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おはなし★★ 展示解説

顕微鏡の使い方を学ぼう。ミクロな生き物を観察しよう！
講師：白瀧博士　時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 18 名　参加費：無料  ★小学校 3 年生以下は保護者同伴。
★①は事前申込みです。詳しくは館内チラシまたは科学館ホームページをご覧ください。

2017 夏休み顕微鏡講座①

再生医療ってなんだろう？～ひみつの J-TEC ～
蒲郡は再生医療の町。再生医療やサイエンスに触れてみよう！
講師：（株）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料

『せいめいのれきし（改訂版）』『せいめいのれきし（改訂版）』
８/13 日

日

①12:00 ～  ②15:00 ～

展示解説「ノーベル賞！光るタンパク質 GFP」講師：白瀧博士　

開催時間

★おしゃべり☆かがくかんは 1 時間、展示解説は 20 分間の開催です。
★３Ｆ展示室内で開催の場合には、展示室観覧料、もしくは市民利用証、年パス等が必要となります。

「大地を掘る！？ボーリングを体験しよう」講師：松本学芸員
８/27

おしゃべり★かがくかん・展示解説
！

！

えほん meets 博物館えほん meets 博物館

岩波書店から半世紀ぶりに改訂版が登場した大ベストセラー
『せいめいのれきし』。絵本を片手に科学館を探検！
共催：国立科学博物館 , 生命の海科学館
協力：株式会社岩波書店
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時 30 分
対象：①未就学児と保護者　②小学生以上の子供と保護者
定員：各回 20 組　参加費：無料（展示室観覧料が必要です）
★特別展『せいめいのれきし』関連イベントです。
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２水 光を分ける「分光器」を作り、光のふしぎやものが見える
目のしくみについて学びます。
講師：（株）二デック 　定員：各回 30 名　参加費：無料　
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時

虹を作る装置を作ってみよう

３木 バナナから DNA を取り出して見てみよう。
講師：白瀧博士　時間：14 時～ 15 時　定員：20 名　　
参加費：無料  ★小学校 3 年生以下は保護者同伴。

ＤＮＡ抽出実験

４金 トランプのカードを 1 列に並べて交互にカードを取って
いくよ。相手よりも数字の和が大きくなるように頑張って
みよう！兄弟でおやつを分けるときにも使えるよ！
講師：黄瀬正敏さん（海陽中等教育学校 数学（数楽）教諭）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　定員：各回 30 名　参加費：無料

数字の取り合い合戦！

自由研究にぴったり♪身近な土のフシギをしらべよう！
身のまわりにある土を、身近にあるものを使って調べて
みましょう。いろいろな「土のフシギ」を体験できますよ。
講師：米津利仁さん ( 愛知県総合教育センター研究指導主事 )
時間：14 時～ 15 時　定員：20 名　参加費：無料

７月 ごま油ってどうやってつくるんだろう。ごまを使った実験
をしながら、ごま油の秘密にせまってみよう！
講師：竹本油脂（株）　定員：各回 30 名　参加費：無料
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　

なるほど！ザ・マルホン

８火 君の好きなモノを顕微鏡で見てみよう！新しい発見はあるかな！？
講師：白瀧博士　時間：11 時～ 12 時
定員：18 名　参加費：無料  ★小学校 3 年生以下は保護者同伴。　
★事前申込みです。詳しくは館内チラシまたは科学館ホームページをご覧ください。

2017 夏休み顕微鏡講座②

９水 光ってなんだろう？身近にある光を、レンズを使ったり、
実験道具を作ったりして色々遊んでみよう。
講師：伊藤光学工業（株）　定員：各回 30 名　参加費：無料　
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時

みえた？みえた？？みえたー＼(^o^)／
～光とレンズで遊ぼう～

午前は、今からでも間に合う！なぜ？を解決しよう！
午後は、カラフルな粒を作り、イクラ時計を作ろう！
講師：沓名健次さん（光ヶ丘女子高等学校　講師）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　定員：20 名（午後のみ）　参加費：無料
★午前はサイエンスショー、午後はワークショップです。

★
★

身のまわりのふしぎ No.5
ふしぎのわけをしらべよう！
身のまわりのふしぎ No.5
ふしぎのわけをしらべよう！

バラが、ゴムボールが、粉々に！？愛知教育大学学生の皆さん
によるサイエンスショー！
講師：岩山勉教授と愛知教育大学学生（愛知教育大学 理科教育講座 物理領域）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　参加費：無料

マイナス196度の不思議な世界！！
★

★

12土
朗読ファンタジー ～音楽とともに～

語ろう、聴こう、美しい日本語。美しい音楽。
朗読：金沢ヒューマン文庫を愛し守る会の皆さん
時間：15 時 30 分～ 17 時　参加費：無料

13日 くだものやジュース、ベーキングパウダー、炭が電池になる？
最後は人間が電池になる？
講師：浅井インタープリター　時間：14 時～ 15 時
定員：15 名（当日受付分）　参加費：無料

小学校高学年向け定例講座（５・６年生） 理科実験室小学校高学年向け定例講座（５・６年生） 理科実験室
君も電池になる！？～いろいろな電池をつくろう～君も電池になる！？～いろいろな電池をつくろう～

14月 みんなが好きな白いラムネ菓子☆
色水を使って、きれいなラムネを作ってみませんか？？
講師：池谷知夏さん「りかたまクラブ」（国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーター）
時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時　定員：各回 25 名　参加費：無料

カラフルラムネを作ろう！！

15火 プレパラートを作って、細胞の観察をしよう。
講師：白瀧博士　時間：①11 時～ 12 時　②14 時～ 15 時
定員：各回 18 名　参加費：無料
★小学校 3 年生以下は保護者同伴。
★①は事前申込みです。詳しくは館内チラシまたは科学館ホームページをご覧ください。

2017 夏休み顕微鏡講座③

16水
ヌマエビすくい大会

ヌマエビは淡水産のかわいいエビです。ヌマエビの勉強をし
た後、ヌマエビすくいを体験しよう！すくったエビは家に持
ち帰り、飼育してみよう！
講師：桜丘高等学校生物部の皆さん・鈴木順久教諭
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：無料　★水槽をお持ちください。

17木
海の化石・岩塩 ～結晶のふしぎ～海の化石・岩塩 ～結晶のふしぎ～

太古の海の化石である岩塩には、ふしぎがいっぱい。
キラキラかがやく透明な岩塩を割って、サイコロを作ります。
講師：山中館長
時間：14 時～ 15 時　定員：30 名　参加費：100 円

午前のみ
事前申込

前半

事前申し込み以外で、定員のあるイベントは開催 45 分前から会場前で整理券を配布し、定員になり次第参加受付を
終了します。イベントの内容、時間等変更する場合もありますので、最新情報は、ホームページにてご確認ください。

●イベントについて●

事前申込

午前のみ
事前申込

８火 ちっちゃな顕微鏡でおてがる体験♪ミクロの世界をのぞこう！
講師：白瀧博士　時間：14 時～ 15 時
参加費：無料　★時間内、随時参加できます。

顕微鏡プチ体験

おしゃべり☆
かがくかん★★

★★


