
平成18（2006）年度 財団法人横浜市青少年育成協会  

横浜こども科学館事業報告 

              【分類の凡例】 
Ａ：青少年に体験機会を提供する           
Ｂ：情報提供により青少年をとりまく地域社会を育てる 
Ｃ：協働により青少年の育成主体を支援する      
Ｄ：財務・組織の基盤の充実 

 

  青少年の科学に関する知識の啓発を図り、創造性豊かな青少年の育成に寄与するため、企画 

展、各種教室、イベント等を開催するとともに、展示室（特別展示、常設展示）および宇宙劇

場の安定稼動に努めました。特に平成18年度宇宙劇場に導入した全天周デジタル映像投影装置

（※）と国内最高性能を誇るプラネタリウム投影機を駆使した番組内容の充実を図り、入館者・入

場者の増加に取り組みました。          

  ※ 全天周デジタル映像投影装置 

 ６台のビデオプロジェクターを使用し、プラネタリウムのドームスクリーンに、魚眼レン 

ズで撮影されたような映像（静止画および動画）を映し出す装置です。これにより、観客は

映像に包まれるような感覚を味わい、そのシーンの中に自分がいるような臨場感を体験する

ことができます。 

協約における入館者数目標数値：300,000人／年 実績284,997人 

達成率：95%  昨年比：100% 

 【開館日数・利用状況】 

年度 開館日数 入館者数 
１日平均 

入館者数 

宇宙劇場 

入場者数 
１日平均 

17 327日 284,104人 869人 138,774人 424人 

18 328日 284,997人 869人 129,793人 517人 

    宇宙劇場はリニューアル工事のため12月１日（金）から平成19年３月２日（金）まで休場しました。 

 

（１）管理運営 Ａ 

ア 展示室管理運営 

夏休み特別展の開催、各種科学実験ショウの実施、常設展示物の保守・改良を

実施しました。また新たな展示物として「宇宙飛行士トライアル」、「重力ボー

ルキャッチ」などを導入しました。 

 

名  称 内  容 実施時期 人 数 等 

夏休み特別展 

「水のひろば」 

水車や手押しポンプ、

水時計などを展示し、

様々な角度から人と水

７月16日（日） 

から８月31日（木）

開催日数：     46日

期間中入館者数： 

79,158人



との関わりについて紹

介しました。 

宇宙劇場リニューアル

特別展「大衝突展」 

宇宙劇場のリニューア

ルを記念して「衝突」

をテーマとした「大衝

突展」を開催しまし

た。様々な衝突に関す

る現象の紹介や衝突に

関する実験ショウなど

を行いました。 

平成19年３月３日（土）

から３月31日（土）

開催日数：   28日

期間中入館者数： 

29,603人

夏休み特別企画 

「真夏のかがくかん座」 

プロのエンターティ

ナーと科学館スタッフ

によるショウやミニ工

作の実施。 

８月１日（火） 

から８月31日（木）

開催日数：     31日

参加者数：  8,566人

クリスマス･サイエン

スショウ｢蜜ろうの

キャンドルづくり｣ 

炎の色の紹介と蜜ろう

のシートを使ったキャ

ンドルづくりの実施。

12月23日（土祝） 

から12月25日（月）

開催日数：      3日

参加者数：     189人

科学実験ショウ 
サイエンスショウとミ

ニ実験を毎日実施。 

４月１日（土）から 

平成19年３月31日（土）

サイエンス：  11演目

参加者数：  22,571人

ミニ実験：    ８演目

参加者数：  15,750人

イ 宇宙劇場管理運営 

  プラネタリウム番組の制作、投影及び投影機器の保守管理を行ない、安定運営に

努めました。特に平成18年度宇宙劇場に導入した全天周デジタル映像投影装置と国

内最高性能を誇るプラネタリウム投影機を駆使した番組内容の充実を図り、入館

者・入場者の増加に取り組みました。 

（ア）一般番組「火星への飛行」「世界の星空＋（プラス）」 

                「COSMIC COLLISIONS ～宇宙大衝突」の投影 

投影回数：延べ635回、入場者数54,257人 

（イ）「接近！ブラックホール」および「いま、地球がアツい！ 

                 ～宇宙から見た地球温暖化～」の制作 

（ウ）ちびっこ番組「ムーミン谷の物語～星と花のセレナーデ～」、 

「おじゃる丸～まったりプラネタリウム～」、「まじめにふまじめかい 

けつゾロリ～宇宙たんけん大さくせん～おうごんの星をさがせ！編～」 

の投影 

 



投影回数：延べ549回、入場者数53,737人 

（エ）学習番組「４年生向け学習プラネタリウム」の投影 

投影回数：延べ131回、入場者数21,799人 

（オ）宇宙劇場リニューアル事業 

プラネタリウムの補助投影機である「全天周デジタル映像投影装置」の導入

に伴い、リニューアル記念事業として、記念式典および市民無料招待試写会を

実施しました。 

ａ 記念式典           平成19年３月１日（木） 

参加者数 134人（来賓、招待者、関係者等） 

ｂ 市民無料招待試写会 平成19年３月２日（金）214人（一般公募） 

（カ）宇宙劇場休場中の事業 

宇宙劇場の機器更新中に5階キャプテンシアターにおいて月や太陽、星座等の

解説を、映像を交えながら実施しました。また、１階エントランスホールでは

３メートルのミニエアドームに簡易プラネタリウムを設置して星座を観望しま

した。 

ａ 天文スペシャル「宇宙ミニシアター」の実施： 

 延べ81回 入場者数2,210人 

ｂ ミニミニプラネタリウムの実施：延べ75日 入場者数8,169人 

ｃ 太陽観望会の実施      ：延べ45回 参加者数 709人 

ウ 運営の検証と改善 

（ア）アンケート調査 

来館者の要望や傾向を把握し、科学館運営に役立てるため、入館者の意識調

査を実施しました。 

（イ）モニター評価 

公募、委嘱による９人の事業モニターに展示、プラネタリウム番組など９の

分野について見学・体験をしていただき評価してもらいました。新たな展示・番

組の提案、施設の改善提案などをいただきました。 

（２） 科学知識普及啓発事業 Ａ 

青少年の創造性育成、体験の機会や場の提供をするための諸事業を実施しました。 

ア 企画展 

（ア）「発見！かがみの城」 

ａ 内  容：様々な鏡が集められた「かがみの城」を探検しながら、 

              鏡の持つ不思議な性質を楽しく体験してもらいました。 

ｂ 実施時期：４月29日（日）から６月18日（月） 

ｃ 開催日数：50日間 

ｄ 期間中入館者：45,203人 

 

 

 

 

 

 

 

 



（イ）「メビウスの卵展2006」～体験型の不思議実験室・ミラクルラボ～ 

ａ 内  容：メビウスの卵展実行委員会との共催で鏡、音、光、磁石 

などのサイエンスアート系参加型展示物12点を展示すると

ともに、ワークショップを実施しました。 

ｂ 実施期間：９月17日（日）から10月22日（日） 

ｃ 開催日数：34日 

ｄ 期間中入館者：25,446人 

※ワークショップ参加者数：433人 

（ウ）「なんでもアリーナ」 

ａ 内  容：体験パネルとナノテクノロジー解説装置「ナーノの冒 

険」による体験展コーナーを設置し、ナノの世界を楽 

しく紹介しました。 

ｂ 開催時期：11月２日（木）から平成19年２月12日（月） 

ｃ 開催日数：88日 

ｄ 期間中入館者：49,244人 

 ※ワークショップ「ナノテク体験＝スーパーボールづくり」参加者数：104人  

イ ゴールデンウィーク・夏休みイベント 

（ア）｢サイエンスバザールG･W｣ 

ａ 内  容：｢スチロールメダルのキーホルダーを作ろう｣ 

ｂ 開催日数：４日 

ｃ 参加者数：781人 

 

（イ）「サイエンスバザール夏休み」 

ａ 内    容：｢スライムを作ろう｣ 

ｂ 開催日数：６日 

ｃ 参加者数：2,643人 

 ウ 各種教室 

（ア）コンピュータ教室：３教室  延べ 18日 30回実施  参加者数   434人 

   （イ）実験工作教室  ：２教室  延べ ６日       参加者数    63人 

（ウ）体験スタジオ  ：９教室  延べ 31日       参加者数  1,881人 

（エ）天文教室    ：２教室  延べ ９日             参加者数    172人 

（オ）観望会     ：６コース延べ ８日       参加者数   230人 

エ その他主な事業 

（ア）広報・情報：科学館ニュース（２回）、事業案内（６回）の発行 

（イ）講 演 会：「天体衝突～恐竜を滅ぼした星～」の実施 参加者数246人 

（ウ）ボランティア育成：ａ 体験活動インストラクター養成研修 26人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ｂ サイエンスキャンプ：156人 

           ｃ 登録ボランティア：   21人 

           ｄ 事業ボランティア： 106人 

           ｅ 天文ボランティア：  27人 

（エ）地域子ども教室：地域やNPO団体等と協働して実施しました。 

  27回 延べ557人 メンバー登録者数144人 （天文事業、講演会を除く） 

オ 収益事業 

駐車場及び売店の運営：乗用車20,420台 バス107台 
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