28日 
（第4日曜） 14:00～16:00 発明くふう展に向けて活動を行おう

第6回 9月11日 
（第2日曜） 10:30～12:30 発明くふう展に向けて活動を行おう

第7回 10月9日 
（第2日曜） 10:30～12:30 発明くふう展に向けて活動を行おう

第8回 11月13日 
（第2日曜） 10:30～12:30 発明くふう展に向けて活動を行おう

第9回 11月26日
（第4土曜） 10:00～16:30 第7回全国少年少女チャレンジ創造

コンテスト全国大会出場

第10回 12月11日 
（第2日曜） 10:30～12:30 目標に向けて創作活動を行おう

第11回 1月8日 
（第2日曜） 10:30～12:30 目標に向けて創作活動を行おう

第12回 2月12日 
（第2日曜） 10:30～12:30 目標に向けて創作活動を行おう

第13回 3月19日 
（第3日曜） 14:00～15:00 表彰式と閉講式 未来コース、工夫コースと共に閉講式を実施 

一年間の活動の振り返り

■2016年度　工夫コース（2年目）（対象：未来コース（1年目）修了者）
回 開催日 時間 テーマ 活動内容

第1回 4月17日 
（第3日曜） 14:00～15:00 開講式 未来コース、発明コースと共に開講式を実施

第2回 5月15日 
（第3日曜） 10:30～12:30 工作アイデアを生み出し続ける 

伊藤尚未の発想法－前編－
月刊『子供の科学』で13年連載を担当され、電子回路を応用したメディアアート
作品で注目を集める現代美術作家の伊藤尚未先生より、アイデアを生み出す発想
法についてお話ししていただく。アイデアが光る電子工作にもチャレンジ

第3回 6月5日 
（第1日曜） 10:30～12:30 工作アイデアを生み出し続ける 

伊藤尚未の発想法－後編－
伊藤先生から指定された班ごとに異なるパーツを使って作品を作製。限られた時
間内にメンバーと相談しながら完成させることに挑戦

第4回 6月19日 
（第3日曜） 10:30～12:30 発明くふう展にチャレンジ－1 発明協会が開催する全日本学生発明くふう展に向けてオリジナル作品を作製。 

設計：工作アイデアノートにイラストを描き、必要な材料を記入

第5回 7月3日 
（第1日曜） 10:30～12:30 発明くふう展にチャレンジ－2 設計：工作アイデアノートを元に、身近な材料で仮作製を行い、アイデアノートの

材料で完成できることを確認

第6回 7月31日 
（第5日曜） 10:30～12:30 発明くふう展にチャレンジ－3 制作：揃えた材料で作製に取り掛かり、足りない材料があれば、追加したり、設計

図通りに工作ができるように工夫

第7回 8月28日 
（第4日曜） 10:30～12:30 発明くふう展にチャレンジ－4 制作：揃えた材料で作製に取り掛かり、足りない材料があれば、追加したり、設計

図通りに工作ができるように工夫

第8回 9月18日 
（第3日曜） 10:30～12:30 発明くふう展にチャレンジ－5 制作：作品の仕上げ

※作品は住んでいる地域ごとに発明協会に申請

第9回 10月16日 
（第3日曜） 10:30～12:30 分解ワークショップ－パソコン編－

パソコンを分解して、部品の働きや構造について調べる。分解後はプラスチック・
金属など材料ごとに分別することで、リサイクルについても学ぶ
協力：CSR推進室

第10回 11月20日 
（第3日曜） 10:30～12:30 ピックアップビートル 

ロボット作りにチャレンジ①
ギヤボックスの組み立てとリモコンユニットとの接続の確認（直流モーターの仕
掛け・歯車の仕掛け・電気スイッチの仕掛け）についての勉強・観察

第11回 12月18日 
（第3日曜） 10:30～12:30 ピックアップビートル 

ロボット作りにチャレンジ②
移動機構・作業機構の組み立て前半（動きを伝え、変化させることができるリンク
機構の紹介）

第12回 1月15日 
（第3日曜） 10:30～12:30 ピックアップビートル 

ロボット作りにチャレンジ③
移動機構・作業機構の組み立て後半と工夫・練習（ロボットは仕掛けだけでなく、使
用する人の工夫や改善でどんどん進化できるという想像力の必要性を実感する）

第13回 2月19日 
（第3日曜） 10:30～12:30 ピックアップビートル 

ロボット競技会 DOUBLE-DOUBLE-DICEというルールでの競技で取り組みの工夫や成果を発表

第14回 3月19日 
（第3日曜） 14:00～15:00 表彰式と閉講式

未来コース創作グッズ作品の表彰式と工夫コースロボットバトルの表彰式開催後
閉講式
一年間の活動の振り返り
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■活動報告
第75回全日本学生児童発明くふう展

【入選】 「乾燥ハンガー」 発明コース（3年目以降） 榎本光希［7年（中1）］

第60回東京都児童生徒発明くふう展

日本弁理士会会長賞 「乾燥ハンガー」 発明コース（3年目以降） 榎本光希［7年(中1)］

【入選】 「しおり型読書灯付きBOOKカバー」 工夫コース（2年目） 大塚　葉南（小5）

【入選】 「すいそうきれいにしてくれるくん」 工夫コース（2年目） 奥村　元徳（小5）

【入選】 「毛がちらばらないドッグ」 工夫コース（2年目） 安川　秀太（小5）

第75回神奈川県青少年創意くふう展

神奈川県教育長賞 「らくらくハコハコブン」 工夫コース（2年目） 田中　大翔（小6）

神奈川県発明協会会長賞 「せなかのびーるマシーン」 工夫コース（2年目） 設楽　凛久（小５）

【優良賞】 「砂糖と塩ぜったい安心そうち」 工夫コース（2年目） 近江　小春（小５）

【優良賞】 「うさぎのえさやりき」 工夫コース（2年目） 杉本　実咲（小6）

第7回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会出場（11/26）

【チーム名】チームKawasai
【作品名】走れ！Kawasai 1号

発明コース（3年目以降） 中田　愛子（小6）

発明コース（3年目以降） 山添　翔生（小6）

発明コース（3年目以降） 榎本　光希［7年（中1）］

▲東京都発明協会表彰式

▲神奈川県発明協会表彰式 ▲榎本光希〔7年（中1）〕「乾燥ハンガー」

◀▲田中大翔（小6）「らくらくハコハコブン」 ▲走れ！Kawasai 1号

▲設楽凛久（小5）「せなかのびーるマシーン」
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サイエンスショー

活動概要 新しい演目

　当館ではサイエンスコミュニケーションの一環とし
て、科学の不思議や科学技術などについて実験を通し
てわかりやすく解説・紹介することで、来館者が楽しみ
ながら科学を学べるサイエンスショーを実施していま
す。身近なものに関連した実験を多くそろえ、来館者の
科学に対する興味や関心を喚起しています。ステージ
装置（手元カメラ・天井カメラの映像や資料の投影、ス
テージの照明切り替え）は、タブレットで一元管理され
ており、演者は実演中であってもスムースに操作でき、
来館者によりわかりやすくお伝えするよう努めていま
す。
　館内で実施しているサイエンスショーは、毎月２つ
のテーマを日替わりで実演しています。平日は１日３
回、土日祝日などは１日４回実施しています。祝日やハ
ロウィーンには「スペシャルサイエンスショー」と題
し、日替わりのテーマとは異なる演目や新しいテーマ
の実験を披露しています。アテンダントの多能職化推
進により演者が2名体制から3名体制となり、来館者
には、同じ演目であっても演者によって雰囲気の異な
るショーを楽しんでいただけるようになりました。

　2016年5月3日の「スペシャルサイエンスショー」
にて、新演目「つぶつぶ大実験」を披露しました。尿素に
水を加えると冷たくなる吸熱反応や、「カルキ抜き」と

「うがい薬」を混ぜることで液体の色が茶色から透明に
変わる化学反応の実験などをご紹介しています。特に、
発泡スチロールの原料ビーズを使った実験では、蒸気
をあてると原料ビーズがみるみる膨らむ様子に大きな
歓声が上がりました。その後、7月のテーマ、11月23
日の「スペシャルサイエンスショー」に登場しただけで
なく、神奈川県公立小学校教頭会の皆様にも披露し、お
子様だけでなく大人の方や教育関係者など多くの方に
ご覧いただき、好評を博しました。

参加者数
■2016年度上期  総合計

■2016年度下期 総合計

4月
5月
6月
7月
8月
9月

総合計

10月
11月
12月
1月
2月
3月

総合計

子ども

子ども

2,685
2,599
1,818
3,837
5,726
2,363

19,028

2,246
2,151
1,995
2,168
2,150
3,316

14,026

2,812
3,194
2,569
4,307
5,613
2,930

21,425

2,632
2,240
1,959
2,437
1,963
3,189

14,420

5,497
5,793
4,387
8,144

11,339
5,293

40,453

4,878
4,391
3,954
4,605
4,113
6,505

28,446

大人

大人

合計

合計

（単位：人）（日数：１４８）

（単位：人）（日数：１４８）

サイエンスショーの体験
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サイエンスショー 主な実施タイトル サイエンスステージで開催されたサイエンスショーの
プログラムをご紹介します（開催時間：30分）

ひんやり！ 冷たい！ 超低温のサイエンスショー
開催月：5月、8月、10月、12月、2月

【内容】
－196℃の液体窒素の中にカーネーションやボール、
風船を入れる実験。また、物質の三態変化（気体・液体・
固体）について紹介。
実施回数：17回 見学者数：1,852人

静電気 見て・さわって・体験ショー！
開催月：11月、12月、1月、2月

【内容】
風船や毛皮、塩ビパイプを使った静電気クラゲや百人
おどしなどの実験や静電気発生装置を用いた放電現象

（雷）を紹介。
実施回数：126回 見学者数：6,288人

ひえひえ大実験！
開催月：4月、6月、8月、9月、3月

【内容】
空気砲やゴムの性質を利用した実験、気化熱の仕組み
や尿素を使った冷却パックの作り方を紹介。

実施回数：175回 見学者数：12,981人

磁石の力でぴったんこ！
開催月：5月、9月、1月、3月

【内容】
身のまわりにある磁石にくっつくものとくっつかない
ものを調べたり、ネオジム磁石の強さを調べる実験を
紹介。
実施回数：162回 見学者数：9,306人

１００円ショップでサイエンス
開催月：9月

【内容】
100円ショップで売っているものだけを使った実験。
メビウスの輪を作ったり、手作りの芳香剤などを紹介。

実施回数：4回 見学者数：285人

空気でポン！
開催月：4月、7月、12月、3月

【内容】
ロケットや熱気球の仕組みを、風船やアルコールを燃
焼させて紙コップを飛ばす実験を通して紹介。

実施回数：100回 見学者数：6,828人

つぶつぶ大実験
開催月：5月、7月、11月

【内容】
吸水性ポリマーや発泡スチロールの原料ビーズ、尿素
などの「つぶつぶ」を利用して、身近に利用されている
化学反応などの実験を紹介。
実施回数：52回 見学者数：4,731人

おもしろ電池
開催月：7月、11月

【内容】
グレープフルーツや木炭、アルミホイルやフォークな
ど、身のまわりにあるものを使い、電池を作ってLED
やプロペラを回す実験。
実施回数：8回 見学者数：709人

見えない空気のすごい力！
開催月：5月、8月、10月、1月

【内容】
空気砲を作り、スモークマシーンを使用して打ち出さ
れた空気の形を見たり、大気圧の実験（約6キログラム
のボウリングのボールを吸い上げるなど）を紹介。
実施回数：165回 見学者数：12,644人

光のサイエンスショー
開催月：4月、9月、11月

【内容】
「三原色」についての実験を通して、色の三原色と光の
三原色の違いを考える。

実施回数：121回 見学者数：7,261人

簡単！おうちでサイエンス
開催月：10月

【内容】
逆さコップの実験やうがい薬とカルキ抜きを使った色
が消える実験、吸水性ポリマーなど身のまわりにある
もので簡単にできる実験を紹介。
実施回数：4回 見学者数：392人

明かりのサイエンスショー
開催月：6月、10月、2月

【内容】
アーク灯やシャープペンシルの芯をフィラメントとし
た電灯に明かりをつけ液体窒素に入れる実験や、LED
の光を分光シートで見る実験を紹介。
実施回数：120回 見学者数：5,622人
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学生受け入れ制度

博物館実習生

　当館では文部科学省の定める学芸員資格取得課程に
ある大学生の実習を受け入れています。
　学芸員の主な職務である資料の収集・整理・保存・保
管・展示・活用・調査研究、及び教育普及活動に実際に
関わって理解を深めていただくと同時に、博物館にお
ける学芸員の役割とその重要性について学んでいただ
く機会を提供しています。
　館の運営など、展示・保存以外の部分の職務の説明を
受けた後、収蔵庫において資料の整理と確認、記録のた
めの写真撮影を実地に行い、資料を紹介するページ作
成も行います。
　また、イベントの企画・準備・運営にも携わっていた
だき、資料を展示するだけでなく、いかに展示物から知
識を広め、思考のヒント、気付きを与えられるかの検討
を通して、博物館の役割についての考察を深めていた
だけるようにしています。
　受け入れの原則は、大学からの文書依頼により年間２
〜３名を限度として、学生の夏休み期間中としています。
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広報活動 概要

広報活動について

　当館広報アーカイブでは、東芝未来科学館の魅力や、
東芝が誇る技術の歴史・発展・未来を収蔵品から知って
いただけるよう、テレビ、ラジオ、雑誌からウェブページ、
学習教材に至るまで、さまざまな媒体からの各種掲載依
頼・撮影依頼に対応しています。
　主な取材依頼は、テレビ・雑誌からの画像及び商品情
報の提供です。テレビ番組からは東芝の歴代家電製品、
特に東芝が誇る世界初・日本初の「１号機」の写真提供お
よび貸出し依頼が多く、雑誌では、親子で楽しめる体験
型科学館としての特徴であるアミューズメントの画像
提供依頼が旅行雑誌各社などから数多く寄せられます。

また、創業者の歴史を紹介する「創業者の部屋」の撮影
や、「１号機」本体の映像収録の依頼も多数あります。夏
休みやGW・冬休みなどの時期には、さまざまな情報番
組からの各種イベントの取材や、宿題に役立つサイエン
スショーの取材などが目立ちます。
　当館では、保存管理している貴重な家電製品の画像
提供や歴史展示の撮影はもちろんのこと、各種取材撮影
では、当館の特長でもあるアテンダントによる館内案内
を付けた見学ツアーも体験していただけます。
　このように、画像や収蔵品の貸し出し、各種イベントや
施設の情報発信からテレビの取材まで、幅広く迅速かつ
丁寧な対応を心がけています。
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🅰 放送日　🅱 放送局など　🅲 番組名　🅳 放送内容、依頼内容など

メディア・取材依頼 一覧

テレビ・ラジオ
2016 🅰  4月1日　🅱 日本テレビ（株式会社パッション）　🅲 「news every.」　🅳  独立時計師の特集。万年自鳴鐘と田中久重の画像を提供。

🅰  4月5日　🅱 日本テレビ　🅲 ZIP　🅳  銀座東芝ビルの写真を提供。

🅰  4月12日　🅱 テレビ朝日　🅲 「羽鳥慎一モーニングショー」　🅳  初期の電気アイロンの画像を提供。

🅰  4月19日　🅱 BSジャパン（イースト・エンタテインメント）　🅲 「あの年この歌～時代が刻んだ名曲たち～」　🅳  「ICボストン　4チャン

ネルステレオ」について、セールスマンズカタログの画像や、当時のパンフレットの画像を提供。

🅰  4月19日　🅱 フジテレビ　🅲 「とくダネ！」　🅳  企業ミュージアム特集。GWイベントの内容について。

🅰  4月21日　🅱 TBSテレビ　🅲 「あさチャン」　🅳  「ゴールデンウィーク中、無料で楽しめるスポット！」として紹介。

🅰  4月22日　🅱 日本テレビ　🅲 「沸騰ワード10」　🅳  「洗濯・クリーニング業界」を取り上げる企画。日本初の電気洗濯機を撮影。

🅰  4月26日　🅱 RKB映画社　🅲 「ふくおかクロニクル」　🅳  田中久重を取り上げる企画。当館ホームページの万年自鳴鐘の動画を提供。

🅰  5月13日　🅱 テレビ東京　🅲 「なるほどストリート」　🅳  古い東芝製扇風機を紹介。1号機扇風機の画像と、1号機扇風機に電球が付いて

いる理由について。

🅰  5月15日　🅱 NHKエデュケーショナル　🅳  万年自鳴鐘の画像を使用した特別講義の映像について、二次利用の申請。

🅰  5月17日　🅱 テレビ東京　🅲 「合格モーニング！」　🅳  エンディングコーナーで「ブラウン管がうまれた日」を紹介。ブラウン管の画像

を提供。

🅰  5月17日　🅱 日本テレビ　🅲 ZIP　🅳  掃除機の歴史を紹介する企画。日本初の掃除機について取材。

🅰  5月20日　🅱 スカパー！（株式会社モンスターゾーン）　🅲 「モノクラ～ベ」　🅳  扇風機の歴史を紹介。電球付き電気扇風機の画像を提供。

🅰  5月21日　🅱 日本テレビ（IVSテレビ制作株式会社）　🅳  「かつては人々の為に活躍していた物や施設を現役の姿に戻す企画」。昭和に活

躍していた家電の販売や生産の様子を収めた写真を提供。

🅰  5月25日　🅱 川崎市総務企画局シティプロモーション推進室　🅲 「LOVEかわさき」（テレビ神奈川の川崎市広報番組）　🅳  当館の紹介。

🅰  6月9日　🅱 YOUテレビ　🅲 「好きですかわさき」　🅳  当館を取材。

🅰  8月5日　🅱 NHK教育　Eテレ　🅲 「ミュージックポートレイト」　🅳  以前に提供した東芝IHI館外観写真などを使用した番組を再放送。

🅰  8月18日　🅱 KBC-TV（九州朝日放送）　🅲 「土曜もアサデス。」　🅳  「福岡のお仕事」のコーナーで、田中久重を紹介。

🅰  9月8日　🅱 BS日テレ　🅲 「ぶらぶら美術館・博物館」　🅳  森美術館開催『宇宙と美術展』を紹介。田中久重の肖像と、銀座の店舗外観

の写真を提供。

🅰  9月8日　🅱 BSジャパン　🅲 「武田鉄矢の昭和は輝いていた」　🅳  冷凍食品特集。冷凍庫付き冷蔵庫1号機と、家庭用電子レンジ1号機の

画像を提供。

🅰  9月8日　🅱 テレビ愛知　🅲 「工場へ行こう！」　🅳  芝浦製作所・岸敬二郎の画像を提供。

🅰  9月9日　🅱 テレビ朝日　🅲 「グッド！モーニング」　🅳  ワープロ・PCを取り上げる企画。JW-10の画像を提供。　　

🅰  10月4日　🅱 テレビ東京　🅲 「発想メーカー」　🅳  扇風機の歴史を振り返る企画。1号機の画像を提供。

🅰  10月12日　🅱 NHK総合　🅲 「世界ふれあい街歩き」　🅳  マツダ新報に掲載されている、大連の連鎖街の写真提供と、2次使用の許諾。

🅰  11月23日　🅱 テレビ朝日　🅲 「スゴ～イデスネ！視察団」　🅳  電気釜の歴史を振り返る内容。日本初の自動式電気釜の画像を提供。

🅰  11月25日　🅱 NHK総合　🅲 「発掘！お宝ガレリア」　🅳  昭和35年発売の東芝電気釜分割内鍋について、機能や時代背景、レシピや説明

書の有無など、製品に詳しい人物を紹介。

🅰  12月8日　🅱 Media Corp.（シンガポール公共放送局）　🅲 “Understanding Asia: Sense and Sensibility”　🅳  田中久重の肖像画像を

提供。

🅰  12月11日　🅱 NHK教育　Eテレ　🅲 「Let's天才てれびくん」　🅳  番組内データ放送ゲームで使用する、茶運び人形の画像制作にあたり、

モデリングのため実物を取材。

🅰  12月13日　🅱 テレビ東京　🅲 「家電が主婦を救う」　🅳  洗濯機を取り上げる企画。洗濯量や洗濯作業に伴う時間などについての情報を

提供。

🅰  12月25日　🅱 NHK教育　Eテレ（株式会社ディレクションズ）　🅲 「Let's天才てれびくん」　🅳  掃除機の歴史について。
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🅰 放送日　🅱 放送局など　🅲 番組名　🅳 放送内容、依頼内容など

2017 🅰  1月20日　🅱 TBSテレビ　🅲 「Nスタ」　🅳  東芝の歴史を紹介。当館にて撮影。

🅰  1月26日　🅱 テレビ東京（株式会社ハウフルス）　🅲 「アド街ック天国」　🅳  川崎特集。

🅰  1月26日　🅱 テレビ朝日　AbemaTV　🅲 「Abema News」　🅳  東芝の歴史を紹介。

🅰  1月26日　🅱 山口放送　🅳  山口県出身の実業家・鮎川義介の特別番組。「芝浦製作所全景図」を貸し出し。

🅰  1月27日　🅱 テレビ朝日　🅲 「報道ステーション」　🅳  当館ホームページ「1号機ものがたり」の画像を提供。

🅰  2月7日　🅱 BSジャパン　🅲 「開運！なんでも鑑定団」　🅳  14EA（白黒TV）の仕様に関する問い合わせに対応。

🅰  2月8日　🅱 テレビ朝日　AbemaTV　🅲 「原宿アベニュー」　🅳  当館ホームページ「1号機ものがたり」に掲載されている、冷蔵庫、洗

濯機、掃除機、カラーテレビ、ラップトップPC、DVDプレイヤーの画像を提供。

🅰  2月16日　🅱 NHK総合　🅲 「週刊ニュース深読み」　🅳  東芝の歴史を紹介。歴史展示を撮影。

🅰  2月17日　🅱 TBSテレビ　🅲 「サンデーモーニング」　🅳  東芝の歴史を紹介。旧製品画像7点と田中久重画像を提供。

🅰  2月21日　🅱 BSフジ　🅲 「クイズ！脳ベルSHOW」　🅳  1978年発売のビデオデッキ「週録ビデオ」のCM動画を提供。

🅰  2月23日　🅱 札幌テレビ放送　🅲 「どさんこワイド179」　🅳  洗濯の4100年の歴史を振り返る企画。洗濯機1号機の動画と写真を提供。

🅰  2月23日　🅱 TBSテレビ　🅲 「Nスタ」　🅳  東芝の歴史を紹介。所蔵品のカラーテレビ、扇風機、掃除機、ラップトップPCを貸し出し。

🅰  2月24日　🅱 TBSテレビ　🅲 「Nスタ」　🅳  東芝の歴史を紹介。前身である田中製造所と芝浦製作所の写真を提供。

🅰  2月27日　🅱 BSフジ　🅲 「クイズ！脳ベルSHOW」　🅳  1967年発売の二層式洗濯機「銀河」の価格について照会。

🅰  3月1日　🅱 KBC-TV（九州朝日放送）　🅲 「ロンプク淳」　🅳  昭和5年の世相紹介に使用する、国産初「電気冷蔵庫」「電気洗濯機」の画像

を提供。

🅰  3月9日　🅱 フジテレビ　🅲 「FNNスピーク」　🅳  東芝の歴史を紹介。鉄道、自動改札、エスカレーター、エレベーターなど、身近な東

芝製品を紹介のため、本社広報部に対応を依頼。

🅰  3月9日　🅱 フジテレビ　🅲 「みんなのニュース」　🅳  東芝の歴史を紹介。銀座の田中販売所、東京電気川崎工場、終戦直後の堀川町工 

場、直流電気機関車、田中久重、藤岡市助の画像を提供。

🅰  3月14日　🅱 フジテレビ　🅲 「みんなのニュース」　🅳  東芝の歴史を紹介。弓曳童子、懐中燭台、万年時計、凌雲閣、白熱電球、川崎工

場の画像を提供。

🅰  3月16日　🅱 フジテレビ　🅲 「めざましどようび」　🅳  ニュースコーナー「世界の家電メーカー　東芝はこれだけすごかった」。

🅰  3月16日　🅱 NHK　アーカイブセンター　🅳  ニュースなどで使用するためのアーカイブ用として、1号機の動画を撮影。

🅰  3月28日　🅱 BSジャパン　🅲 「未来EYES」　🅳  日本初の冷蔵庫の画像と、発売年、型番、価格の情報を提供。

🅰  3月29日　🅱 BSフジ　🅲 「クイズ！脳ベルSHOW」　🅳  日本初のカラーテレビ「東芝21型D-21WEカラーテレビ」を紹介。画像と、発

売日、価格の情報を提供。

2016 🅴 4月1日　🅵 ハマ・サキマガジン（株式会社ロコモ＆コモ）　🅶 ハマサキマガジン5月号　🅷 『雨でも遊べるスポット』にて当館を紹介。

🅴 4月2日　🅵 昭文社まっぷる（株式会社アーク・コミュニケーションズ）　🅶 昭文社まっぷる「家族でおでかけ’16－’17」　🅷 当館を紹

介。

🅴 4月7日　🅵 日東エネルギーグループ（株式会社クレッシェンド）　🅶 日東エネルギーグループ発行「NITTOH通信」　🅷 電気釜

🅴 4月12日　🅵 ベネッセコーポレーション　🅶 チャレンジタッチ小学3年生　🅷 三種の神器

🅴 4月12日　🅵 株式会社アローコーポレーション　🅶 フリーペーパー「大学知的見聞録2017」　🅷 当館を紹介。

🅴 4月12日　🅵 日本経済新聞社編集局生活情報部　🅶 日経新聞土曜版「日経プラスワン」　🅷 洗濯機・乾燥機の変遷を特集。国産初の洗

濯機1号機と、絞り器付き洗濯機VB－3の画像を提供。

🅴 4月12日　🅵 日外アソシエーツ　🅶 『子ども博物館美術館事典』　🅷 当館を紹介。

🅴 4月17日　🅵 リクルートライフスタイル　🅶 関東東北じゃらん『じゃらん家族旅行2016』　🅷 当館を紹介。

🅴 4月19日　🅵 ウーマンエキサイト編集部　🅶 「雨の日でもお出かけしたい！東芝未来科学館」　🅷 当館を紹介。

🅴 4月19日　🅵 株式会社ぎょうせい（公益財団法人日本博物館協会）　🅶 「全国博物館総覧」

🅴 4月21日　🅵 共和エージェンシー　🅶 共和エージェンシー　🅷 夏イベント広告掲載

🅴 4月26日　🅵 株式会社アートサプライ　🅶 まっぷる「家族でおでかけ夏号」　🅷 当館を紹介。

🅴 4月26日　🅵 ハナコママ　🅶 「ハナコママ」　🅷 広告掲載

🅴 掲載日・発行日　🅵 依頼元　🅶 掲載媒体・記事など　🅷 掲載内容新聞・雑誌・その他媒体
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🅴 掲載日・発行日　🅵 依頼元　🅶 掲載媒体・記事など　🅷 掲載内容

2016 🅴 4月26日　🅵 株式会社タウンニュース社　🅶 タウンニュース幸区版　🅷 5月5日の「このにおいなんのにおい」のイベント情報掲載

🅴 4月28日　🅵 花王カスタマーマーケティング株式会社（株式会社マスコーポレーション）　🅷 全国のショッピングモールで、シニア層に

向けて、新しく便利で環境にも優しい家事の方法を紹介する店頭イベント。昭和30～40年代の洗濯機、掃除機の写真を提供。

🅴 5月6日　🅵 株式会社タウンニュース社　🅶 タウンニュース「人物風土記」　🅷 新館長インタビュー

🅴 5月8日　🅵 株式会社タウンニュース社　🅶 イベント情報　🅷 「ケロケロカエルを作ろう」

🅴 5月8日　🅵 株式会社教材研究所　🅶 「おすすめコース東京＋横浜」　🅷 当館を紹介。

🅴 5月11日　🅵 株式会社ユニフォトプレスインターナショナル　🅶 小中学生向け模試及びデジタル教材　🅷 白熱電球

🅴 5月26日　🅵 小学館　児童・学習編集局　🅶 「ドラえもん　ふしぎヒストリー②」　🅷 日本初のカラーテレビ

🅴 5月31日　🅵 株式会社教材研究所　東京オフィス　🅶 「東京散策乗物ガイド」　🅷 当館を紹介。

🅴 6月3日　🅵 株式会社インプレス　🅶 大塚商会のインターネットサイト「ITここに歴史あり」　🅷 世界初の日本語変換ワードプロセッサ

🅴 6月4日　🅵 株式会社タウンニュース社　🅶「タウンニュース」6月10日号　🅷「いんげんまめ図鑑」

🅴 6月7日　🅵 日経BP社　日経DUAL（株式会社かみゆ）　🅶 情報サイト「日経DUAL」　🅷 「まめ図鑑」

🅴 6月9日　🅵 株式会社育鵬社　🅶「もう一度学ぶ日本史」　🅷万年自鳴鐘

🅴 6月16日　🅵 フォルスタッフ　🅶 小学館発行書籍『そにしけんじの朝読学習まんが Vol.1 理科ときどき国語』　🅷 日本初の電気掃除機

🅴 6月23日　🅵 宝島社　🅶 別冊宝島「昭和30年代の家計簿～1964東京オリンピックで変わった日本の暮らし～」　🅷 掃除機、炊飯器、こ

たつ

🅴 6月23日　🅵 ベネッセコーポレーション　🅶 進研ゼミ小学講座5年「歴史スクープ新聞12月号」　🅷 日本初のカラーテレビ

🅴 6月24日　🅵 ハマ・サキマガジン（株式会社ロコモ＆コモ）　🅶 ハマサキマガジン　🅷 夏休みのイベント「エコリンピック」

🅴 6月25日　🅵 株式会社タウンニュース社　🅶「タウンニュース」7月1日号　🅷「サイエンス茶房　謎解歳時記　七夕の謎と長野県松本市

に伝わる七夕人形の制作」告知

🅴 7月2日　🅵 フリーマガジン「はぴはぴ」　🅶 横浜ママのためのフリーマガジン「はぴはぴ」　🅷 科学館体験記

🅴 7月3日　🅵 JTBパブリッシング　🅶「ノジュール」　🅷当館を紹介。

🅴 7月7日　🅵 ベネッセコーポレーション　著作権申請窓口　🅶 チャレンジ4年生　🅷 自動式電気釜、二層式洗濯機

🅴 7月11日　🅵 株式会社源氏山楼　🅶 絵本「おばあちゃんがこどもだったころ」　🅷 東芝かなりやF、東芝電気冷蔵庫GR-100KS

🅴 7月16日　🅵 株式会社ぐるなび　🅶 レッツエンジョイ東京　🅷 「小学生ママ＆パパ必見！自由研究のおたすけスポット＆イベント5選」

🅴 7月20日　🅵 株式会社学研プラス（有限会社オフィス・イディオム）　🅶 「ニューワイドずかん百科　ビジュアル　日本の歴史（株式会

社学習研究社／2006年初版発行）」リニューアル版　🅷 蛍光灯、掃除機、冷蔵庫、洗濯機、電気釜の5枚。

🅴 7月20日　🅵 佐賀市教育委員会　🅶 小学生用郷土学習資料『佐賀の人物探検』　🅷 弓曳童子

🅴 7月20日　🅵 株式会社ベネッセコーポレーション　🅶 チャレンジタッチ小学3年生　🅷 電気釜、二層式洗濯機

🅴 7月26日　🅵 朝日新聞社　🅶 小学生のキャリア教育を推進するサイト「おしごとはくぶつかん」　🅷 当館を紹介。

🅴 7月29日　🅵 読売新聞東京本社　調査研究本部　🅶 読売新聞で連載「昭和時代」（デジタル版）　🅷 電気釜

🅴 7月30日　🅵 株式会社タウンニュース社　🅶「タウンニュース」8月5日号　🅷「つくろう！あそぼう！エコ学びのひろばinラゾーナ川崎

プラザ」告知

🅴 8月3日　🅵 公益財団法人日本パブリックリレーションズ協会　🅶 「広報マスコミハンドブックPR手帳2017年度」　🅷 当館を紹介。

🅴 8月5日　🅵 東京新聞　🅷 ecoリンピックのイベント情報掲載

🅴 8月17日　🅵 Z会　🅶「小学生タブレットコース4年生」「エブリスタディ小4」　🅷 電気釜、洗濯機

🅴 8月20日　🅵 株式会社タウンニュース社　🅶「タウンニュース」8月26日号　🅷「サイエンス茶房　勾玉を作ろう」告知

🅴 8月20日　🅵 小学館　🅶 小学館「女性セブン」33号（9月1日発売号）　🅷 自動式電気釜1号機

🅴 8月25日　🅵 JTBパブリッシング　るるぶ.com　🅶 るるぶ観光データベース　🅷 当館を紹介（掲載内容の確認）。

🅴 8月26日　🅵 株式会社プラネットライツ　🅶 時空旅人別冊　NHK連続テレビ小説がもっと面白くなるべっぴんさん坂野惇子の生涯　

🅷 初期の電気アイロン

🅴 8月30日　🅵 りんりん舎（小学館・制作委託）　🅶 小学館発行『もののはじまり館』　🅷 掃除機、掃除機の広告、電気冷蔵庫、電気扇風

機

🅴 8月30日　🅵 サンケイリビング新聞社　田園都市本部　🅶「あんふぁん」11月号　🅷当館を紹介。

🅴 9月2日　🅵 株式会社おとなの学校　🅶 高齢者向けの教科書「おとなの学校メソッド」　🅷 ボイルクッカー、家庭用餅つき機
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🅴 掲載日・発行日　🅵 依頼元　🅶 掲載媒体・記事など　🅷 掲載内容

2016 🅴 9月9日　🅵 福井高等専門学校　吉村様　🅶『月刊化学』「日本発発明発見物語」　🅷 電子レンジ

🅴 9月9日　🅵 文渓堂　🅶「伝承遊びシリーズ『からくり』」　🅷 田中久重、万年自鳴鐘

🅴 9月9日　🅵 株式会社ベネッセコーポレーション　🅶 チャレンジ3年生「おさらいクリアカード」　🅷 二層式洗濯機

🅴 9月9日　🅵 株式会社ベネッセコーポレーション　小学生商品開発部　🅶 小学6年生『チャレンジ』「トコトン調べ隊」　🅷 当館を紹介。

🅴 9月28日　🅵 ぱど編集部　🅶 「ぱど」まち・イベントコーナー　🅷 当館ハロウィンイベント

🅴 10月4日　🅵 日本テレビ文化センター　🅶 「読売・日本テレビ文化センター」会員誌内「よみカルひと駅散歩」　🅷 川崎～鶴見の特集。

当館を紹介。

🅴 10月4日　🅵 みずほ総研　🅶 月刊誌「Fole（フォーレ）」　🅷 国産黎明期の家電（冷蔵庫、洗濯機、掃除機など）と、広告の写真などを

提供。

🅴 10月8日　🅵 誠文堂新光社　「子供の科学」　🅶 「子供の科学」11月号、「全国のお勧め科学館」　🅷 当館を紹介。

🅴 10月12日　🅵 株式会社ウェザーニューズ　🅷「そら博」の画像・動画の使用許可。

🅴 10月12日　🅵 神奈川芸術協会　🅶「アフタヌーンコンサート」2017年版　🅷 当館を紹介。

🅴 10月12日　🅵 株式会社日本標準　企画編集部3課　🅶 教育教材　🅷 4号自動式卓上電話機

🅴 10月26日　🅵 小学館クリエイティブ　🅶 ウィークリーブックこども百科隔週刊『ワンダーキッズペディア』　🅷 世界初のノートパソコン

🅴 11月9日　🅵 朝日新聞出版　生活・文化編集部　🅶 「週刊マンガ日本史　50号　白洲次郎」　🅷 当館を紹介。

🅴 11月12日　🅵 ぴあ株式会社（エスティフ）　🅶 2017年度版「こどもとおでかけか365日」　🅷 当館を紹介。

🅴 11月16日　🅵 公益社団法人発明協会　🅶 公益社団法人発明協会ホームページ、冊子など「戦後日本のイノベーション100選」　🅷 日本

初の日本語ワープロ JW-10、世界初のラップトップPC T1100、世界初のインバータエアコン、世界初のNAND型フラッシュメモリ、NOR

型フラッシュメモリ

🅴 11月24日　🅵 株式会社ベネッセコーポレーション　🅶 2016年度 チャレンジ3年生 「確認チャレンジ」「おさらいクリアカード」　🅷 二

槽式洗濯機、電気釜

🅴 11月30日　🅵 株式会社パブリカ（永岡書店）　🅶 永岡書店発行『日本の歴史人物完全図鑑』　🅷 日本初の洗濯機、冷蔵庫、カラーテレビ

🅴 11月30日　🅵 中央公論新社　🅶『日本十二支考　文化の時空を生きる』　🅷 万年自鳴鐘の文字盤部分の画像を提供。

🅴 12月2日　🅵 株式会社日本標準　🅶 社会科資料集5年　🅷 二層式洗濯機、カラーテレビ、液晶薄型テレビ

🅴 12月6日　🅵 株式会社クリエイト　🅶 「街の便利帳」1月3日号　🅷 イベント情報を掲載。

🅴 12月7日　🅵 東洋経済新報社　🅶 東洋経済新報社「日・米・中　IoT最終戦争」　🅷 創業当時の田中製造所の工場（銀座にあった工場）、

田中久重、藤岡市助

🅴 12月8日　🅵 PHP出版　🅶 PHP研究所創設70周年記念出版にて、土光氏をテーマにした本を出版　🅷 東芝時代の土光氏の画像、白熱電

球

🅴 12月8日　🅵 品川歴史館　🅶 品川歴史館・紀要に掲載する論文「品川硝子製造所の英国人ガラス技師：ジェームズ・スピード：私の曽

祖父」

🅴 12月8日　🅵 株式会社ぱど　🅶 イベント情報を掲載。

🅴 12月22日　🅵 大東建託　いい暮らしナビ　🅶 大東建託ポータルサイト『いい暮らしナビ』　🅷 当館を紹介。

🅴 12月22日　🅵 朝日新聞社　🅶 朝日新聞夕刊「あのとき・それから」「電気炊飯器」特集　🅷 電気釜

2017 🅴 1月12日　🅵 ぱど株式会社　🅶 2月8日号「ぱど」　🅷 イベント情報を掲載。

🅴 1月21日　🅵 株式会社主婦の友インフォス　🅶 月刊誌「ロト・ナンバーズ超的中法」　🅷 記事「瞬間メタルの龍の眼光」にて、当館を

紹介。

🅴 1月27日　🅵 福井高等専門学校　🅶「月刊化学」　🅷 世界初の郵便番号読み取り区分機

🅴 1月29日　🅵 株式会社ダイヤモンド社　🅷 東芝の歴史を紹介。洗濯機、冷蔵庫、カラーテレビ、ラップトップPC、NAND型フラッシュ

メモリ、DVDプレイヤー

🅴 1月31日　🅵 日経BPコンサルティング　🅶「しんきんカード」のゴールド会員誌『はれ予報』3月号　🅷 万年自鳴鐘の画像（全体と和時

計部分）を提供。

🅴 2月10日　🅵 株式会社彰国社　🅶 『「住む」ための事典』　🅷 国産初の洗濯機、冷蔵庫

🅴 2月11日　🅵 株式会社リクルートライフスタイル　「じゃらん」編集部　🅶「関東東北じゃらん」5月号（4/1発売号）　🅷 当館を紹介。

🅴 2月12日　🅵 株式会社リクルートライフスタイル　「じゃらん」編集部　🅶 「関東東北じゃらん」5月号GWに出かけたい、営業担当おす

すめ穴場＆グルメスポット　🅷 当館を紹介。



35広報活動 概要

🅴 掲載日・発行日　🅵 依頼元　🅶 掲載媒体・記事など　🅷 掲載内容

2017
🅴 2月14日　🅵 朝日新聞社　🅶 東芝の歴史を振り返る年表　🅷 洗濯機、冷蔵庫、テレビ、ラップトップPC、DVDプレイヤー、銀座の田中

販売所の画像を提供。

🅴 3月1日　🅵 産経新聞社　西部本部九州総局　🅶 九州山口版の、明治維新150周年をテーマとした短期集中連載記事　🅷 田中久重

🅴 3月1日　🅵 株式会社リクルートライフスタイル （委託：オレンジプランニング ）　🅶 「じゃらん家族旅行2017　関東・東北版」　🅷 当

館を紹介。

🅴 3月7日　🅵 Z会　🅶 小学4年生コース　🅷 イベント情報掲載

🅴 3月8日　🅵 ジャパンタイムス　🅶 3月20日付同紙　🅷 1号機物語コーナー

🅴 3月8日　🅵 まっぷる株式会社　（株式会社MOVE）　🅶 「まっぷる工場見学」　🅷 当館を紹介。

🅴 3月10日　🅵 世界文化社　Begin編集部　🅶 「雑誌Begin」5月号にて洗濯機の歴史特集　🅷 「主婦の読書時間はどうして作るか？」の画

像、日本初の電気洗濯機

🅴 3月12日　🅵 「ぱど」編集部　🅶 「ぱど」3月31日号掲載、川崎駅周辺の特集　🅷 当館を紹介。

🅴 3月19日　🅵 株式会社クリエイト　🅶 クリエイト「街の便利帳」5月号　🅷 イベント紹介

🅴 3月20日　🅵 株式会社リクルートライフスタイル　じゃらん編集部　🅶 「じゃらん家族旅行2017　関東・東北版」親子で遊んで学ぶ！

夏体験スポット　🅷 当館を紹介。

🅴 3月24日　🅵 AERA　福光恵（フリーライター）　🅶 AERAで東芝を応援する記事を掲載。　🅷 1号機物語コーナー

🅴 3月24日　🅵 株式会社小学館クリエイティブ　🅶「21世紀こども百科」及び「ワンダーキッズペディア」分冊　🅷 初代ノートパソコン

🅴 3月28日　🅵 朝日新聞社　🅶 東芝の歴史を振り返る解説記事。　🅷 1号機製品（日本初の電気洗濯機、日本初のカラーテレビ、世界初の

ラップトップPC、世界初のノートブックPC）の画像を提供。
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所蔵資料の管理・保存・活用のための取り組み
　アーカイブ担当では、主に展示を通して東芝の歴史や
製品・技術史に関する情報発信を行う上で必要となる資
料を中心に、管理・保存・活用のための取り組みを行って
います。現在当館では、さまざまな製品資料や文書資料
等、東芝に関する歴史的資料を多数所蔵しており、これ
らの貴重な資料の散逸を防ぎ、価値ある資料をより多く
活用するため、近年は以下のような取り組みを行ってき
ました。
①東芝デジタルアーカイブシステムの管理・運営
　2005年、データベース上で収蔵品を管理する「東芝
デジタルアーカイブシステム」を構築。そのシステム・
コンテンツの管理・運営を行っています。資料情報は主
に社内向けに公開されており、現在非公開資料を含む
計13,145点が登録されています。

②収蔵品管理システムによる収蔵品資料の管理
　バーコード入りのラベルを管理タグに貼り、収蔵品
の保管場所を管理することで資料の散逸を防止してい
ます。2013年度に行われた収蔵庫の移転により、保管
場所の再登録・ラベル再発行作業が進められています。

③資料のデジタル化推進
　製品資料のデジタル撮影、製品カタログ・広告・社史類
のPDF化などを行っています。実物資料へアクセスしな
くても資料調査や画像提供が可能となったことから、原
本を傷めずに資料を活用することができるようになり

ました。
④資料収蔵方法・資料保存状況の見直しと改善
　震災などに備えた収蔵資料落下防止対策や、資料劣
化防止対策などを必要に応じ行っています。
⑤１号機製品・技術に関する書籍や創業者関連書籍の制作
　社内外の多くの方に東芝創業者や、東芝の世界初・日
本初の技術製品を知っていただくため、書籍の制作・発
行を行っています。
⑥学芸員実習指導
　年に一度、大学の学芸員資格取得課程の博物館実習
を行う学生への対応を行っています。アーカイブ担当
では主に資料の調査・撮影・登録・管理・活用について
の実習指導を行っています。
⑦産業遺産認定に関する業務
　各産業遺産認定制度へ東芝製品資料の認定に向けた
活動を行っています。

　当館では利用目的が適切であると判断される場合、無
償で収蔵品の貸出しを行っています。資料借用を希望さ
れる方は当館ホームページ広報・取材・貸し出しのページ
から申込み可否判断を受けた上で、「収蔵品利用許可申請
書」に必要事項を記入して提出することで貸出しを受け
られます。

　資料寄贈の申し込みに際しては、館長及び担当者が
受入れ可否の判断をした上で対応を行っています。現
在当館では、社内外の多くの方より古い東芝製品の寄
贈申し込みをいただいております。しかし、収蔵スペー
スに限りがあることから、すべてに対応させていただく
ことは難しく、場合によっては辞退をさせていただいて
いる状況です。

アーカイブ活動

アーカイブ活動の主な内容

アーカイブ各種対応

1 収蔵品貸出しについて

2 寄贈品（新規資料）受け入れについて

東芝デジタルアーカイブシステム　社内公開ページ
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2016年度 収蔵品貸出し 5件11点

2016年度 寄贈品受け入れ　15件1756点

貸出先／展示名

北九州イノベーションギャラリー
産業技術保存継承センター
企画展「時を刻む~“かたち"になった
人類の英知〜」

東芝アマチュア無線クラブ
イベント「かながわ発・中高生のためのサ
イエンスフェア」
於：横浜そごう新都市ホール

早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
秋季企画展「落語とメディア」 

浜松科学館
30周年特別企画展「30年 ここまで進んだ
科学と技術展〜昭和のゲーム機から、平成
のティラノサウルスまで〜」

世田谷美術館、碧南市藤井達吉現代美術館、
高岡市美術館、岩手県立美術館巡回展「花
森安治の仕事ーデザインする手、編集長の
眼」

2016/4/24〜7/3

2016/7/16

2016/10/1〜2017/1/15

2016/12/23〜2017/4/2

2017/2/11〜10/15

「萬年自鳴鐘」通称万年時計（レプリ力 2号機）

LSIウェーハー

白黒テレビ16KS
sharpのラジオ

日本初のラップトップPC J-3100
B12モデル
自動式電気釜RCK-15BMC
ラジオカセットレコーダーRT-SW7

自動式電気釜ER-4
スチームアイロンESI-202
ターンオーバー式トースターTT-8
噴流式洗濯機VK-3

展示

展示

展示

展示

展示

1

1

2

3

4

目的 展示期間 点数 貸出し資料

受入年月日 寄贈資料名 点数

2016年　4月5日 海外PCカタログ一式 147

4月20日 東芝音響事業25年のあゆみ 1

4月20日 国際事業ハンドブック一家電本編ー第三版 1

4月20日 AKARI 東芝ライテック商品カタログ 1

4月20日 東芝ミゼットアイロン TA-115D 1

6月9日 東芝ミゼットアイロン EI-2K 1

7月22日 マツダ露出計 1

9月10日 東芝テープレコーダーGT-611P,取扱い説明 1

10月20日 調理器具カタログ 1585

10月27日 電子レンジ用マグネト口ン 10

10月30日 洗濯機Fw型 1

2017年　1月6日 東芝蛍光ランプFL-6W 1

2月10日 ポータブルナビゲーションシステムmilesの付属のアンテナ 3

3月28日 ブフウン管型デジタルハイビジョンテレビ “28DX100” 1

3月30日 ミゼットアイロンEI-8A 1
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2016年度 受け入れ寄贈品紹介（一部）

　国立科学博物館に寄託していた田中久重の直筆の日
記5点と久重の胸像を、三代目久重の孫である浦野映子
様から寄贈いただきました。保存状態は良好で、明治7 
年の日記のみ、表紙に「珍器械製造所　田中久重」の朱印
があります。

　寄贈者の両親が、子供が生まれたのをきっかけに昭和
28年に購入し、その後、昭和40年代前半まで使用しま
した。当時ではまだ珍しい共働きでの子育てであったた
め、洗濯機はおむつ洗いに活躍し、このお宅での家電製
品第一号だったとのことでした。

　2004年5月に発売されたフラットブラウン管TVで、
使用されているフラットブライトロン管は独自の3原色
カラーフィルターと、透明度の高いガラスを採用。画面の
すみまでクッキリと色あざやかな映像を映し出します。ま
た、目ざわりな蛍光灯などの映り込みも抑えました。

1 田中久重の直筆の
日記5点と久重の胸像 3 洗濯機　TYPE-FW

2 フラットブラウン管TV
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来館者データ

開館日数（日）

総合計

団体合計

学校関連

幼稚園／保育園

小学校

中学校

高校／大学

その他

官公庁／企業

官公庁

他企業

東芝関係

その他

一般団体

一般団体（大人）

一般団体（子供）

海外

海外学校関係

海外官公庁

海外企業

海外一般個人

海外一般団体

フリー来館者＋ゲート外入館者

大人

子供

館外活動

180,991 

19,739 

11,308 

1,542 

4,875 

2,175 

1,728 

988 

3,214 

231 

1,195 

1,647 

141 

3,421 

1,583 

1,838 

1,796 

1,084 

56 

536 

22 

98 

156,849 

93,337 

63,512 

4,403 

642 

620 

218 

30 

63 

52 

43 

30 

181 

25 

100 

48 

8 

124 

66 

58 

97 

31 

10 

51 

1 

4 

0 

0 

0 

22 

130,360 

30,445 

24,397 

3,165 

18,263 

541 

1,888 

540 

2,392 

112 

1,481 

648 

151 

2,116 

1,377 

739 

1,540 

871 

71 

528 

41 

29 

99,755 

64,302 

35,453 

160 

733 

730 

397 

75 

244 

15 

42 

21 

176 

10 

119 

40 

7 

78 

51 

27 

79 

22 

7 

46 

3 

1 

0 

0 

0 

3 

311,351 

50,184 

35,705 

4,707 

23,138 

2,716 

3,616 

1,528 

5,606 

343 

2,676 

2,295 

292 

5,537 

2,960 

2,577 

3,336 

1,955 

127 

1,064 

63 

127 

256,604 

157,639 

98,965 

4,563 

1,375 

1,350 

615 

105 

307 

67 

85 

51 

357 

35 

219 

88 

15 

202 

117 

85 

176 

53 

17 

97 

4 

5 

0 

0 

0 

25 

2016年度上期

153

人数 人数 人数件数 件数 件数

2016年度下期

150

2016年度計

303

■来館者数内訳（年間）

■来館者数（月別）
2016

2017

4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月

27,595
28,754
20,362
32,362
47,060
24,858
22,460
20,940
19,571
19,325
19,729
28,335

50,000人

40,000人

45,000人

30,000人

35,000人

20,000人

25,000人

10,000人

15,000人

5,000人

0人
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

27,595 28,754

20,362

32,362

47,060

24,858
22,460 20,940 19,571 19,325 19,729

28,335



41来館者・会員数データ

■外国人来館者国別分類（団体）■Webメンバー会員数推移
会員数 新規登録数 退会数

2016年  4月

2016年  5月

2016年  6月

2016年  7月

2016年  8月

2016年  9月

2016年10月

2016年11月

2016年12月

2017年  1月

2017年  2月

2017年  3月

3,684

3,763

3,886

3,821

3,838

3,817

3,749

3,715

3,639

3,638

3,839

3,803

134

139

212

280

184

87

37

39

38

77

385

125

70

61

87

336

177

110

101

77

114

77

181

149 ※ 来館者数上位10か国を掲載

アメリカ合衆国

中国

台湾（台湾省／中華民国）

マレーシア

タイ

大韓民国

フィリピン

ベトナム

インドネシア

シンガポール

外国人合計　4,392人

国名（地域名）

■来館者構成比

学校関連
11％

官公庁／
企業
2％

一般団体
2％

館外活動
1％ 海外

1％

来館者
構成比①

フリー来館者＋
ゲート外入館者
子ども 32％

フリー来館者＋ゲート外入館者
大人
51％

団体
16％

来館者
構成比②



42 資料

■電子アンケート回答結果2016年4月～2017年3月
［電子アンケートについて］
当館では2015年9月より、館内に4台の電子アンケート端末を設置しています。以下、2016年度の回答結果の一部を掲載します。
※全項目のうち、回答者の属性に関する設問を掲載しています。
※アンケートは中国語・英語にも対応していますが、日本語回答のみ掲載しています。
※有効回答数：6,984件

●性別

●年齢

●来館回数

●来館のきっかけ

●同伴者

●（同伴者の）年齢・学年

●来館の目的（複数回答可）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

男

未就学児

初めて

テレビ番組・ＣＭ

ひとりで

０～６才

展示見学

女

小学1～2年

2～4回目

ポスター・看板

ご家族・親戚

７～８才

イベント

小学3～4年

5回目以上

新聞・雑誌

ご友人

９～１０才

サイエンスショー

小学5～6年

知人・家族の紹介

職場の方

11～12才

企画展・特別展示

中学生

ホームページ

13才以上

下見

16～19才

旧館をご存じだった

その他

20～39才 40～59才 60才以上

その他

46

8

50

7

6

25

49 14 12 175 3

28 26 14 7

64 25 5

4 3 29 12 14 31

26 24

16 20 16 9 3 14 12 2

54
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