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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 2018発行に寄せて

東芝未来科学館館長

Takano Iwakiri

　東芝未来科学館の平成30年度（2018年度）活動報告『アニュアルレポート2018』
をお届け致します。
　2018年度、東芝グループには大きな変化がありました。４月、車谷暢昭が会長CEO
に就任し、新しい体制がスタート致しました。そして11月には東芝グループの会社変革
計画「東芝Nextプラン」を発表致しました。その中で東芝グループは、世界有数のサイ
バー・フィジカル・システム（CPS）テクノロジー企業を目指すことを宣言致しました。
　私ども東芝未来科学館も、小さな組織ながらも多くのトライアルを実施して参りま
した。
　前年に引き続き開催した東京理科大学との連携イベント「みらい研究室～科学への
トビラ～」では、２日間で約１万人のお客さまにご来館いただきました。夏休み特別イ
ベント「東芝鉄道物語～inかわさき」では、自分のぬり絵が日本ではじめて走った電車
となって上野公園を走る体験イベントや、丁度120周年を迎えられた京浜急行電鉄株
式会社とのコラボイベントも実施致しました。８月末には株式会社ウェザーニューズ
とのコラボで「そら博in東芝未来科学館」を実施したところ、通常はお見えにならない、
ファミリー層とは違うお客さまにお越しいただくことができました。限られた設備予
算の中、お客さまの満足度アップのために、万年時計解説用模型、タービンのブレード
実物展示、オゾン発生装置、ヒートポンプ原理の体験模型、宇宙線観測装置など、多数の
展示を追加致しました。また、前年度に導入したアーカイブシステムにお客さま用の検
索端末を増設し、館内利用を可能と致しました。京浜事業所が保管している「125kVA
アレキサンダーソン式高周波発電機」は長年の継続的働きかけにより電気学会の「でん
きの礎」に顕彰され、世界初の家庭用単管式カラーカメラ「IK-12」はエミー賞を受賞致
しました。期間限定で行った土日祝日朝の特別イベント「弓曳童子」の実演は、大好評を
博しました。そして年度末には新館になって迎えた５周年を記念して開催した企画展

「次代へ! 社会と生
く ら し

活を支える東芝の取組み」展は事業部や研究所との連携を図り、創
業から現在までのものづくり企業としての東芝をご紹介することができました。
　2019年度に続く道のりとして、開館日数・開館時間変更の準備を行い、今こうして
６年目を迎えています。令和に変わった今、変わり続けていく世界の中で、失敗や変化
を恐れず変わり続けていく東芝未来科学館を、どうぞよろしくお願い致します。
　私たちの小さな歩みに対して、皆さまの忌憚なきご意見やご感想を賜れれば幸甚に
存じます。　
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東芝未来科学館
2018年度の出来事

★…展示・イベント関連　　★…東芝未来科学館関連

2018年度は2018年4月1日～2019年3月31日まで

国立科学博物館「千の技術展」への出展 夏休み特別イベント 東芝鉄道物語～inかわさき

月 日 項 目
2018 4月12日 ★Union fenosa Gasご来館

4月15日 ★川崎さいわい少年少女発明クラブ開講式
4月28日 ★［GW特別イベント］世界一やさしいプログラミング教室（～5月6日）
6月13日 ★中国・国際貿易委員会ご来館
6月16日 ★東京理科大学との連携イベント「みらい研究室～科学へのトビラ～」（～6月17日）
7月21日 ★[夏休み特別イベント]東芝鉄道物語～inかわさき（～8月15日）
7月21日 ★ミューザ川崎とのコラボイベント「夏ラボ2018～音と科学の実験室～」（～7月29日）
8月26日 ★株式会社ウェザーニューズとの連携イベント「そら博in東芝未来科学館」
8月28日 ★藤岡市助博士科学振興特別賞受賞者・品川颯吾さんご来館
9月16日 ★小惑星リュウグウ想像コンテスト表彰式

10月30日 ★国立科学博物館へ日本初の冷蔵庫、洗濯機、自動式電気釜等貸出（～3月3日）
10月30日 ★世界初の家庭用単管式カラーカメラ（IK-12）がエミー賞を受賞
11月20日 ★フランス共和国大使館ご来館
11月20日 ★チェコ共和国大使館ご来館
11月22日 ★中国・新奥集団ご来館
12月6日 ★外務省主催 対ロシア技術支援プログラム 研修訪日団ご来館

12月15日 ★[冬休み特別イベント]WINTER PROGRAM 2018音を奏でよう（～1月6日）
12月20日 ★中国・北京陽紫欣知識産権代理有限責任公司ご来館

2019 1月30日 ★中国・中車大連機車車輛有限公司ご来館
3月13日 ★アレキサンダーソン式高周波発電機が電気学会「電気の礎」受賞
3月17日 ★川崎さいわい少年少女発明クラブ閉講式
3月23日 ★5周年企画展「次代へ！社会と生活を支える東芝の取組み」展（～5月25日）
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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。

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。

4・5・6 7・8まちの未来へ
住宅やビル、そして街角など、私
たちが暮らしている街のさまざ
まな場所で生かされている、東芝
の技術を紹介するゾーンです。

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。

ウエルカムゾーン
迫力の大画面が皆さまをお迎え
します。

じょうほうの未来へ
高度情報化社会を支える半導体
製品のテクノロジーや、その応用
技術、さらに人工知能の技術など
を紹介します。

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。

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。

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。
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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
https://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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2018年度の科学館トピックス

　2019年３月23日（土）から５月25日（土）を開催期
間としてリニューアル５周年の企画展を開催しました。
事業領域が大きく変わることに合わせて発表された
「新生東芝Nextプラン」に合致する、主要となる社会
インフラ技術を中心に展示すると共に、創業から現在
までのエポックな製品やモノづくり企業としての「東
芝のあゆみ」を紹介しました。
　展示構成は、以下の３テーマを柱としました。
①マルチプロジェクター方式による、創業から近未来
を含めた「東芝のあゆみ」映像。会社や製品の変遷を中
央に表示しつつ、その時々の世界や日本で起きた事象
を左右スクリーンに配置して、全体を「歴史の川の流
れ」として放映しました。
②全長17mの詳細年表。多くの１号機紹介と共に大
きな事象（明治時代の電信や発電技術など）には関連タ
ブにより豆知識を付けた学べる年表にしました。
③東芝Nextプラン展示。「サイバー＆フィジカル」の
紹介ステ―ジと技術戦略アイテムを含む社会インフラ
技術19件を出展しました。開発技術の他に子供にも
関心が持たれるアイテムとして、水素発電で二酸化炭
素フリーの発電技術を学んだり、試作機によるハイブ
リッドPOS端末で近未来の買い物をするなど、体験型
展示で楽しんでいただきました。

(川崎)80面大型ビジョンを使った企画展開催PR

①「東芝のあゆみ」映像

③「サイバー＆フィジカル」ステージと技術展示

②東芝のモノづくり年表

リニューアル5周年企画展
「次代へ！ 社会と生

く ら し

活を支える
東芝の取組み」展開催
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　2019年３月23日(土)、24日(日)の２日間でリ
ニューアル５周年企画展関連イベントとして、NPO法
人久留米からくり振興会と久留米市教育委員会の協力
を得て、福岡県久留米市に保存されている田中久重が
製作したオリジナルのからくり人形「弓曳童子」「文字
書き人形」２体をお借りして実演と展示紹介を行いま
した。当日はNPO法人久留米からくり振興会と久留
米市教育委員会の方に講師としてお越しいただき、か
らくり儀右衛門と呼ばれた東芝創業者・田中久重の話

　８月26日（日）に「夏休みの自由研究」を通して、空や
天気・気象に触れ、体験・体感してもらうことで、理科
教育を広めることを目的としている大規模イベント「そ
ら博」を、主催者である株式会社ウェザーニューズと連
携する形で今年度は東芝未来科学館にて開催しました。
前年度に当館企画展示室にて連携イベントを実施した
実績がありますが、今年は規模を拡大して当館企画展

東芝創業者・田中久重からくり講演と文字書き人形実演ロボット教育セミナーを実施

そら博 in 東芝未来科学館　開催

を織り交ぜながら、ゼンマイや歯車の仕組みなどを分
かりやすく解説しながら実演を行っていただきました。
からくり人形の実演後にはからくり人形の機構をもと
にした木製のリンク機構のキットをベースとした「か
らくりBOX」作りを行いました。「からくりBOX」の動
きは自由に決められるため、子どもたちは試行錯誤し
ながら自由に発想を広げて自分だけのオリジナルから
くり製作に夢中で取り組んでいました。

示室に加え３F南側エントランスを使用。合計で８つ
のブースを展開し約1,800名の方にご参加いただきま
した。気象予報士によるトークショーを実施するなど、
普段とは違った試みもありファミリー層以外の一般の
方の姿も多く見られました。本イベントに伴い当館の
来館者も前年度の同日に比べ1,000名以上増加した
ことから、イベントの好評ぶりがうかがえました。



常設
展示

ウェルカムゾーン

ウェルカムゾーン・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
体験を提供しています。2018年度は体験ポジションの
見直しを行い、安全性を高めました。
　A・B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。

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。2018年度は、万年時計解説用模型の展示
を導入しました。

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。2018年度は、タービンの羽根（ブ
レード）の展示を導入しました。

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。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・5・6 まちの未来へ

　住宅やオフィスビル、そして街の中など、私たちが暮らしている街の至るところで、科学の力
が生かされています。さまざまな場所で活躍する、東芝の技術を紹介するゾーンです。

4 くらしを支える技術

　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、街中のさまざまな場面で活躍する東芝の技術を紹
介するゾーンです。2018年度は、送配電を制御する
IoT技術とオゾン発生装置の展示を導入しました。

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い物の疑似体験ができます。

　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。
2018年度は、ヒートポンプ原理の体験模型の展示を
導入しました。

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。

5 ビルを支える技術

　ペーパーリユース複写機のLoopsシステム、重粒子
線治療施設模型を展示しています。

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。

6 社会を支える技術
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7・8 じょうほうの未来へ

フューチャーゾーン

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、もっと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。
2018年度は、宇宙線観測装置の展示を導入しました。

　音声認識、音成合成、翻訳、対話、意図理解、画像認識な
どの技術を体系化した東芝コミュニケーションAI 

「RECAIUSTM」の紹介ゾーンです。

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
●サイエンスステージ
教育普及活動の一環として、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。

　私たちの日常生活に、欠かせない存在となった情報技術。高度情報化社会を支える半導体製品
のテクノロジーや、その応用技術、さらに人工知能の技術などを紹介しています。

　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
活躍するハードディスクドライブを紹介しています。

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。

7 人・モノをつなぐ技術

8 情報を支える技術
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アテンダントについて
アテンダントは、来館されるお客さまと東芝とをつなぐ最前線のコミュニケータです。来館されるお客さまの中には、日本の技術
を視察に来られた各国の大使館の方、ビジネスでこれからお付き合いすることになるビジネスパートナーの方、これから社会に出
ていこうとしている大学生の方、ものづくりや社会を学ぶ小中高校生の方、科学館を交流の場にして同じ体験を共有するために
来られる多くの団体の方々、科学に親しみ楽しむために来られた多くの家族連れの方々、そして東芝の歴史と事業を学ぶために
訪れる従業員の方等々がおられます。どなたにもご満足いただける究極のプレゼンテータを目指して日々コミュニケーション力
のアップに励んでおります。

の時間帯への誘導をかねて、土日祝日朝の「特別イベン
ト」を企画・準備・実演いたしました。一つは準備に時間
を要するからくり人形「弓曳童子」の実演です。めった
に見ることができないからくり人形だけに、これは大
変好評でした。一本一本矢立から矢を抜き取り、的を射
る様子は、多くのお客様の歓声を集めました。この他に
も世界初の「日本語ワードプロセッサー JW-10」の稼
働実演を行いました。同音異義語の多い日本語ならで
はの「かな漢字変換」の苦労話を交えた実演は、こうし
た技術が現在のスマートフォンにも活かされているこ
とを伝えることができました。
　そんな中、2019年度から始まる「開館時間変更」に向
けて、パンフレット・掲示物・管理システムの変更準備
を行うとともに、学校関係機関への周知を行いました。
これは予想以上に時間と手間のかかることでしたが、
半年間の準備を経て、無事に用意することができまし
た。
　こうした中で欠かせない役割を担ってくれたのが、
アルバイトメンバーの存在です。元々はサポートが必
要な体験展示担当として活躍していましたが、レベル
アップを図り、これまでの業務に加え、受け付け業務や
静電気体験のオペレーションを担うまでになりました。
　こうして私たちアテンダントグループは、日々ブ
ラッシュアップを図りながら、お客さまをお迎えする
ことで一歩ずつ前進を続けています。

　2018年度も、限られたリソースで最大の効果を発揮
できるよう、新たな取り組みを随時行ってまいりまし
た。
　ビジネスパートナー向けには、お客さまのニーズに
あわせた臨機応変な対応力を加速しました。お越しに
なるお客さまの企業研究や、興味をお持ちの事業分野
など、ニーズにあわせた時間配分で、ご案内の事業分野
や構成に工夫を凝らしました。BtoB製品は普段目にす
ることも少なく、わかりにくい分野です。しかしながら
東芝の製品が、どんな場面で、どのように、社会全体の
暮らしを支えているかをお伝えすることで、東芝をよ
り身近に、より頼もしく感じていただけるよう、知恵を
絞りました。
　学校団体向けには、「社会科教室」を充実させました。
2017年度から開始した取り組みですが、製品誕生の時
代背景から、どのような問題が解決されたのかを体験
し、「ものづくり」の背景には「問題解決」という大きな
社会的なムーブメントがあることを伝えるようにしま
した。複数の製品誕生のストーリーから、共通点として
の「ものづくり」の原点を学ぶことができます。そして
科学技術が社会を大きく変える原動力になっているこ
とに気付いてもらうきっかけを提供しました。
　週末にお越しいただくお客さまには、集客効果と朝

2018年度の取り組み
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　当館のイベント担当グループは、「人と科学のふれあ
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。
　2018年度の特色としては、リニューアルオープンか
ら2019年１月31日に開館５周年を迎え、特別企画展の
関連イベントとして子どもたちにも展示内容がわかり
やすいイベントを開催しました。３月23日(土)、24日
(日)の両日、福岡県久留米市より、東芝創業者のひとり

田中久重作のからくり人形２体を迎え、展示と実演を実
施。江戸時代のからくりの技術が現代にも引き継がれて
いることを学びながら工作を行い、多くの来館者にオリ
ジナルの人形を見ていただきました。

　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）、予約不要で、当日先着順で参加可能な
イベント「サイエンスクラブ」を隔週土・日・祝に開催
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。
　2018年度は株式会社ウェザーニューズとのコラボ
で「そら博2018」を開催し、夏休み自由研究にぴった
りな空・天気・空気・気象について触れることができ、体
験・体感を約1,800名の方にご参加いただきました。

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 2018年度活動概要

イベントの種類・実績

■イベント参加者情報（2018年度）

開館日数

開館日数

科学実験工房
サイエンスクラブ

科学実験工房
サイエンスクラブ

2018年4月度
26

参加人数 付添人数 件　数
444 
114 

450 
46 

41 
4 

2018年10月度
26

参加人数 付添人数 件　数
663 
474 

611 
346 

44 
6 

2018年5月度

参加人数 付添人数 件　数
517 
35 

534 
38 

47 
3 

2018年11月度
26

参加人数 付添人数 件　数
314 

0 
290 

0 
22 
0 

2018年6月度
2624

参加人数 付添人数 件　数
336 
127 

298 
42 

18 
4 

2018年12月度
23

参加人数 付添人数 件　数
406 
130 

379 
41 

26 
4 

2018年7月度
26

参加人数 付添人数 件　数
484 
43 

497 
35 

30 
3 

2019年1月度
22

参加人数 付添人数 件　数
400 
45 

390 
39 

29 
3 

2018年8月度
27

参加人数 付添人数 件　数
1,210 

0 
491 

0 
32 
0 

2019年2月度
24

参加人数 付添人数 件　数
375 
99 

371 
41 

24 
6 

2018年9月度
23

参加人数 付添人数 件　数
529 
372 

512 
408 

39 
5 

2018年度上期
152

参加人数 付添人数 件　数
3,520 

691 
2,782 

569 
207 
19 

2019年3月度
27

参加人数 付添人数 件　数
457 

2,615 
435 

0 
33 
13 

2018年度下期
148

参加人数 付添人数 件　数
2,615 
3,363 

2,476 
467 

178 
32 

　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 」https://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。
　2018年３月より東芝未来科学館公式のFacebook、Instagramを開設しています。

ウェブ予約申込画面
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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
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。

2018年度開催件数：164件（323回）　参加者数：6,135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：有料／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3回、30分単位で開催される。

2018年度開催件数：22件（40回）　参加者数：4,054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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GW特別イベント　【世界一やさしいプログラミング教室】
2018年4月28日(土)～5月6日(日)（5月1日(火)除く）　3Fエントランス　2F東芝未来科学館

【概要】「プログラミングって何？」を感覚的に学べる参加型
ステージショーを見ながらプログラミングクイズの挑戦や、
ゼンマイロボの工作など、プログラミングとは？を学べるイ
ベントを開催しました。

■4月28日(土)～5月6日(日)　2F東芝未来科学館
「うごけ！デキタテロボ」【株式会社ピコトン】
「みんなでつくる未来のまち」【LITALICOワンダー】
■4月28日(土)

「プログラミングマスターになろう!LEGO® ロボットのプ
ログラミング教室!」【お茶の水女子大学おちゃっこLab.】
■4月29日(日・祝)

「組み立てカンタン!パソコンから「プロロボ」に指令をだそ
う!」【リカタンず】
■4月30日(月・振休)

「はじめまして、プログラミング～ルビイと冒険にでかけよ
う～」【わくわくキッズ】

■5月2日(水)
「情報科学教室「思いを伝える0と1」」【情報楽団A】
■5月3日(木・祝)

「3Dプリンターで鉛筆キャップを打ち出そう!」【東京理科大学 
川村研究室】
■5月3日（木・祝）、4日（金・祝）

「機械式計算機を体験してみよう！」【東京理科大学近代科学
資料館】
■5月4日(金・祝)

「はじめてのプログラミング～思いどおりにLEDを光らせ
て、ブザーをならそう～」【かわさきアトム工房】
■5月5日(土・祝)

「プログラムってなんだっけ?」【東芝分解ワーキンググルー
プOB会】
■5月6日(日)

「数字をならびかえ!「基数ソート」をつくろう!」【東工大
ScienceTechno】
■4月28日（土）～5月6日（日）　3F エントランス

「作ろう！ゼンマイロボ」【株式会社ピコトン】

夏休み特別イベント　【東芝鉄道物語～inかわさき】
2018年7月21日(土)～8月15日(水)　2F東芝未来科学館

【概要】自分のぬり絵が日本ではじめて走った電車となって
上野公園を走る体験イベントや、京急創立120周年とコラボ
した展示など、東芝の技術の機関車の紹介。鉄道に関する「イ
チバン」のスタンプラリー等自由研究にぴったりなイベント
を開催しました。

■7月21日(土)～8月15日(水)
「ぬり絵deいちすけ号(ゴー)電車」
「京急創立120周年!!「けいきゅん®」も来るよ」【京浜急行電
鉄株式会社】

■8月14日(火)～17日(金)
「市電シミュレーター体験」【横浜市電保存館】
■8月11日(土・祝)～15日(水) 3Fエントランス

「鉄道模型を運転しよう」【鉄道模型サークル関急車輌】
「エコ機関車に乗ろう!」【創作機械工房Piccolo S.P.A】
「自由研究にピッタリ!走る!フリクション電車」【株式会社ピ
コトン】

■その他【協力】
わくわくキッズ、伊藤 尚未先生(電子工作講師・現代美術作
家)、リカタンず、完乗倶楽部、にのラボ、東京理科大学 川村研
究室、東工大ScienceTechno

　特
設エアドームでオーロラ

体
験！！

対象 ： 小学１年～中学生
主催 ： 自由が丘サイエンスキッズ

光のふしぎ体験屋台大集合！

9.22（土） 9.23（日） 9.24（月・祝）

光を知り、宇宙の不思議を体験しましょう。

宇宙や空に関する光の不思議を体験するコーナーがお祭りの屋台のように大集合！

どうして遠くにある星の成分がわかるの? 夕焼けが赤いのはなぜ?

人工衛星はどんな世界を見ているの? 神秘の光、オーロラを見られるコーナーも！！

11:00-16:00（受付終了）

予約不要 会場：企画展示室参加費：300円

体験

UVレジンで星のアクセサリーを作ろう

10.27（土）
10.28（日） 

紫外線をあてると固まるUVレジンと「星の砂」に

宇宙をイメージしたパーツも加えて

自分だけのオリジナル作品を作りましょう。 

① 10:30-11:00
② 11:30-12:00
③ 13:30-14:00
④ 14:30-15:00
⑤ 15:30-16:00

先着予約制 会場：企画展示室参加費：200円

講師 ： 木村絢子 先生 監修 ： クラフト作家Mireiさん
対象 ： 小学生以上

主催 ： 東京国際科学フェスティバル

工作

10.27（土）
10.28（日） 

ハロウィン仮装用マスクを作ろう
紙皿を使って簡単に作れる、
ハロウィン仮装用のマスクです。
自由にデコレーションして、
かっこよく大変身！

10:30-16:00（受付終了）

予約不要 参加費：無料 会場：企画展示室

工作

講師 ： 中川律子 先生

対象 ： どなたでも

主催 ： リカタンず 

※材料がなくなり次第終了

ハロウィン限定スペシャルイベント　【第２回 光であそぼう!かわさきハロウィン】
2018年9月22日(土)～10月28日(日)　2F東芝未来科学館

【概要】光と宇宙についてのイベントがたくさん！小惑星
“リュウグウ”想像コンテストへの応募作品展と表彰式も開
催しました。

■9月1日(土)～17日(月・祝)
「第2回 光であそぼう！かわさきハロウィン～プレイベント
～作品展＆表彰式」※9月16日(日)表彰式

「はやぶさくんの冒険日誌」【協力】全国科学館連携協議会
■9月22日(土)～24日(月・振休)

「光のふしぎ体験屋台大集合!～光で楽しむ空と宇宙～」【自
由が丘サイエンスキッズ】
■9月29日(土)、30日(日)

「色はいろいろ!光はぴかぴかり?「光のたまごミニ」をつくろ

う!」【当館スタッフ】
「子どもと楽しむ科学の本の文化祭「たんとたんと2018」」
【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】
■10月6日(土)、7日(日)

「ミュージアムショップコラボ　ハロウィンのソーラーラン
タンをつくろう！」【当館スタッフ】
■10月20日(土)

「光るスライムをつくろう」【山梨県立科学館】
■10月27日(土)、28日(日)

「UVレジンで星のアクセサリーを作ろう」【東京国際科学
フェスティバル】

「ハロウィン仮装用マスクを作ろう!」【リカタンず】

2018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まで。

春休み特別イベント　【エコロ紙(ジー)　紙からエコを考えよう】
2018年3月24日(土)～4月1日(日)（3月26日(月)を除く）　2F東芝未来科学館

【概要】紙からエコを考えようをテーマにぬり絵をした桜が
大画面に咲いたり、自分で折ったサカナやカメの折り紙が大
画面を泳いだりと環境について考えるイベントを開催しま
した。

■3月24日(土)～4月1日(日)
デジタルでお花見体験！ぬり絵deお花見
うごく！おりがみ水族館【株式会社ピコトン】
COOL CHOICEかわさきコーナー【川崎市環境局地球環境

推進室】
■3月24日(土)　植物の秘密に迫ってみよう【東大CAST】
■3月25日(日)　野菜で作るエコなソーラーランプ【ガリ

レオ工房】

■3月27日(火)　町の環境を大切に！楽しい環境人形劇
【プロ・ナチュラリスト】佐々木 洋先生・【人形劇師】おいけ
家金魚先生

■3月28日(水)　いのちのつながり【学びの創造塾】
■3月29日(木)　かわさきエコ暮らし未来館がやってく

る！「たカラクリ箱」をつくろう【かわさきエコ暮らし未来
館】

■3月30日(金)　作ってみよう みらいのサボニウス風力
発電機【東京理科大学chibi lab.】

■3月31日(土)　Liquid～液体の探検～【わくわくキッズ】
■4月1日(日)　分光つつで省エネ電球を考える【東京理科

大学 川村研究室】
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冬休み特別イベント　【WINTER PROGRAM 2018 音を奏
かな

でよう】
2018年12月15日(土)～2019年1月6日(日)　2F東芝未来科学館

【概要】プロの演奏家を招いたワークショップなど、自分で
作った作品で音を奏(かな)でよう♪をテーマにイベントを
開催しました。

■12月22日(土)、23日(日・祝)
「プロの演奏家と一緒に奏でよう!楽しい音でクリスマスを
彩る『エッグマラカス』作り」【株式会社ピコトン】
■12月24日(月・振休)

「音と光の電子オルゴールに自分だけのクリスマスのデコ

レーションをしよう」【東芝アマチュア無線クラブ】
■12月26日(水)、27日(木)

「どんぐりの笛を作って鳴らしてみよう!」【森と人のネット
ワーク】
■1月5日(土)

「いのしし年の初工作「なきごえコップ」をつくろう!」【かわさ
きアトム工房】
■1月6日(日)

「ストロー笛を作ろう」【東京理科大学 川村研究室】

正12面体「かるたカレンダー」
開館5周年記念

東芝未来科学館は、2019年1月31日に開館5周年を迎えました。

開館5周年を記念して、5角形を組み合わせてできる
正12面体カレンダーをプレゼントします。

カレンダーの1年は12か月。
 「とうしばみらいかがくかん」も12文字。

毎月1文字ずつ科学館にちなんだ、かるたになってるよ。
かるたとして遊んだり、組み立てて飾ってみたり、

遊び方はキミしだい！

これからも東芝未来科学館に遊びに来てくださいね。
スタッフ一同、お待ちしています！

4月からは開館時間と休館日が変わります。

開館時間は平日火曜日から金曜日までが9:30～17:00
土・日・祝日は10:00～17:00です。

このカレンダーは日付が黒いところがお休みの日です。

各部を内側に
　 しっかり折ります。部品を切り離します。

同じ番号同士を
　　組み合わせます。

3 3

1 2

3

正12面体「かるたカレンダー」の作り方

完成！！

開館5周年記念　正多面体「かるたカレンダー」～4月始まり正12面体カレンダープレゼント～
2019年3月23日(土)～4月7日(日)（3/25(月)、4/1(月)除く）

【概要】開館５周年を記念して東芝未来科学館の開館日がわ
かる、オリジナルの正12面体カレンダーをプレゼントしまし
た。

2 0 1 9 年 度 開 館 カ レ ン ダ ー

春休みは正多面体であそぼう！
春休みは、作ってみると面白い。奥が深 ～い。
正多面体で科学の楽しさを味わおう!

【親子参加】
丸ビーズとテグスで作る

「正多面体ストラップ」

 ①11:00-11:30

 ②12:00-12:30

 ③14:00-14:30

 ④15:00-15:30

対象 : どなたでも
※推奨 3 年生以上、詳しくは
　HP をご覧ください。
定員：各 25 名
講師：リカタンず関野展寿先生
参加費：200 円

マジックサイコロ
をつくろう

牛乳パックでふしぎなサイコロをつくります。

時間 :11:00-16:00( 受付終了）

対象 : どなたでも
定員：先着 300 名
講師：おろしろ科学たんけん工房

参加費：無料

星のトレイ・立体
パズルをつくろう

正 3 角形の正 4 面体と星型の小物入れをつくります。

時間 :11:00-16:00( 受付終了）

対象 : どなたでも
定員：先着 200 名
講師：リカタンず
参加費：無料

4 月始まり正 12 面体
カレンダープレゼント

開 館 5 周 年 を 記 念
して東 芝 未 来 科 学 館
オ リ ジ ナ ル の

正 12 面 体 カレンダー をプレゼント。
カレンダー を作るコ ーナー もあるよ！

時間 :11:00-16:00( 受付終了）

対象 : どなたでも
定員：先着 200 名
講師：東芝未来科学館員
参加費：無料

 正多面体展示
　　～正多面体を味わおう！～

正多面体クラブ関野先生の数々の
コレクションを展示いたします。
解説も分かりやすい！！

3/27( 水 ) ～ 4/7( 日 )
※3/25( 月 )・4/1( 月 ) 除く

時間 :11:00-16:00
参加費：無料
監修：正多面体クラブ関野展寿先生

ビーズで正多面体ストラップ

をつくろう !

時間 :11:00-12:30  
           14:00-15:30
対象 : 小 3 ～中学生
定員：各 15 名
講師：リカタンず関野展寿先生　
参加費：500 円

鏡の中のサッカーボール
と万華鏡

時間 :11:00-12:30  
           14:00-15:30
対象 : どなたでも
定員：各 15 名
講師：リカタンず関野展寿先生
参加費：800 円

ラ ビ リ ン ス ボ ッ ク ス

予約不要

予約不要

予約不要

時間 :11:00-12:30  
           14:00-15:30
対象 : 小 3 ～中学生
定員：各 15 名
講師：リカタンず関野展寿先生
参加費：800 円

抽選予約制

抽選予約制

抽選予約制

抽選予約制

3/31( 日 ) 4/4( 木 )・5( 金 )

3/30 ( 土 )3/29( 金 )

東芝未来科学館　春休みスペシャルイベント

GO!GO!5周年GO!GO!5周年

展 示

ラッキースター
をつくろう

時間 :11:00-16:00( 受付終了）

対象 : どなたでも
定員：先着 200 名
講師：リカタンず
参加費：無料

布のマスキングテープで正 5 角形をつくります。

予約不要

 http://toshiba-mirai-kagakukan.jp/　

東芝未来科学館
Toshiba Science Museum

2019 年 3 月までは 10：00－17：30
　　　　　　　　    10：00－18：00

開館時間：火～金曜日 /  9：30－17：00
　　　　　土・日・祝 /10：00－17：00
休館日：毎週月曜日(祝日の場合は翌日)・第４日曜日・特定休館日
＊開館日などの詳細は、当館ホームページにてご確認ください。

住所：〒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
T E L  : 044-549-2200　F A X  : 044-520-1500

入場料 : 無料

3 月 23 日 ( 土 ) ～ 4 月 7 日 ( 日 )3月23日(土)～4月7日(日)

・4 月の予約受付は 3 月 13 日（水）12:00 よりお申込みいただけます。
・3 月の予約は受付終了しております。

・先着予約制イベントの受付は開催日前日までとなっております。
・満席の場合もございます、予めご了承ください。開催場所：東芝未来科学館 A ホール　B ホール　AB ホール前

3/26( 火 ) 3/27( 水 )28( 木 )
29( 金 )31( 日 )

4/2( 火 )・3( 水 )

3/23( 土 ) ～ 4/7( 日 )
※3/25( 月 )・4/1( 月 ) 除く

開催期間：3 月 23 日 ( 土 ) ～ 4 月７( 日 )※3/25・4/1 除く

春休み特別イベント　【GO!GO!5周年　春休みは正多面体であそぼう！】
2019年3月23日(土)～4月7日(日)（3/25(月)、4/1(月)除く）　2F 東芝未来科学館

【概要】春休みは、作ってみると面白い、奥が深～い、正多面体
で科学の楽しさを味わえるイベントを開催しました。

■3月26日(火)
「二つの顔を持つ「マジックサイコロ」を作ろう」【おもしろ科
学たんけん工房】
■3月27日(水)～29日(金)、31日(日)

「 5角形であそぼう～ラッキースターをつくろう～」【リカタ
ンず】
■3月27日(水)～4月7日(日)

「正多面体展示 ～正多面体を味わおう！～」【正多面体クラブ
関野 展寿先生】

■3月29日(金)
「ビーズで正多面体ストラップをつくろう!」【リカタンず】
■3月30日(土)

「鏡の中のサッカーボールと万華鏡」【リカタンず】
■3月31日(日)

「ラビリンスボックス(立方体の空間充填万華鏡)」【リカタン
ず】
■4月2日(火)、３日(水)

「正多面体であそぼう～星のトレイ・立体パズルをつくろう
～」【リカタンず】
■4月4日(木)、5日(金)

「丸ビーズとテグスで作る「正多面体ストラップ」」【リカタン
ず】

「夏ラボ2018～音と科学の実験室～」
2018年7月21日(土)～29日(日)（※7月23日(月)除く）　場所：ミューザ川崎シンフォニーホール　4F企画展示室/市民交流室

【概要】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」、2018年は「パイプオルガン」をテーマに、
ミューザ川崎シンフォニーホールのシンボル・パイプオルガ
ンをARを使ってさまざまな角度から見てみるイベントを開
催しました。

■7月21日(土)～29日(日)
「ARでGO!オルガン♪探偵団」【Magic Lamp CG Works】
■7月24日(火)、25日(水)

「大きなオルガン見学会」【ミューザ川崎シンフォニーホー
ル】

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）

2018 4月1日（日）【東京理科大学 川村研究室】分光つつで省エネ電球を考える 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 200
4月7日（土） 振動（しんどう）モーターで動く、ロボットカーを作ろう 【かわさきアトム工房】上田 隆先生 2 500
4月8日（日） まわすと光る！「光るぶんぶんごま」をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】葛上 翔先生 2 200

4月14日（土） 太陽のエネルギーはすご～い！太陽の光で回る太陽熱風車を作ろう 【おもしろ科学たんけん工房】三田 重雄先生 1 500
4月21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】神田 幸人先生、池田 亨先生 2 500
4月21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22日（日）「宇宙といのち」～星砂から地球をさぐりリュウグウを想像しよう！～ 馬渕 正展先生（自由が丘サイエンスキッズ代表） 2 無料
4月22日（日） 地球は大きな磁石?―電池と磁石で動く装置 【NPO法人ガリレオ工房】白數 哲久先生 2 500

4月28日（土）～30日（月） Scratchでオリジナルゲーム作り！ゲームでつくる未来のまち！ 【LITALICOワンダー】鈴木 祐磨先生 5 1,000
4月28日（土） プログラミングマスターになろう！LEGO® ロボットのプログラミング教室！ 【お茶の水女子大学おちゃっこLab.】圓田 彩乃先生、河野 奈菜子先生 3 100
4月29日（日） 組み立てカンタン！パソコンから「プロロボ」に指令をだそう！ 【リカタンず】横須賀 篤先生 2 2,500
4月30日（月） はじめまして、プログラミング～ルビイと冒険にでかけよう～ 【わくわくキッズ】あべ まり先生 2 200

5月2日（水）～４日（金） ブロックでオリジナルロボットをつくろう！ロボットでつくる未来のまち！ 【LITALICOワンダー】岡 賢志先生 4 1,000
5月2日（水） 情報科学教室「思いを伝える0と1」 【情報楽団A】米津 弘子先生 2 100
5月3日（木） 3Dプリンターで鉛筆キャップを打ち出そう！ 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 200
5月4日（金） はじめてのプログラミング～思いどおりにLEDを光らせて、ブザーをならそう～ 【かわさきアトム工房】太田 康和先生 2 1,500

5月5日（土）、６日（日） 3Dペンをつかって未来のまちをつくろう！ 【LITALICOワンダー】深澤 竜二先生 5 1,000
5月5日（土） プログラムってなんだっけ? 【東芝分解ワーキンググループOB会】伊藤 敬義先生、本田 端先生 2 無料
5月6日（日） 数字をならびかえ！「基数ソート」をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】岸 嘉丸先生 2 200

5月12日（土） 電気と磁石の不思議～モーター工作を作ってみよう！～ 【東大CAST】鈴木 広大先生 2 300
5月13日（日） ビーチコーミング ～海と陸のつなぎ目の探索～ 【わくわくキッズ】ムロ マサヒコ先生 2 200
5月17日（木）「樹木のサイエンス」おやこの学び舎～放課後サイエンスワークショップ～ 【NPO法人 はたらくらす】石渡 裕美先生、平石 遥香先生 1 1,200
5月19日（土） 立体万華鏡を作ろう！ 【東京理科大学チビラボ】田嶋 亮人先生 2 200
5月26日（土） 天然テレビ石をみがこう！ 【リカタンず】中川 律子先生（「理科の探検RikaTan」誌編集委員） 2 400
5月26日（土） プログラミングでロボットを動かそう！ 【学びの創造塾】奥山 勇太郎先生 2 100
5月27日（日） プログラミングでかわいい車を動かそう！ 【湘南工科大学先生水谷光×ninolab】 水谷 光先生 2 500
5月27日（日） アンモナイト化石のレプリカを作ろう！ 【NPO法人ガリレオ工房】小岩 嘉隆先生 2 500
6月2日（土） 富士山の科学 【かわさきアトム工房】田中 艸太朗先生 2 200
6月3日（日） ヨウ素デンプン反応で酵素パワーのふしぎにせまる！ 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 200
6月9日（土） 水中のマジック―浮沈子を作ろう 【おもしろ科学たんけん工房】福田 芳正先生 1 200

6月10日（日） 回る速さが変わる！?「くるくるイカ」をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】阿部倉 優人先生 2 100
6月21日（木）「海辺のサイエンス」～海のジェルキャンドルをつくろう！～ 【NPO法人 はたらくらす】石渡 裕美先生、平石 遥香先生 1 500
6月23日（土） 化石と話そう 【学びの創造塾】奥山 勇太郎先生 2 100

6月23日（土） コマ博士と色が変わるカラフルコマを作ろう！ 【リカタンず】山崎 詩郎先生（東京工業大学理学院物理
学系助教） 2 100

6月24日（日） び生物と人はいっしょに生きている 【NPO法人ガリレオ工房】吉田 のリまき先生、宇津木 
聡史先生、早野 富美先生 2 300

6月30日（土） 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～

【NPO法人企業教育研究会】和田 翔太先生、関谷 紳
吾先生【（株）東芝】福嶋 香子先生、中村 忠行先生 2 無料

6月30日（土） ビーチの砂の不思議～ビーチの砂つぶはどこからきたの?～ 【わくわくキッズ】ムロ マサヒコ先生 2 100
7月1日（日） 雷実験 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 200
7月7日（土） 煮干しの解剖と味わい教室～煮干しを通して知る食と命と自然環境 【学びの創造塾】学習院女子大学 品川 明先生 2 200
7月7日（土） 自然の中にかくれている数を知ろう 【かわさきアトム工房】丹羽 恵美先生 2 200
7月8日（日） 鏡で作った光の迷路！立体万華鏡をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】大出 雄大先生 2 400

7月14日（土） 空気と水の“おす”チカラ 【東大CAST】藤田 尚輝先生 2 300
7月16日（月） カラーアナライザー ～光と色の謎にせまる～ 【わくわくキッズ】あべ まり先生 1 300

7月19日（木）【親子参加】『香』（かおり）のサイエンス
【NPO法人 はたらくらす】 保護者向け 竹内 尚美先生（AEAJ
認定アロマテラピーインストラクター）、子ども向け 平石 遥香
先生

1 600

7月21日（土） ジャイロの科学～手作りハンドスピナーを作ろう～ 【東京理科大学チビラボ】新谷 渓太先生 2 400
7月22日（日） 光に音楽を乗せて送ろう/受け取ろう、光通信 【NPO法人ガリレオ工房】大原 ひろみ先生 2 200

7月22日（日）、29日（日）「宝ものDEれっしゃ」～宝物をつなげよう～ 【わくわくキッズ】22日あべ まり先生、29日ムロ マサヒコ先生 2 300
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開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）
7月24日（火）、

25日（水）
夏休み特別イベント『東芝鉄道物語～in かわさき』
AMピカピカシグナルを作ろう　低学年 伊藤 尚未先生（電子工作講師・現代美術作家） 各日1回 1,000

7月24日（火）、
25日（水）

夏休み特別イベント『東芝鉄道物語～in かわさき』
PMピカピカシグナルを作ろう　高学年 伊藤 尚未先生（電子工作講師・現代美術作家） 各日1回 1,200

7月26日（木） 石炭のふしぎと蒸気機関車のひみつ 【リカタンず】中川 律子先生 2 300
7月27日（金） 手作りで音を楽しもう-環境にやさしい夏休み親子向けイベント 【日本機械学会】 1 無料
7月28日（土） 京急の車掌さん、運転士さんのお仕事を知ろう！ 【京浜急行電鉄】元車掌、元運転士 2 無料
7月29日（日） 鉄道好き集まれ！（初級） 【完乗倶楽部】井上 智史先生 1 200
7月29日（日） 鉄道好き集まれ！（中級） 【完乗倶楽部】井上 智史先生 1 300

8月2日（木）、３日（金）【にのラボ】電車の車輪の秘密 【にのラボ】 岡 茉由理先生 各日2回 500
8月4日（土） アサリの解剖と味わい教室 【学びの創造塾】学習院女子大学 品川 明先生 2 200
8月4日（土） ハニカム構造-ハチの巣の秘密- 【かわさきアトム工房】村上 千登勢先生 2 200
8月5日（日） からくり工作教室 【一般社団法人日本ロボット学会】 1 無料
8月7日（火）【夏休みイベント<東芝鉄道物語～in かわさき>】電車の不思議 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 無料

8月11日（土） モーターで動くホバークラフトを作ろう！！～バランスよく作ってスイスイ走らせよう～ 【おもしろ科学たんけん工房】長谷川 秋治先生 1 1,000
8月11日（土）、12日（日） 蒸気の力にせまる！「ポンポン船」をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】鴨川 径先生、嘉納 悠生先生 各日2回 100

8月18日（土） LED信号機をつくろう 【東芝創造クラブ】内藤 卓哉先生 2 600
8月21日（火） モーターを回そう 【自然科学に親しむ会】実験指導:石井 勝三郎先生、工作指導:曽谷 徹郎先生 2 200

8月23日（木）、24日（金） 太陽電池で動くバッタ型ロボットをつくろう！ ミュージアムショップコラボ、当館スタッフ 各日2回 1,100
8月25日（土） まゆたまころころ 【学びの創造塾】奥山 勇太郎先生 2 200
8月25日（土） ま～るいたまごの不思議な世界 【リカタンず】中川 律子先生 2 200
8月26日（日） ガリレオ工房 滝川 洋二先生による大実験教室！「ゾウの世界とアリの世界」【NPO法人ガリレオ工房】滝川 洋二先生 2 400
8月26日（日） 水玉サイエンス～はっ水のひみつ～ 【わくわくキッズ】あべ まり先生 2 300
9月1日（土） 3Dびっくり・のぞき箱をつくろう！ 【かわさきアトム工房】梅村 節子先生 2 200
9月2日（日） 野菜の浮き沈みとリサイクル7 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 200
9月8日（土） いろんな色を作ってみよう！ 目で見る色の科学 【東大CAST】海野 良介先生 2 300
9月9日（日） 風に向かって進む車！?「ウインドカー」をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】赤塚 啓紀先生 2 200
9月9日（日） ストームグラスを作ろう！～大昔の天気予報道具～ 【にのラボ】 岡 茉由理先生 2 800

9月15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 3 無料
9月15日（土） 風の科学～風ゴマとロケット風船を作ろう～ 【東京理科大学チビラボ】辻原 佑一朗先生 2 200
9月16日（日） 立体スゴロク「ワクはや2」をつくろう！ 東京工業大学附属科学技術高等学校・科学部 2 無料
9月17日（月） 作ってみよう！星空ランタン！！ 【科学コミュニケーター】本田 隆行先生 2 200
9月17日（月） 君も未来の建築家！理想の家をデザインしよう！ 【わくわくキッズ】おかだ ひさし先生 2 200
9月20日（木）【親子参加】『色のサイエンス』～心で感じたまま表現しよう！～ 【NPO法人 はたらくらす】 ShoshiA（しょしあ）さかえ先生 1 600
9月22日（土）「キラキラ！ 素数の糸かけマンダラ」 【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） 2 700

9月22日（土）、23日（日）、
10月6日（土）、7日（日）

未来の太陽電池を研究しよう～色素増感太陽電池
で電子メロディー工作～

【東京理科大学 川村研究室】学生（指導教員:東京理科
大学 川村 康文先生） 各日2回 400

9月23日（日） 音の模様アートをつくろう！ 【NPO法人ガリレオ工房】すずき まどか先生 2 400
9月24日（月） 秘密のレシピ-あの飲み物を自分で作る?！ 【わくわくキッズ】松浦 麻子先生 2 300
9月29日（土） プチロボで競走しよう川崎大会in東芝未来科学館 【神奈川県立青少年センター 科学部】 1 1,240
9月30日（日）【たんとたんと2018】植物図鑑豆本ブローチをつくろう 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】稲山 ますみ先生 2 1,500
9月30日（日）【たんとたんと2018】おシャーレな図鑑をつくろう 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】 2 300
10月6日（土）、

７日（日）、21日（日）
【光であそぼう！かわさきハロウィン】ハロウィンの
ソーラーランタンをつくろう！ ミュージアムショップコラボ、当館スタッフ 各日2回 1,800

10月6日（土）「衝突（しょうとつ）をさぐる」-実験や観察でそのげん
りを探り、アメリカンクラッカーをつくろう- 【かわさきアトム工房】千原 博子先生 2 500

10月7日（日） ★ハロウィン★ふーふー発電でエコ実験 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 600
10月8日（月） 消える?きえない??マジックボトルを作ろう～光の反射と屈折～ 【わくわくキッズ】あべ まり先生 2 300

10月13日（土） スマホでコントロール！?乾電池型 IoT「MaBeee」で
ミニ四駆レースに挑戦しよう！～はじめてのIoT体験～ 【ココペリプラス】寺田 浩之先生 1 4,500

10月13日（土） 錯覚（さっかく）って なんだろう 【おもしろ科学たんけん工房】金沢 賢先生 1 100
10月14日（日） からくりメリーゴーランド～めざせからくり職人！～ 【東工大ScienceTechno】成瀬 寛太先生 2 200
10月18日（木）【親子参加】身体のサイエンス 【NPO法人 はたらくらす】 朝倉 久美子先生 1 1,000
10月20日（土） 模型用モーターをつかって、前進・後退する虫型ロボットを作ろう 【東芝創造クラブ】上田 隆先生 2 600
10月20日（土） AMスピーカーラジオを作ってラジオ放送を聞いてみよう！ 【東芝アマチュア無線クラブ】西川 哲人先生、伊藤 春彦先生 2 500
10月20日（土） 光るスライムをつくろう 【山梨県立科学館】上野 元嗣先生（うえちゃん） 3 100



20 教育普及活動

開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）
2018 10月27日（土）、28日（日） UVレジンで星のアクセサリーを作ろう 【東京国際科学フェスティバル】中川 律子先生、藤田 あずさ先生 各日5回 200

10月27日（土） 感覚を科学する～食べかた・飲みかた・感覚の使いかた 【学びの創造塾】学習院女子大学 品川 明先生 2 200
10月28日（日） ハロウィン風ランプシェード工作 【NPO法人ガリレオ工房】徳永 義明先生 2 400
11月3日（土） 音の高さと周波数 【かわさきアトム工房】山口 裕子先生 2 200
11月4日（日） 手回し発電 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 500

11月10日（土） やわらかいレンズを作れるか? 【東大CAST】藤田 尚輝先生 2 300
11月11日（日） ういたり、しずんだり！?「ちからクラゲ」をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】渡邉 悠介先生 2 200
11月11日（日） 電子工作で光るプレートを作ろう！ 【にのラボ】 岡 茉由理先生 2 800
11月15日（木） 親子で学びが共有できる 科学講座（浮く?それとも沈む?）【NPO法人 はたらくらす】 石渡 裕美先生 1 600
11月17日（土） アルソミトラの種を作ろう 【東京理科大学チビラボ】中山 威弥先生 2 100
11月23日（金） ひみつのマジックナンバー 【わくわくキッズ】あべ まり先生 2 200
11月24日（土） 電気を作って遊ぼう 【リカタンず】横須賀 篤先生 2 500
11月25日（日） ころがる?～ものはどんな時にころがるのか～ 【NPO法人ガリレオ工房】安西 巻子先生 2 200
12月1日（土） 未来のバスと太陽電池を体験しよう 協力：川崎鶴見臨港バス（株） 2 500
12月1日（土） かがみのパズル 【かわさきアトム工房】長沼 葉子先生 2 300
12月2日（日） 圧電発電 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 500
12月8日（土） ペーパークロマトグラフィーで水性ペンにかくされた色を探そう！！ 【おもしろ科学たんけん工房】原田 努先生 1 200
12月9日（日） パズルを解く方法って説明できる?「サイテク式知恵の輪」をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】妹尾 豪士先生 2 200
12月9日（日） 第3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！ 当館スタッフ 1 1,800

12月15日（土） クリスマスにピッタリ！光と音を楽しめる電子工作をしよう 【東芝創造クラブ】内藤 卓哉先生 2 800
12月15日（土） クリスマスソングを聴こう！電子オルゴールの工作 【東芝アマチュア無線クラブ】 増田 浩先生、大久保 祐志先生 2 500

12月20日（木） 植物のもつパワーを学ぶ 大人向け講師「AEAJ認定アロマテラピーインストラク
ター」竹内 尚美先生/子ども向け講師「管理栄養士」 1 800

12月22日（土） 素数の糸かけマンダラ 数と色と音の不思議な世界 【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） 2 800
12月23日（日） スライムでクリスマス 【NPO法人ガリレオ工房】古野 博先生 2 200
12月24日（月） 音と光の電子オルゴールに自分だけのクリスマスのデコレーションをしよう 【東芝アマチュア無線クラブ】 4 200
12月24日（月） ヘッドホンを作ろう！ 【にのラボ】 岡 茉由理先生 3 800

2019 1月5日（土）、６日（日） トコトコあるくロボシシをつくろう！ ミュージアムショップコラボ、当館スタッフ 各日2回 1,600
1月5日（土） いのしし年の初工作「なきごえコップ」をつくろう！ 【かわさきアトム工房】陶山 優子先生 3 100
1月6日（日） ストロー笛を作ろう 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 200

1月12日（土） 作って実感！電子回路 【東大CAST】海野 良介先生 2 500
1月13日（日） キラキラ虹色（にじいろ）スコープを作って楽しもう！ 【東工大ScienceTechno】清水 篤先生 2 200
1月14日（月） 浮く?沈む?！秘密の液体に浮かぶ船ボトルを作ろう！ 【わくわくキッズ】松浦 麻子先生 2 500
1月14日（月） はじめての3DCAD講座:ネームプレートをつくろう！ 【にのラボ】 二宮 拓紀先生 3 800
1月19日（土） 偏光板万華鏡を作ろう！ 【東京理科大学チビラボ】新谷 渓太先生 2 200
1月26日（土） おシャーレ宝の石図鑑 【リカタンず】中川 律子先生 2 500
1月27日（日） 水のかたち・空気のかたち 【NPO法人ガリレオ工房】まこまこ先生 2 500
1月27日（日） ガラス玉で顕微鏡を作ろう 【学びの創造塾】奥山 勇太郎先生 3 200
1月31日（木） ペンギンのサイエンス 【NPO法人 はたらくらす】石渡 裕美先生 1 600
2月2日（土） 電気と磁石 「クリップモーターを作ろう！」 【かわさきアトム工房】小川 絵里先生 2 300
2月3日（日） リニアモーターカーを作ろう 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 400
2月9日（土） 転がれ！進め！ジェットコースター 【おもしろ科学たんけん工房】石橋 義夫先生 1 200

2月10日（日） 昔のカメラ「カメラオブスキュラ」を作って、カメラについて学ぼう！ 【東工大ScienceTechno】吉田 悠真先生 2 200
2月11日（月） かぜに負けるな！ビタミンCテスト 【わくわくキッズ】あべ まり先生 2 200
2月11日（月） 七宝やきでガラスの性質をかんがえよう！ 【にのラボ】 岡 茉由理先生 3 800
2月16日（土） 水滴顕微鏡で小さな世界を見てみよう！ 【東芝創造クラブ】大谷 明寛先生 2 200
2月16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】神田 幸人先生、本間 清光先生 2 500
2月21日（木） 生活のサイエンス～家庭でできるお金の教育～ [ライフプランナー2級ファイナンシャル・プランニング技能士]本内 豊先生 1 500
2月23日（土） 光のジュース@LEDで、光と色のふしぎ探検！ 【リカタンず】久保 利加子先生（おもしろ！ふしぎ?実験隊） 2 800

2月23日（土） 電気をあやつるふしぎな素材！?～半導体の発見・
利用から学ぶエネルギーの使い方～

【NPO法人企業教育研究会】関谷 紳吾先生、【東芝デ
バイス&ストレージ（株）】高橋 康夫先生 2 300

2月24日（日） なぜなに不思議な光のみちのり～手作りピンホー
ルカメラをつくってみよう！～ 【NPO法人ガリレオ工房】新谷 渓太先生 2 300

3月2日（土） じしゃくの不思議 【かわさきアトム工房】沼里 和幸先生 2 500
3月3日（日）「イーター」ってなに?核融合最前線地上に作るミニ太陽 【国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構】 2 無料



21イベント開催実績

開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）
2019 3月9日（土） おさんぽ飛行機 【学びの創造塾】奥山 勇太郎先生 3 100

3月9日（土） 目で見て触って！酸化還元の不思議 【東大CAST】鈴木 広大先生 2 300
3月10日（日） 太陽電池で動くメカホッパーをつくろう！ 当館スタッフ 2 1,100
3月10日（日） ビーズをつかわない万華鏡！?偏光万華鏡をつくろう！ 【東工大ScienceTechno】鴨川 径先生 2 200

3月14日（木）【親子参加】鳥のはねのふしぎ 高橋 真理先生（神奈川県野生動物リハビリテーター1期
生） 1 600

3月16日（土）「ゲーム」や「パズル」で算数を楽しもう 【東京理科大学チビラボ】吉田 真也先生 2 100
3月21日（木） あつまれ！算数ゲーム 【わくわくキッズ】あべ まり先生 2 300
3月21日（木） かわむらのコマ 【東京理科大学 川村研究室】川村 康文先生 2 500

3月23日（土）、24日（日） 久重からくり講演と文字書き人形実演ロボット教育
セミナー（からくり工作）

協力:NPO法人 久留米からくり振興会 久留米市教育委員会
一般社団法人 日本ロボット学会 各日2回 500

3月29日（金） ビーズで正多面体ストラップをつくろう！ 【リカタンず】関野 展寿先生 2 500

3月30日（土） きらきら宝石鉱物標本とアンモナイトレプリカをつ
くろう！～火山の仕組み～ 【にのラボ】 岡 茉由理先生 3 800

3月30日（土） 鏡の中のサッカーボールと万華鏡 【リカタンず】関野 展寿先生 2 800
3月31日（日） ラビリンスボックス（立方体の空間充填万華鏡） 【リカタンず】関野 展寿先生 2 800

■サイエンスクラブ
開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）

2018 4月14日（土） びっくりリング 【おもしろ科学たんけん工房】三田 重雄先生 1 無料
4月14日（土）「なのはな」って何の花?--野菜の花をしらべてみよう-- 【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 3 100
5月12日（土）「海」ってどんなところ?～海藻をしらべてみよう！～ 【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】中川 僚子先生 3 100
6月9日（土） 丈夫でよく回るクリアホルダーの風車（かざぐるま）を作ろう 【おもしろ科学たんけん工房】石橋 義夫先生 1 無料
6月9日（土） ちゃちゃっとひとやすみ―茶（チャ）の図鑑をつくろう― 【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 3 100

7月14日（土） 紙・かみ大集合―紙についてしらべよう！― 【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 3 100
8月11日（土） 息で動く不思議なころころをつくろう！ 【おもしろ科学たんけん工房】島田 祥生先生 1 無料
9月8日（土） 色はいろいろ！光はぴかぴかり?―「光のたまご」をつくろう！― 【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 3 100

9月29日（土）、30日（日） 色はいろいろ！光はぴかぴかり?―「光のたまごミニ」をつくろう！― 当館スタッフ 各日1回 無料
10月13日（土） 牛乳パックで、はねるおもちゃをつくろ！！ 【おもしろ科学たんけん工房】伊原 誠先生 各日1回 無料
10月13日（土） ピカピカひかり！なに みえる?―ひかりについて しらべよう！！― 【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 3 100
10月25日（木） 画用紙とストローで翼がはばたく「とんでるカラス」を作ろう 【おもしろ科学たんけん工房】 島田 祥生先生 1 100

10月27日（土）、28日（日） ハロウィン仮装用マスクを作ろう！ 【リカタンず】中川 律子先生 各日1回 無料
12月8日（土） くるくる回る折り紙「カライドサイクル」を作ろう 【おもしろ科学たんけん工房】山本 定先生 1 無料
12月8日（土） ♪りんご・リンゴ♪―「リンゴのふしぎ」をしらべよう― 【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 3 100

2019 1月12日（土） みかんでマジック！?―「みかんのひみつ」をしらべよう― 【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 3 100
2月9日（土） 毛糸を二人でねじって「ねじねじウール」を作ろう 【おもしろ科学たんけん工房】養田 恵津子先生 1 無料
2月9日（土） やさいはいきている―やさいのきれはしを、そだててみると?― 【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 3 100

2月28日（木） ～不思議なふきゴマを作ろう！～ 【おもしろ科学たんけん工房】 山本 定先生 1 無料
3月23日（土）、24日（日）、

26日（火）～31日（日）
春休みは 正多面体であそぼう！！～4月始まり正
12面体カレンダープレゼント～ 当館スタッフ 各日1回 無料

3月26日（火） 二つの顔を持つ「マジックサイコロ」を作ろう 【おもしろ科学たんけん工房】松田 勇三先生 1 無料
3月27日（水） GO！GO！5周年 5角形であそぼう～ラッキースターをつくろう～ 【リカタンず】中川 律子先生 1 無料

開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）
2018 4月1日（日）【予約不要！参加無料！】COOL CHOICEかわさきコーナー 川崎市環境局地球環境推進室 1 無料

4月28日（土）～30日（月）、
5月2日（水）～6日（日） 【2018GW特別イベント】作ろう！ゼンマイロボ 協力：株式会社ピコトン 1 200

4月28日（土）～30日（月）、
5月2日（水）～6日（日） 【2018GW特別イベント】うごけ！デキタテロボ 協力：株式会社ピコトン 各日6回 無料

5月3日（木）、4日（金） 機械式計算機を体験してみよう！ 協力：東京理科大学近代科学資料館 1 無料

6月16日（土）、17日（日） 『サイエンスフェア～科学へのトビラ～』 東京理科
大生による科学体験イベント

みらい研究室（東京理科大学サイエンスフェア学生企
画） 1 無料

6月16日（土）、17日（日） 【キッズクラブ×東芝未来科学館】コラボイベント！ 協力：NPO法人　CANVAS 1 無料
6月27日（水）、7月4日（水）、

11日（水）、18日（水）、
8月9日（木）、10日（金）

第5回 全国児童館科学館美術館KAPLA大会 1 無料

■エンタテイメントサイエンス
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開催日 イベント名 講師名 回数 料金（円）
2018 7月21日（土）～８月15日（水） イチバン！スタンプラリー 協力：（株）スタディマーケット 1 無料

7月21日（土）～８月15日（水） 体験！ぬり絵deいちすけ号（ゴー）電車 1 無料
7月27日（金） かわさきエコ暮らし未来館への無料シャトルバス運行 1 無料

8月11日（土）～15日（水） 【ビル3Fエントランス開催】鉄道体験！―お盆スペシャル！― 協力：鉄道模型サークル関急車両他 1 無料
8月12日（日） 京急電鉄マスコットキャラクター「けいきゅん®」が科学館にやってくる！ 協力：京浜急行電鉄株式会社 3 無料

8月14日（火）～17日（金） 体験！市電シミュレーター体験 協力：横浜市電保存館 1 無料
8月18日（土）、19日（日） 【身近なふしぎ探検隊】未来を見据えた原子力オープンスクール2018 【一般社団法人原子力学会 関東・甲越支部】 1 無料

8月26日（日） そら博 in 東芝未来科学館 株式会社ウェザーニューズ 1 無料
9月1日（土）～17日（月） 【小惑星リュウグウ】「はやぶさ君の冒険日誌」パネル展示 協力：全国科学館連携協議会 1 無料
9月1日（土）～17日（月） 【小惑星リュウグウ】想像コンテスト作品展示&表彰式 協力：（株）スタディマーケット 1 無料
9月22日（土）～24日（月） 光のふしぎ体験屋台大集合！～光で楽しむ空と宇宙～ 協力：（株）スタディマーケット 1 300
9月29日（土）、30日（日） 【子どもと楽しむ科学の本の文化祭】「たんとたんと2018」【科学の本の読み聞かせの会「ほんとほんと」】 1 無料
10月14日（日） ハロウィンにもぴったり！本物のウニの殻で作る！「ウニランプ作り」【ココぺりプラス】寺田 浩之先生 （KOKOPELLI+代表） 3 1,500
11月4日（日） 科学実験ひろば ～すごいぞ！表面・真空・光～ 日本表面真空学会 1 無料

12月22日（土）、23日（日） プロの演奏家と一緒に奏でよう！楽しい音でクリス
マスを彩る『エッグマラカス』作り 協力：株式会社ピコトン 1 300

12月26日（水）、27日（木） どんぐりの笛を作って鳴らしてみよう！ 【森と人のネットワーク】 3 無料
12月27日（木） くるくるリングをつくろう！ 【おもしろ科学たんけん工房】 1 無料

2019 3月23日（土）、24日（日） 【公開展示】久重作のからくり人形展 協力：久留米市教育委員会 2 無料
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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214の ク ラ ブ が 設 置 さ れ、約
9,000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、活動を支えています。

　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 「未来コース」「工夫コース」のご案内
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14:00～16:00を中心に行います。
 ただし、変則的に月2回活動、活動日が第1や第2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10:30～12:30を中心に行います。
 ただし、変則的に月2回活動、活動日が第1や第2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
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回 開催日 時間 テーマ 活動内容 講師・協力企業

第1回 4月15日
（第3日曜）

14:00-
15:30

合同開講式
東芝未来科学館を見学しよう

会員証を贈呈する開講式の後、クラブ員は東芝未来科学館を見学し
ます。保護者向けに年間スケジュールの説明、質疑応答を行います。

第2回 5月20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しよう。 東芝未来科学館スタッフ

第3回 6月3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・きりなど基礎的な木工
工作を体験しながら、貯金箱を制作しよう。 東芝未来科学館スタッフ

第4回 6月24日
（第4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

館内の展示にもある茶運びのからくり人形を分解し、再び組み立
て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
る仕組みを学んで、動力と制御の仕組みを知ろう。

からくり人形師
前多慎太郎氏

第5回 7月1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）について学びます。後半は電気で動く工作を行います。

東芝機械（株）
東芝産業機器システム（株）

第6回 7月15日
（第3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・実験をしよう。 東芝燃料電池システム（株）

第7回 8月1日
（第1水曜）

9:20-
17:40 【館外活動】夏休み見学バスツアー

【館外活動】科学館よりバスで見学に行きます。
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
所にてエレベーターやエスカレーター、電気自動車の製造工場な
ど普段見ることのできない裏側や先端技術を見学しよう。

JAXA調布航空宇宙センター
東芝府中事業所

第8回 9月16日
（第3日曜）

14:00-
16:30 分解ワークショップ-PC編-

PCを分解して、部品の動きや構造について調べてみよう。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
についても学びます。

東芝CSR推進室
分解博士（東芝従業員ボランティ
ア）

第9回 10月21日
（第3日曜）

14:00-
16:00 あかりの未来へ~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、LED

イルミネーション工作をしよう。館内に展示をします。 東芝ライテック（株）

第10回 11月18日
（第3日曜）

14:00-
16:00 便利な創作グッズを作ろう-1

自分にとって、家族にとって、周りの人にとって便利になるような
オリジナル作品を作ります。
設計：工作アイデアノートに作りたい作品のイラストを描き、必要
な材料を考えて記入しよう。

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16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、身近な材料で仮作成を行いアイ

デアノートの材料で完成できることを確認しよう。
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26日
（第4土曜）

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

加しよう。
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17日
（第3日曜）

14:00-
16:00 便利な創作グッズを作ろう-4 制作：作品の仕上げを行いましょう。

（完成後館内に展示・審査します）
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17日
（第3日曜）

14:00-
15:00

創作グッズ表彰式
合同閉講式

・未来コース（１年目）創作グッズ作品の表彰式
・工夫コース（２年目）ロボット競技会の表彰式
・工夫コース（２年目）くふう展表彰式
・２コース合同閉講式

■2018年度　未来コース（1年目）

■2018年度　工夫コース（2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15日
（第3日曜）

14:00-
15:30

合同開講式
東芝未来科学館を見学しよう

会員証を贈呈する開講式の後、クラブ員は東芝未来科学館を見学
します。保護者向けに年間スケジュールの説明、質疑応答を行いま
す。

第2回 5月20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17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
にアイデアを生み出す発想法についてお話していただきます。ア
イデアが光る電子工作にもチャレンジしよう。

現代美術作家　伊藤尚未氏

第3回 6月3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-

前編で工作したパーツを使って作品を作ろう。限られた時間内に
オリジナル作品を完成させることに挑戦しよう。 現代美術作家　伊藤尚未氏

第4回 6月24日
（第4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ろう。

設計：工作アイデアノートにイラストを描き、必要な材料を記入しよう。
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5回 7月1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、身近な材料で仮作成を行いアイ

デアノートの材料で完成できることを確認しよう。
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6回 7月15日
（第3日曜）

10:30-
12:30 発明くふう展にチャレンジ-3 制作：揃えた材料で作成に取り掛かり、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しよう。
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7回 8月19日
（第3日曜）

10:30-
12:30 発明くふう展にチャレンジ-4 制作：揃えた材料で作成に取り掛かり、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しよう。
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8回 9月16日
（第3日曜）

10:30-
12:30 発明くふう展にチャレンジ-5 制作：作品の仕上げを行いましょう。

※作品は通っている学校の都道府県ごとに発明協会に申請します。
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21日
（第3日曜）

10:30-
12:30 分解ワークショップ-PC編-

PCを分解して、部品の動きや構造について調べてみよう。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
についても学びます。

東芝CSR推進室
分解博士（東芝従業員ボランティ
ア）

第10回 11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①

ギヤーボックスの組み立てと移動機構・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。

ロボット制作協力：CLUB　WAD
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16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

ギヤーボックスの組み立てと移動機構・作業機構の組み立て。
［後半］本体完成を目指そう。

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26日
（第4土曜）

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

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しましょう。

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17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

班対抗、個人対抗の競技で取り組みの工夫や成果を発表しましょ
う。

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17日
（第3日曜）

14:00-
15:00

創作グッズ表彰式
合同閉講式

・未来コース（１年目）創作グッズ作品の表彰式
・工夫コース（２年目）ロボット競技会の表彰式
・工夫コース（２年目）くふう展表彰式
・２コース合同閉講式
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■活動報告
第62回東京都児童生徒発明くふう展　［工夫コース(２年目)］

【入選】 「忘れまセンサー」 吉崎 僚馬（小５）

第77回神奈川県青少年創意くふう展覧会　［工夫コース(２年目)］

【優良賞】 「テーブルお掃除「台ふきん」」 佐藤 壮（小５）

【優良賞】 「バック駐車誘導灯」 戸室 敬翔（小５）

第8回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト（作品制作）

【会長賞】 「ピカットブロックパズル」 尾崎 煌大（小６）

【館長賞】 「えんぴつけずりき」 佐藤 春彦（小４）

【サポーター賞】 「お金を分ける貯金箱」 和田 宙大（小４）

【科学館賞】 「おたすけステッキ」 安部 沙菜（小４）

【科学館賞】 「らくにキレール」 鈴木 佑侑（小４）

※第10～13回の活動で制作した作品を館内で展示し、表彰を実施した。

▲神奈川県発明協会表彰式

▲東京都発明協会表彰式

敬称略

▲佐藤 壮（小５）
「テーブルお掃除「台ふきん」」

▲佐藤 春彦（小４）
「えんぴつけずりき」

▲吉崎 僚馬（小５）
「忘れまセンサー」

▲尾崎 煌大（小６）
「ピカットブロックパズル」

▲戸室 敬翔（小５）
「バック駐車誘導灯」
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館外活動　(近隣連携)

　6月9日、川崎市民プラザにて、出張サイエンス
ショーを実施しました。紫キャベツを使って酸性・中
性・アルカリ性を調べる実験と、化学反応によって色が
消える実験を川崎市民プラザバージョンにアレンジし、
約250名のご家族に楽しんでいただきました。

教員研修

　６月と9月に東京都教職員研修センター専門性向上
研修として、小・中学校の理科の教員向けにサイエンス
ショーの見せ方について研修を実施しました。同じ実
験でも見せ方・説明の順番によって与えるインパクト
が異なることを体験していただきながらご紹介したと
ころ、研修後には実験道具の購入先や実験方法に興味
を持たれる方が多く、「早速生徒たちの前でやってみた
い」という感想をいただきました。

サイエンスショー

活動概要

　サイエンスコミュニケーションの一環として、実験
を通して、わかりやすく、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。毎月2つの
テーマを設け、1日3回開催しています。祝日には『ス
ペシャルサイエンスショー』と題し、月のテーマとは異
なる演目を実施しています。また、8月からは他館のサ
イエンスショー担当者や大学のサイエンスサークルな
どによる「スペシャルサイエンスショー」を開催し、ご
家族づれなど、たくさんの方々にご覧いただき、好評を
博しました。

新しい演目

　11月に空気抵抗の実験を加えた「ロケットのサイエ
ンスショー」を開催しました。大きな風船を使ってロ
ケットが飛ぶ仕組みを紹介すると、驚喜の声が上がり
ま し た。ま た、2019年3月 に は「 音 の サ イ エ ン ス
ショー」を開催しました。音でロウソクの火を消す実験
では、音量に合わせて炎が傾き、火が消えた時には大人
からも驚きの声が上がりました。

内容の更新

　身近なもので電池を作りながら仕組みを紹介する
「電池のサイエンスショー」の内容をリニューアルしま
した。準備時間がかかっていた実験の道具を見直し、時
間短縮に努め、また、電池の歴史に触れる実験を追加し
たことで「夏休みの自由研究にしたい」というお客さま
の声を多くいただきました。

（名古屋市科学館） （日立シビックセンター科学館）

参加者数
■2018年度上期  総合計

■2018年度下期 総合計

開催月
4月
5月
6月
7月
8月
9月

合計

※人数カウントできなかった日があり、実際の人数より少ない数字である。

子ども
2,002
1,780
1,590
2,878
5,197
1,867

15,314

2,172
2,223
1,913
3,261
5,308
2,313

17,190

4,174
4,003
3,503
6,139

10,505
4,180

32,504

大人 合計
（単位：人）（日数：１52）

（単位：人）（日数：１４8）

■総合計

開催月
10月
11月
12月
1月
2月
3月

合計

子ども
1,542
1,402
1,531
1,326
1,856
2,934

10,591

1,973
1,793
1,842
1,625
2,130
3,113

12,476

3,515
3,195
3,373
2,951
3,986
6,047

23,067

大人 合計

2018年度 子ども
25,905合計 29,666 55,571

大人 総合計

サイエンスショーの様子
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ひんやり！冷たい！超低温のサイエンスショー
【内容】
－196℃の液体窒素の中に花やボール、風船を入れる
実験や物質の状態変化（気体・液体・固体）を紹介。
実施回数：4回 見学者数：321人

電池のサイエンスショー
【内容】
電池の仕組みを知り、グレープフルーツやアルミホイ
ルなど身近な物で電池を作る実験を紹介。
実施回数：10回 見学者数：978人

見えない空気のすごい力！
【内容】
空気砲や約６キログラムのボウリングのボールを上げ
る大気圧の実験などを通して空気の力を紹介。
実施回数：191回 見学者数：11,171人

光のサイエンスショー
【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：155回 見学者数：8,386人

おうちでサイエンス
【内容】
ムラサキキャベツに含まれるアントシアニンを使い、
身のまわりの酸性・中性・アルカリ性を調べる実験。
実施回数：7回 見学者数：856人

明かりのサイエンスショー
【内容】
アーク灯や白熱電球の仕組みがわかる実験。さらに
LEDの光を通して明かりの歴史を紹介。
実施回数：147回 見学者数：7,316人

静電気 見て・さわって・体験ショー！
【内容】
風船や毛皮、塩ビパイプを使った静電気の実験や、静電
気発生装置を用いた放電現象（雷）を紹介。
実施回数：98回 見学者数：4,168人

ひえひえ大実験
【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：87回 見学者数：7,101人

磁石のサイエンスショー
【内容】
磁石の歴史や世界最強のネオジム磁石の強さを調べる
実験、磁石にくっつく意外な物を調べる実験を紹介。
実施回数：38回 見学者数：1,555人

１００円ショップでサイエンス
【内容】
100円ショップで売られている物だけを使った実験。
メビウスの輪やコップの水がこぼれない実験など紹介。
実施回数：10回 見学者数：999人

ロケットと気球のサイエンスショー
【内容】
ロケットと熱気球の仕組みを、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：94回 見学者数：4,352人

つぶつぶ大実験
【内容】
吸水性ポリマーや尿素など「つぶつぶ」している物を使
い、身近に利用されている化学反応などを紹介。
実施回数：7回 見学者数：740人

CO2大実験
【内容】
CO2（二酸化炭素）の性質を調べると同時に、実験を通
して、海洋酸性化を紹介。
実施回数：61回 見学者数：3,111人

サイエンスショー 主な実施タイトル

ロケットのサイエンスショー
【内容】
空気抵抗やロケットが飛ぶ仕組みを、巨大風船や入
浴剤を使ってフィルムケースを飛ばしながら紹介。
実施回数：3回 見学者数：273人

音のサイエンスショー
【内容】
音の正体は振動（ふるえ）であることをグラスハープ
や音叉、ロウソクの火を消す実験を通して紹介。
実施回数：3回 見学者数：397人
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他館・外部団体による
スペシャルサイエンスショー
活動概要

　リニューアル開館5周年を迎えるにあたり、リピー
ターを増やすことを目的に、他館・外部団体に当館での
サイエンスショーの実演を依頼しました。これにより、
通常とは異なる雰囲気のサイエンスショーをお客さま
に提供しています。実施は、1ヶ月に1回以上、1日3回
のサイエンスショーを開催、かつ実施日は基本週末と
しています。
　また、他館・外部団体のサイエンスショーに関わるこ
とで、新しい実験のアイデアや見せ方の研究及び当館
のサイエンスショー担当の向上心を高めることにつな
がりました。今後もご協力いただいた他館・外部団体と
の交流を大事にし、情報共有を図ってまいります。

2018年度実施団体

・ 東京大学サイエンスコミュニケーションサークル
（東大CAST）

…東京大学の学生によるサイエンスサークル。
　当館で開催されるイベントの講師としても活躍中。
・わくわくキッズ
… 学校教員、学芸員資格保持者が所属する社会人サーク

ル。当館で開催されるイベント講師としても活躍中。
・名古屋市科学館
… 愛知県名古屋市。1962年開館。世界最大のプラネタ

リウムがあり、年間130万人以上が来館。
・日立シビックセンター科学館
… 茨城県日立市。1990年開館。毎年、全国の科学館の

サイエンスショー担当者向け研修会を実施。

2018年度　実施タイトル

開催日 団体 タイトル 実演内容
参加者数（人）

子ども 大人 合計

2018 8月14日（火） 東大CAST 空気のサイエンスショー 空気について、ボールや水が入っているペットボトルな
どをブロワーで浮かせる実験や、巨大空気砲を披露。 286 299 585

8月15日（水） 東大CAST 音のサイエンスショー
周波数の高いモスキート音を使って「聞こえる・聞こえ
ない」の実験や、バネを使って「音は波である」ことを紹
介。

271 279 550

9月22日（土） 東大CAST 「回る」科学
「回る」をテーマに、車輪を使ったジャイロ効果の実験
やお盆の上に乗せたコップの中の水がこぼれない遠心
力の実験を披露。

97 135 232

10月14日（日） わくわくキッズ
あるのに見えない？！消
える・わくわくサイエン
スショー

光の反射と屈折について、消臭ビーズを水の中に入れ
ると見えなくなる実験や、レーザーポインターを用い
て光の進み方を調べる。

172 179 351

11月17日（土） 東大CAST 空気のサイエンスショー 空気について、ボールや水が入っているペットボトルな
どをブロワーで浮かせる実験や、巨大空気砲を披露。 102 125 227

12月16日（日） わくわくキッズ
あるのに見えない？！消
える・わくわくサイエン
スショー

光の反射と屈折について、消臭ビーズを水の中に入れ
ると見えなくなる実験や、レーザーポインターを用い
て光の進み方を調べる。

132 146 278

2019 1月6日（日） 東大CAST 脳とココロのフシギ
錯視（目の錯覚）による見え方の違いや印象の違いを体
験。また、自分で選んだ答えのようで実際は誘導され
ている心理学についても紹介。

134 171 305

1月13日（日） わくわくキッズ
あるのに見えない？！消
える・わくわくサイエン
スショー

光の反射と屈折について、消臭ビーズを水の中に入れ
ると見えなくなる実験や、レーザーポインターを用い
て光の進み方を調べる。

148 166 314

1月14日（月・祝） 名古屋市科学館 まわる　まわる　まわる
回転するものは安定すること、回転しているものの軸
の向きを変えようとすると思わぬ動きをしてしまう様子
を、皿回しや車輪の実験を通して紹介。

150 172 322

2月16日（土） 日立シビック
センター科学館 サイエンスショッピング

テレビショッピング風にブロワーを使った実験を披露。
物を浮かせたり、遠くに飛ばしたりしながら空気の力に
ついて紹介。

172 203 375

3月9日（土） わくわくキッズ
あるのに見えない？！消
える・わくわくサイエン
スショー

光の反射と屈折について、消臭ビーズを水の中に入れ
ると見えなくなる実験や、レーザーポインターを用い
て光の進み方を調べる。

144 164 308
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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」の写真提供及
び貸し出し依頼が多く、雑誌では、親子で楽しめる体験
型科学館としての特長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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🅰 依頼日　🅱 依頼元情報　🅲 番組・誌名・媒体など　🅳 内容

取材・画像貸出

取材・撮影対応（24件）
2018 🅰  4月10日　🅱  NHKワールド JAPAN　🅲  Japan's Top Inventions　🅳  日本初の自動式電気釜

🅰  4月26日　🅱  川崎市計量協会　🅲  機関誌「川崎計管」　🅳  館内及び展示品の撮影と画像提供

🅰  6月22日　🅱  サンケイリビング新聞社　🅲  ぎゅってWeb　🅳  ライター親子の体験レポート

🅰  6月25日　🅱  東芝エネルギーシステムズ株式会社　🅲  JEMA原子力メーカーへの就職支援冊子　🅳 「重粒子線治療装置」の模型の前で撮影

🅰  7月6日　🅱  テレビ神奈川　🅲  LOVEかわさき　🅳  リポーター取材による当館紹介

🅰  7月10日　🅱  MBS系列　🅲  教えてもらう前と後　🅳  東芝OB大西正幸氏インタビュー（電子レンジ）

🅰  7月31日　🅱  東芝エネルギーシステムズ原子力企画室　🅲  電気新聞　🅳  8/18（土）の原子力学会主催オープンスクール取材

🅰  8月2日　🅱  東芝テック株式会社　🅲  おふぃすかわら版（社内営業情報）　🅳  夏イベント「ぬり絵deいちすけ号（ゴー）電車」取材

🅰  8月6日　🅱  株式会社学研プラス　🅲  まちたんけんではっけん！　はたらくひと　🅳  科学館で働く案内（アテンダント）の取材

🅰  8月8日　🅱  MBSテレビ　🅲  林先生の初耳学　🅳  当館にて東京理科大学川村康文教授のインタビュー

🅰  9月6日　🅱  ラジオ　🅲  FMヨコハマKANAGAWA Muffin　🅳  館長インタビュー及び館内取材

🅰  9月26日　🅱  NHK Eテレ　🅲  先人たちの底力　知恵泉　🅳  田中久重の特集、副館長へインタビュー、動画貸出

🅰  10月9日　🅱   東京コミュニケーションアート専門学校　🅲  INTERVIEWBOOK 2019　🅳  館内取材と館長インタビュー

🅰  10月19日　🅱  NHK Eテレ　🅲  JAPANGLE　🅳  東芝OB守道氏のインタビュー（電気釜）

🅰  10月24日　🅱  日経BP社　🅲  三井住友銀行SMBCマネジメント＋（プラス）　🅳  館内取材と田中久重について館長、副館長インタビュー

🅰  11月24日　🅱  筑波大学メディア創成学類学生　🅲  研究発表　🅳  企業ミュージアムの展示グラフィックスについての取材

🅰  12月4日　🅱  株式会社小泉　🅲  広報誌『IZUMI』　🅳  館内取材とインタビュー

🅰  12月12日　🅱  NHK総合　🅲  ニュースシブ5時　🅳  平成を振り返る製品の取材と東芝OBの山田尚志氏インタビュー（DVD）

🅰  12月13日　🅱  横浜市文化観光局・観光MICE振興部　🅲  中国から人気ブロガー　🅳  館内を見学しブログを投稿する取材

2019 🅰  2月5日　🅱  テレビ朝日　🅲  スーパーJチャンネル　🅳  静電気発生装置の体験取材とインタビュー

🅰  2月7日　🅱  MUSIC ON! TV（エムオン！）　🅲  電子雑誌『デジモノステーション』　🅳  日本初の電気冷蔵庫、電気洗濯機、掃除機、電気
釜の撮影

🅰  2月9日　🅱  東芝インフラシステムズ株式会社　🅲  スマートアイセンサーマルチの導入事例コンテンツ　🅳  東芝従業員親子による館内見
学風景撮影

🅰  2月24日　🅱  テレビ朝日　🅲  グッド！モーニング「池上彰のニュースの大事典」　🅳  日本語ワードプロセッサー（JW-10）の操作撮影

🅰  3月20日　🅱  TBSテレビ　🅲  この差って何ですか？　🅳  電気釜の撮影と尺貫法禁止の調査

2018 🅰 4月2日　🅱 個人　🅳 TOSHIBA SOLID STATE RADIO MODEL RP-13が掲載しているカタログを送ってほしい

🅰 4月2日　🅱 東芝インフラシステムズ株式会社　🅲 2019年 技術系新卒者向け鉄道システム採用説明資料　🅳 近江鉄道の画像

🅰 4月4日　🅱 じゃらん　🅲 じゃらん家族旅行2018（5月24日発売）　🅳 当館紹介原稿確認依頼

🅰 4月4日　🅱  桐光学園みどり幼稚園  　🅲 本園ホームページお別れ遠足　🅳 掲載内容の確認

🅰 4月4日　🅱 BSフジ　🅲 クイズ！脳ベルSHOW　🅳 世界初日本語対応のワードプロセッサーJW-10

🅰 4月5日　🅱 株式会社DESIGN RED　🅲 SUUMOウェブサイト　🅳 当館紹介用画像の提供、原稿の確認

🅰 4月5日　🅱 高知県立歴史民俗資料館　🅲 収蔵している東芝製品　🅳 カセットテープレコーダーの製造年

🅰 4月10日　🅱 株式会社HEW　🅲 週刊ポスト　🅳 日本初の電気冷蔵庫、日本初のカラーテレビ、世界初のラップトップPCの画像と資料
を提供

🅰 4月11日　🅱 東京急行電鉄株式会社　🅲 電車・バス共通1日乗車券（仮）パンフレット　🅳 パンフレットの内容確認

🅰 4月12日　🅱 株式会社ベネッセコーポレーション著作権申請窓口　🅲 小学講座「チャレンジタッチ3年生・ハイブリッドスタイル3年
生」／1月／共通タイプ　🅳 2次使用の画像と流用する掲載画面を確認

🅰 4月12日　🅱 テレビ東京系列　🅲 モーニングサテライト　🅳 日本初の自動式電気釜の「電気釜販売風景」と「チラシ」

画像・動画提供・問い合わせ対応（148件） 🅰 依頼日　🅱 依頼元情報　🅲 番組・誌名・媒体など　🅳 内容
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2018 🅰 4月13日　🅱 社内及びグループ会社OB　🅲 世界初のA4ノートパソコンDynabook J-3100-001に搭載されている液晶パネル（LCD）
の種類　 

🅰 4月17日　🅱 株式会社メディア・ビュー　🅲 ベネッセコーポレーション発行の働くママの応援マガジン「bizmom」（たまひよ別冊）　
🅳 当館画像提供

🅰 4月21日　🅱 株式会社タウンニュース社　🅲 タウンニュース4月27日（金）版　🅳 スペシャルサイエンスショーの画像提供

🅰 4月23日　🅱 グループ・コロンブス有限会社　🅲 ポピーマガジン　ふしぎがいっぱい　ぴかり!!　🅳 画像提供「日本初の電気洗濯機」

🅰 4月25日　🅱 株式会社アサック　🅲 任天堂　トレインチャンネル「大人の60秒講座」　🅳  画像提供：国産初の蛍光ランプ

🅰 4月25日　🅱 日本テレビ　🅲 スクール革命！　🅳 世界初のラップトップPC

🅰 4月26日　🅱  一般社団法人 日本時計協会　🅲 アジア時計商工業促進検討会　🅳 万年時計の画像を複数枚提供

🅰 4月26日　🅱 東芝ライフスタイル社　🅲 ケーズデンキ店頭及びエントランスでの商品展示　🅳 許可とクレジットの依頼、日本初のカ
ラーテレビ受像機21型D−21WEの画像提供

🅰 4月27日　🅱 個人　🅲 GW特別イベント“作ろう！ゼンマイロボ”　🅳 参加方法とアクセスの問い合わせ

🅰 4月28日　🅱 個人　🅲 以前工場見学時にいただいた、緑のエコバッグについて　🅳 ショップで購入希望

🅰 4月28日　🅱 日本テレビ　🅲 ZIP!　🅳 日本初の業務用電子レンジ

🅰 5月1日　🅱 岩国徴古館　🅲 明治150年記念の一環として行う企画展　🅳 「藤岡市助ものがたり」の映像DVDの提供

🅰 5月2日　🅱 個人　🅲 マツダランプの琺瑯看板　🅳 設置時期や概要について知りたい

🅰 5月8日　🅱 TBSテレビ　🅲 あさチャン！　🅳 昭和40年代～昭和の終わりの二層式洗濯機

🅰 5月9日　🅱 株式会社光文書院　🅲 社会科資料集5年　🅳 継続掲載の確認

🅰 5月10日　🅱 農業ジャーナリスト　🅲 月刊誌「農協　経営実務」　🅳 日本初電気釜についての技術的な質問

🅰 5月15日　🅱 名鉄観光サービス株式会社立川支店　🅲 三鷹市勤労者サービスセンター募集チラシ　🅳 当館画像提供

🅰 5月15日　🅱 Begin　🅲 雑誌：Begin　🅳 アイロンの画像提供

🅰 5月15日　🅱 個人　🅲 古いルームエアコンディショナ（セットフリー形）RAC-165UW　🅳 寄贈依頼

🅰 5月16日　🅱 株式会社 Z会　🅲 『小学生タブレットコース 4年生』2018年10月号 『エブリスタディ 小4』2018年10月号 　🅳 2次使用
の許可申請

🅰 5月16日　🅱 社会福祉法人 全国社会福祉協議会　🅲 月刊誌『ふれあいケア』　🅳 日本初の自動式電気釜の画像提供

🅰 5月17日　🅱 株式会社イメージング・ワークス　🅲 夏ぴあファミリーこどもと遊ぼう　🅳 夏休みイベント画像提供

🅰 5月20日　🅱 テレビ朝日　🅲 帰れマンデー見っけ隊　🅳 日本初の電気洗濯機

🅰 5月30日　🅱 株式会社　東急ホテル　🅲 東急REIホテルホームページ　🅳 画像提供

🅰 6月4日　🅱 公益財団法人通信文化協会　🅲 会報「通信文化」7月号　🅳 郵便物自動読取区分機画像提供

🅰 6月4日　🅱 個人　🅲 1959年製のラジオ（6N-730）　🅳 販売時期などの問い合わせ

🅰 6月5日　🅱 個人　🅲 手押しポンプ喞筒「雲龍水」　🅳 情報の提供

🅰 6月5日　🅱 テレビ朝日　🅲 クイズサバイバー　🅳 自動式ポップアップトースター

🅰 6月5日　🅱 eo光チャンネル　🅲 クイズ関西検定　🅳 田中久重の画像と雲龍水

🅰 6月7日　🅱 株式会社日本入試センター　🅲 2018年度サピックス小学部塾内教材『社会6年8月度入室・マンスリー実力テスト』　🅳 昭
和30年頃の洗濯機ポスター画像提供

🅰 6月7日　🅱 NHK　🅲 連続テレビ小説『半分、青い。』　🅳 日本初の電気扇風機についての質問

🅰 6月8日　🅱 日本テレビ　🅲 ザ！鉄腕！DASH！！ 　🅳 マツダランプの画像と包み紙

🅰 6月12日　🅱 タウンニュース社　🅲 イベント情報サイト【RareA】（レアリア）　🅳 夏イベント情報と画像提供

🅰 6月12日　🅱 エスプレ　🅲 『THINK LOCAL』というローカルガイドマップ　🅳 画像提供

🅰 6月12日　🅱 世界文化社「レクリエ」編集スタッフ　🅲 別冊家庭画報「レクリエ」　🅳 日本初のカラーテレビ受像機・日本初の日本語
ワードプロセッサーの画像

🅰 6月14日　🅱 株式会社アルファテック　🅲 カラービデオカセットレコーダー　KV-4000　🅳 寄贈依頼

🅰 6月14日　🅱 スリーコード　🅲 JTB『るるぶ にっぽんの博物館』　🅳 画像提供と原稿確認

🅰 6月14日　🅱 Begin　🅲 雑誌：Begin　🅳 日本初のウインドウ型クーラー画像提供

🅰 6月19日　🅱 個人　🅲 air conditioner of  Westinghouseについて　🅳 情報提供

🅰 6月21日　🅱 小学館　小学8年生編集部　🅲 「小学8年生」夏休み号 　🅳 夏休みイベントの情報提供

🅰 6月22日　🅱 株式会社ベネッセコーポレーション　🅲 2018年度　小学3年生向け教材　🅳 「二槽式洗濯機」「電気炊飯器」2次利用許可

🅰 依頼日　🅱 依頼元情報　🅲 番組・誌名・媒体など　🅳 内容
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🅰 依頼日　🅱 依頼元情報　🅲 番組・誌名・媒体など　🅳 内容

2018 🅰 6月25日　🅱 株式会社ディーシーシー　🅲 東急バス「電車バス一日乗車券のパンフレット」オリジナルノート　🅳 当館掲載の許可と画
像提供

🅰 6月26日　🅱 上毛印刷株式会社　🅲 富島運輸株式会社　70周年史 　🅳 鴨緑江水力発電機の画像提供

🅰 6月28日　🅱 株式会社かみゆ　🅲 日経DUAL　🅳 夏イベント情報と画像提供

🅰 7月3日　🅱 株式会社ベネッセコーポレーション　🅲 2018年度 考える力・プラス中学受験講座　5年生　先読み！歴史スクープ新聞／
12月号　🅳 1957 洗濯機 VQ-3、1957 冷蔵庫 GR-820、1958 白黒テレビ 14EK 画像提供

🅰 7月4日　🅱 国立大学法人　名古屋大学　🅲 水銀真空管型番IGW-1　🅳 イグナイトロン　IGW-1の資料提供

🅰 7月4日　🅱 テレビ東京　🅲 よじごじDays　🅳 1980年代に製造されていた電子レンジ

🅰 7月4日　🅱 テレビ東京　🅲 よじごじDays　🅳 中身の入っている電気冷蔵庫の画像

🅰 7月6日　🅱 個人（オックスフォード大学の研究員）　🅲 製作中の学術論文　🅳 画像使用許可について

🅰 7月10日　🅱 東芝ライフスタイル　🅲 ラゾーナ川崎　ビックカメラ店頭展示　🅳 画像6点使用の許可

🅰 7月11日　🅱 札幌テレビ　🅲 どさんこワイド179　🅳 日本初の電気扇風機

🅰 7月13日　🅱 東京工科大学　🅲 大学図書館で研究　🅳 大井電気株式会社製「小型冷房器」

🅰 7月17日　🅱 東芝デジタルソリューションズ（TDSL）　🅲 ハイブリッドフォーラム、スマート工場EXPO　🅳 「茶運び人形」と「弓曳
童子」の動画貸出依頼

🅰 7月18日　🅱 ベネッセコーポレーション　著作権申請窓口　🅲 2018年度「4教科ポイント総まとめ事典」1月号　🅳 「白黒テレビ」「電
気冷蔵庫」画像提供

🅰 7月18日　🅱 キセプランニング株式会社　🅲 当館ウェブサイト　🅳 他館紹介ページ修正依頼

🅰 7月19日　🅱 PHP研究所　🅲 単行本『土光敏夫』（橘川武郎著）　🅳 画像二次利用の許諾

🅰 7月19日　🅱 日経BP　🅲 xTECH　🅳 夏休みイベント情報提供

🅰 7月20日　🅱 科学館OB　🅲 『田中久重と技術の継承 ―時計からからくり人形、そして電信機ー』　🅳 茶運び人形（3体）などの画像9点
の使用許可

🅰 7月20日　🅱 川崎市中原区役所保健福祉センター地域ケア推進　🅲 なかはら子ネット通信　🅳 当館紹介用の画像提供

🅰 7月20日　🅱 川崎市消防局　🅲 川崎市消防音楽隊定期演奏会　🅳 プログラムへの広告掲載依頼

🅰 7月23日　🅱 個人　🅲 サークル 昭和レトロ家電　🅳 芝浦冷蔵器（冷蔵庫）など5点の画像提供

🅰 7月23日　🅱 個人　🅲 昔の蛍光灯　🅳 祖父が蛍光灯に関わったことが記載されている資料の提供

🅰 7月24日　🅱 ニッセイエブロ株式会社　🅲 特許庁こども見学デー 　🅳 弓曳童子など画像4点の提供

🅰 7月24日　🅱 タウンニュース社　　🅲 タウンニュース社　　🅳 「カプラ大会」の画像提供

🅰 7月25日　🅱 東芝デジタルソリューションズ　🅲 日本産業機械工業会環境ビジネス委員会セミナー　🅳 セミナー使用目的の郵便区分機
などの画像提供

🅰 7月26日　🅱 佐賀新聞社　🅲 さが維新ひと紀行　🅳 田中久重の画像提供

🅰 7月30日　🅱 アルタ出版株式会社　🅲 ゆいま～る　12号　🅳 日本初のカラーテレビ受像機画像提供

🅰 7月31日　🅱 株式会社ファイネックス　🅲 神奈川県訪日教育旅行PRパンフレット　🅳 施設情報と画像提供

🅰 8月1日　🅱 日進木工株式会社開発室　🅲 日進木工の社史　🅳 画像掲載の許可

🅰 8月1日　🅱 株式会社トータルメディア開発研究所　🅲 東洋紡岩国事業所史料館　🅳 日本初のカラーテレビ受像機の画像提供

🅰 8月1日　🅱 株式会社アシスト　🅲 主催：特許庁、中国経済産業局  共催：山口県  イベント名：「なるほど！電気実験・工作講座」  実施
場所：山口ゆめ花博記念公園　多目的ドーム内  実施日：平成30年9月17日（月・祝） 　🅳 藤岡市助の画像提供

🅰 8月1日　🅱 フジテレビ　🅲 27時間テレビ 　🅳 昭和30年代前半の白黒テレビについて

🅰 8月2日　🅱 社会福祉法人 全国社会福祉協議会　🅲 月刊誌『ふれあいケア』　🅳 「女性がミキサーを使用している画像」提供

🅰 8月2日　🅱 湘南よみうり新聞社　🅲 川崎通信　🅳 「東芝鉄道物語」の情報提供

🅰 8月2日　🅱 湘南よみうり新聞社　🅲 川崎通信　8月号　🅳 2018夏イベント「鉄道物語」イベント紹介

🅰 8月3日　🅱 個人　🅲 ワープロ「ルポ」の発売年月の提供　 

🅰 8月3日　🅱 株式会社風来堂　🅲 マネープラス　🅳 施設情報と画像提供

🅰 8月3日　🅱 有限会社マインドウェア　🅲 1981年マイコンBASICマガジンという雑誌の5月号　🅳 ワンボードマイコン、EX−80Aの画
像使用許諾

🅰 8月7日　🅱 テレビ朝日　🅲 グッド！モーニング　🅳 初代ダイナブック

🅰 8月8日　🅱 佐賀新聞社　🅲 さが維新ひと紀行 　🅳 創業当時（現在の中央区銀座8丁目）の工場画像提供

🅰 8月8日　🅱 三重県朝日町役場（町史編さん課）　🅲 書籍　朝日町「民俗分野」　🅳 洗濯機VB-3型（昭和30年製）本体の画像提供
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🅰 依頼日　🅱 依頼元情報　🅲 番組・誌名・媒体など　🅳 内容

2018 🅰 8月8日　🅱 東芝デジタルソリューションズ　🅲 関西電力株式会社 技術研究発表会 特別講演 　🅳 郵便区分機などの画像提供

🅰 8月10日　🅱 横浜市踊場地区センター　🅲 ポスター作成　東芝未来科学館に行こう！　🅳 ポスター作製用の画像提供

🅰 8月15日　🅱 NHKエデュケーショナル　🅲 映像「歴史に学ぶ経営」　🅳 からくり人形、万年時計（複製）画像を提供

🅰 8月15日　🅱 株式会社風来堂　🅲 マネープラス　🅳 当館の紹介文及び画像の提供

🅰 8月16日　🅱 東芝OB（PCジ出身）　🅲 万年時計　🅳 活用についてのご意見

🅰 8月23日　🅱 東芝インフラシステムズ株式会社　🅲 リニア・鉄道館の新幹線関連の展示　🅳 ウェブサイト半導体ブックレットとてくの
ろじぃ解体新書について

🅰 9月5日　🅱 日本テレビ　🅲 ヒルナンデス　🅳 日本初の電気釜の金額と会社名（東京芝浦電気株式会社）について

🅰 9月5日　🅱  静岡市立東豊田中学校パソコン部　🅲 文書デザインコンテスト　🅳 世界初の大幅IC化カラーテレビの画像

🅰 9月6日　🅱 個人　🅲 ポップアップトースター　🅳 展示を見たい

🅰 9月14日　🅱  ㈱栄光　ロボットアカデミー横浜校　🅲 サイエンスステージ　🅳 ロボット発表会用に貸出依頼

🅰 9月17日　🅱 株式会社とっぺん 　🅲 肥前さが幕末維新博特別展「SAGAものづくり夢ラボ」（佐賀県主催）　🅳 田中製造所と万年自鳴鐘
の提供依頼

🅰 9月20日　🅱 日経新聞　🅲 日本を変えた千の技術博　🅳 三種の神器の画像提供

🅰 10月1日　🅱 株式会社　講談社　🅲 児童図書出版　MOVE編集チーム　🅳 5歳～小学生の子たちが楽しめそうな企画提供依頼

🅰 10月1日　🅱 ジャパン・トラベル株式会社　🅲 神奈川県公式外国語観光情報ウェブサイト「Tokyo Day Trip Kanagawa Travel Info-」　
🅳 情報と画像提供依頼

🅰 10月2日　🅱 個人　🅲 45年くらい前のクーラー型番：RAC-A181UFM　🅳 寄贈依頼

🅰 10月2日　🅱 東芝デジタルソリューションズ　🅲 地方自治情報化推進フェア2018　🅳 日本語ワードプロセッサー　JW10と郵便物自
動処理機の2次利用許可

🅰 10月3日　🅱  東日本旅客鉄道株式会社   川崎駅 　🅲 「駅からハイキング」　🅳 画像提供と掲載許可

🅰 10月10日　🅱  東芝デジタルソリューションズ株式会社　🅲 「RECAIUS」　🅳 「田中久重ものがたり」をコンテンツに活用依頼

🅰 10月16日　🅱  株式会社アルバ　🅲 「くらしを変えた日本の技術」― 未来技術遺産でわかる工業の歩み ―　🅳 ポスター画像と館内写真
の提供

🅰 10月17日　🅱 TOKYOMX　🅲 ミュージック・モア　🅳 日本語ワードプロセッサー（JW-10）

🅰 10月18日　🅱 TBSテレビ　🅲 池上彰と考える ニッポンが危ない2018　🅳 世界初のラップトップ型パソコンの収蔵品貸出

🅰 10月22日　🅱 オフィス303　🅲 「4つの日本の時代をタイムトラベル『昭和の図鑑』」廣済堂あかつき　🅳 日本初冷蔵庫などの画像4点
の提供

🅰 10月24日　🅱 個人　🅲 東芝ステレオ「ウィーン」　🅳 寄贈依頼

🅰 10月24日　🅱 個人　🅲 戦時中のモートル　🅳 メーカーを知りたい

🅰 10月25日　🅱 日本テレビ　🅲 所さんの目がテン！「歴史研究会第8弾 昭和の生活」　🅳 自動反転噴流式洗濯機

🅰 11月5日　🅱 スカイフォト株式会社　🅲 新築マンション「ルーブル横濱矢向」パンフレット・ホームページ　🅳 紹介用当館画像

🅰 11月9日　🅱 江戸東京博物館　🅲 アイロン「EI-7」　🅳 製造年代の問い合わせ

🅰 11月16日　🅱 毎日新聞社　🅲 毎日新聞朝刊科学面及びウェブ版　🅳 日本初のテレビ放送機ほか4点画像提供

🅰 11月19日　🅱 東芝（営統）　🅲 東芝ブランド広告ホームページ　🅳 合併当時の東京電気川崎工場画像

🅰 11月19日　🅱 東京書籍 株式会社編集局 理科編集部 中学理科　🅲 中学理科教科書　🅳 「弓曳童子」の画像

🅰 11月21日　🅱 長崎県立大学佐世保校附属図書館　🅲 『東京芝浦電気株式会社八十五年史』『東京電気株式会社五十年史』　🅳 寄贈依頼

🅰 11月28日　🅱 東芝OB　🅲 RCK-15CMTマイコン保温釜　🅳 発売年を知りたい

🅰 11月30日　🅱 東芝　人事総務部総務企画室　🅲 第14回東芝グループCSR大会　🅳 創業者ものがたりDVDの借用

🅰 12月9日　🅱 株式会社レオパレス21　川崎支店　🅲 クラスエルマガジン　イベントチラシ　🅳 当館紹介用画像

🅰 12月12日　🅱 情報誌ぱど編集部　🅲 『情報誌ぱど・年末年始号』　🅳 冬休みイベント情報と画像

🅰 12月13日　🅱 読売新聞　🅲 読売新聞のくらし家庭面　🅳 日本初の自動式電気釜の画像

🅰 12月16日　🅱 株式会社エイエイピー　🅲 「川崎日和り」　🅳 原稿確認

🅰 12月20日　🅱 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所　🅲 サイエンスカフェチラシ　🅳 配架依頼

🅰 12月21日　🅱 株式会社ベネッセコーポレーション　🅲 2019年度 進研ゼミ　小学講座「チャレンジタッチ3年生」月1月号・2019年度 
進研ゼミ　小学講座「ハイブリッドスタイル3年生」月1月号及び3月号　🅳 「二槽式洗濯機」「電気炊飯器」二次利用依頼

🅰 12月26日　🅱 株式会社NEXTEP　🅲 TV制作会社　🅳 電子レンジ１号機の販売台数などの問い合わせ
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🅰 依頼日　🅱 依頼元情報　🅲 番組・誌名・媒体など　🅳 内容

2019 🅰 1月16日　🅱 株式会社教育測定研究所　🅲 平成31年度埼玉県学力・学習状況調査問題冊子　🅳 昭和34年発売の電気冷蔵庫の写真

🅰 1月17日　🅱 東芝エネルギーシステムズ　🅲 東芝材游会15年記念誌「東芝材料事業の変遷」　🅳 館内にて閲覧希望

🅰 1月21日　🅱 株式会社青幻舎　🅲 『日本の色彩百科　明治から平成（仮）』　🅳 1955年発売の電気釜とチラシ

🅰 1月21日　🅱 個人　🅲 ラップトップパソコン（T1200）とβムービー　🅳 寄贈依頼

🅰 1月22日　🅱 サンケイリビング新聞社　🅲 あんふぁん春休み号　🅳 春休みイベント情報と画像提供

🅰 1月23日　🅱 東京工科大学メディアセンター 蒲田図書館　🅲 1930年代の小型冷房機（F48）　🅳 仕様に関する質問

🅰 1月24日　🅱 テレビ朝日　🅲 Qさま!!　🅳 日本初自動式電気釜の画像や映像

🅰 1月31日　🅱 本作り空Sola　🅲 玉川百科 こども博物誌『ロボット未来の部屋』　🅳 館内紹介画像

🅰 2月5日　🅱 幸区役所地域振興課　🅲 さいわいガイドマップ2019　🅳 差し替え用の画像提供

🅰 2月7日　🅱 宮崎公立大学　🅲 カラーテレビ「ICブライトロン」のテレビCM　🅳 放映時期や制作状況、制作担当などの情報

🅰 2月8日　🅱 個人　🅲 昔の冷蔵庫　🅳 昔のアメリカ大統領がGEに冷蔵庫を作れといったそうで、その大統領がだれか

🅰 2月13日　🅱 広沢編集事務所　🅲 ドラえもん社会ワールド「なぜ？どうして？　日本の歴史」（仮タイトル） 　🅳 日本初の自動式電気釜
の画像

🅰 3月12日　🅱 大井郷土資料館学芸係　🅲 市立東台小学校で展示する古いテレビ　🅳 生産時期、特色等

🅰 3月22日　🅱 個人　🅲 美術館博物館用の紫外線カット蛍光灯　🅳 発売時期
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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。
　その後、2017年10月からは早稲田システム開発（株）
社のI.B.MUSEUMに更新し、そのシステム・コンテン
ツの管理を行っています。資料情報は主に社内向けに
公開されており、現在14,619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。

アーカイブ活動

アーカイブ活動の主な内容

　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取材・画像貸し出しのページ
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

【社内公開】収蔵品検索画面
I.B.MUSEUM編集用画面
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点数 貸出し品貸出し期間(展示期間)貸出し先 目的

TBSテレビ
　「池上彰と考える ニッポンが
　危ない 2018」の番組収録

・世界初のラップトップパソコン
　（1985年製）
・冷蔵庫（1962年製）
・噴流式洗濯機（1956年製）
・白黒テレビ（1958年製）

展示 42018年11月10日～2018年11月24日
（2018年11月12日）

テレビマンユニオン
　東京タワー内上映の展示映像
　「TOKYO500年シアター」内

・弓曳童子の動画映像展示 12019年3月5日～2019年3月31日
（2019年11月頃）

2018年度 収蔵品貸出し 4件11点

2018年度 寄贈品受け入れ 5件9点

日本経済新聞社
　国立科学博物館で開催された
　「日本を変えた千の技術博」

・日本初の電気冷蔵庫（1930年製）
・日本初の電気洗濯機（1930年製）
・世界初の日本語ワードプロセッサー
　（1978年製）
・電気掃除機（1947年製）
・日本初の自動式電気釜（1955年製）
・日本初の業務用電子レンジ（1959年製）
・日本初のIMビットDRAM（1985年製）
・ 世界初のNAND型フラッシュメモリー
（1991年製）

・IGBT、GFO

展示 9

受入年月日 寄贈資料名 点数

2018年　6月1日 ・光電池照度計 1

7月20日 ・カラービデオカセットレコーダー　KV-4000 1

8月7日 ・璣訓蒙艦草3巻　機巧図彙３巻 1

10月17日

・ゆで卵器　BC-301
・電気ポット　PL-4
・トースター　TT-10
・セールスマンカタログ（S34-2-10発行）

4

2019年　1月29日
・ラップトップパソコン（T1200）
・βムービー

2

2018年10月19日～2019年3月15日 
(2018年10月30日～2019年3月3日)

日本放送協会（NHK）
　「ガッテン！洗濯の回」の番組収録 ・洗濯機Solar FW型（1935年製）展示 12018年12月22日～2018年12月27日

（2019年2月20日）
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2018年度　広報・アーカイブトピックス

　2018年10月30日から2019年3月3日まで国立科
学博物館で開催された「日本を変えた千の技術博」に出
展を行いました。総出展数約600点のうち、当館からは
以下の9点を出展しました。
①日本初の電気冷蔵庫
②日本初の電気洗濯機
③日本初の業務用電子レンジ
④世界初の日本語ワードプロセッサー
⑤電気掃除機
⑥日本初の自動式電気釜
⑦日本初の1メガビットDRAM
⑧世界初のNAND型フラッシュメモリー
⑨IGBT、GTO
　出展にあたっては、東芝ストレージ&デバイス社、東
芝メモリ社、東芝ライフスタイル社から協力を得て、過
去の歴史的価値のある製品から、現在の新幹線に使用さ
れている半導体（IGBT、GTO）まで幅広い時代の製品を
対象としました。
　なお、同技術博には16万人以上が来場しました。

　当社京浜事業所に保管している125kVAアレキサン
ダーソン式高周波発電機が、電気学会の「電気の礎」の顕
彰を受けました。同機は、日本海軍からの発注に基づき
当時の芝浦製作所が開発に着手し、1920年（大正9年）
に完成しました。3倍の周波数逓倍器と組み合わされて
海軍の十年式甲号送信機として採用され、1922年（大正
11年 ）より佐 世 保 軍 港 針 尾 無 線 電 信 所において
100kW-30kHzの送信設備として使用されました。その
後、通信設備としての役目を終え、1944年（昭和19年）
に三菱重工業名古屋発動機製作所を経て、当社の京浜事
業所に移設されたと言われています。

アーカイブシステムを更新してクイズを追加

　2017年度に導入した新アーカイブシステムを、館内
のお客さま用の検索端末でも2019年３月から利用可
能となりました。館内で学ぶことのできる内容を交えた
クイズを搭載し、お客さまに気軽にお使いいただけるよ
うになりました。

国立科学博物館で開催された
「日本を変えた千の技術博」への出展

アレキサンダーソン式高周波発電機が
電気学会の「でんきの礎」の顕彰を受賞
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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（子ども）

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

子ども

館外活動

164,060 

14,987 

7,631 

1,390 

3,497 

1,371 

1,064 

309 

2,267 

209 

928 

1,130 

0 

4,106 

2,009 

2,097 

983 

454 

90 

260 

1 

178 

141,010 

83,791 

57,219 

8,063 

564 

538 

167 

45 

47 

40 

28 

7 

211 

19 

81 

111 

0 

116 

55 

61 

44 

12 

7 

18 

1 

6 

0 

0 

0 

26 

123,127 

25,412 

20,176 

2,847 

14,549 

386 

2,076 

318 

2,015 

158 

756 

968 

133 

2,375 

1,556 

819 

846 

313 

62 

237 

3 

231 

96,336 

58,061 

38,275 

1,379 

663 

660 

354 

90 

185 

15 

56 

8 

169 

15 

60 

89 

5 

91 

62 

29 

46 

13 

4 

20 

1 

8 

0 

0 

0 

3 

287,187 

40,399 

27,807 

4,237 

18,046 

1,757 

3,140 

627 

4,282 

367 

1,684 

2,098 

133 

6,481 

3,565 

2,916 

1,829 

767 

152 

497 

4 

409 

237,346 

141,852 

95,494 

9,442 

1,227 

1,198 

521 

135 

232 

55 

84 

15 

380 

34 

141 

200 

5 

207 

117 

90 

90 

25 

11 

38 

2 

14 

0 

0 

0 

29 

2018年度上期

152

人数 人数 人数件数 件数 件数

2018年度下期

148

2018年度計

300

■来館者数内訳（年間）

■来館者数（月別）
2018

2019

4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
2月
3月

21,552 
22,055 
27,034 
27,868 
42,525 
23,026 
19,907 
19,973 
18,641 
16,292 
21,208 
27,106 

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

21,552 22,055

27,034 27,868

42,525

23,026
19,907 19,973 18,641

16,292

21,208

27,106



43来館者・会員数データ

■外国人団体の国・地域別分類■Webメンバー会員数推移
会員数 新規登録数 退会数

 2018年 4月

 2018年 5月

 2018年 6月

 2018年 7月

 2018年 8月

 2018年 9月

 2018年 10月

 2018年 11月

 2018年 12月

 2019年 1月

 2019年 2月

 2019年 3月

5,106

5,118

5,217

4,354

4,134

4,068

4,054

4,029

3,995

4,004

3,930

3,911

188

87

205

181

65

59

45

58

44

95

137

100

127

80

101

1,034

293

130

60

83

79

85

209

122 ※ 来館者数上位10か国・地域を掲載

中国

大韓民国

アメリカ合衆国

台湾

タイ

インドネシア

フィリピン

マレーシア

香港

インド

外国人合計　3,923人

国名・地域名

■来館者構成比

学校関連
10％

官公庁／企業
1％

一般団体
2％

館外活動
3％ 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 33％

フリー来館者＋ゲート外入館者
大人
50％

団体
14％

来館者
構成比②



44 資料

■電子アンケート回答結果2018年4月～2019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、2018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ものを中心に掲載しています。
※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：6,575件

●性別

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

男 女 無回答

●来館の目的（複数回答可）

●（同伴者の）年齢・学年

●同伴者

●来館のきっかけ

●来館回数

●年齢

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

90

展示見学

100（％）

イベント サイエンスショー 企画展・特別展示 下見 その他

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

０～６才 ７～８才

未就学児

９～１０才

0

11～12才

10

13才以上

20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

小学1～2年 小学3～4年

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

ひとりで ご家族・親戚

小学5～6年 中学生

ご友人

16～19才 20～39才

職場の方

40～59才 60才以上

初めて 2～4回目 5回目以上

テレビ番組・ＣＭ
課外授業・団体見学

ポスター・看板・チラシ 新聞・雑誌・フリーペーパー
ネットのクチコミ・SNS

知人・家族の紹介
ラゾーナ川崎プラザ

当館ホームページ
川崎駅に寄った

旧館をご存じだった
イベント参加・リピーター その他

7 7 4 14 15

49 14 12 184 3

25 30 26 12 7

6 68 21 5

1 2 2 17 9 7 15

45 25 30

10 16 20 14 7 3 14 14 2

47 449
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