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平成３０年度 第１回倉敷科学センター協議会 議事録 

 

 

【日 時】平成３０年４月２５日（水）１８：００～２１：００ 

【会 場】科学センター研修室及び宇宙劇場 

【出席委員】赤澤委員，富岡委員，山田委員，箕口委員，近末委員，田野委員，小林委員， 

橋本委員，河村委員，江口委員 

【事 務 局】黒瀬部長，浅沼次長，石井参事，藤田館長，河村主幹，三島主任，石井主任， 

樋口嘱託員 

【傍 聴 者】２名 

 

 

１ 開会 

（１）挨拶 

【事務局】ただいまから，平成３０年度第１回倉敷科学センター協議会を開会いたします。 

まず会議の成立について確認いたします。倉敷科学センター条例施行規則第１０条第６項の

規定により，会議は半数以上の出席で成立いたします。現時点で委員数は１０名となっており，

１０名全員の出席をいただいておりますので，会議は成立しております。 

   この協議会は原則公開することになっており，本日２名の傍聴者がいらっしゃいます。 

会議に先立ちまして，教育委員会を代表して，生涯学習部長の黒瀬より御挨拶申し上げます。 

 

【部長】４月の人事異動で，教育委員会生涯学習部長を拝命いたしました黒瀬でございます。本

日は，年度初めのお忙しい中，平成３０年度第１回倉敷科学センター協議会に御出席いただき

まして，誠にありがとうございます。開会にあたり一言御挨拶申し上げます。昨年度，倉敷科

学センターでは，夏休みの企画展をはじめ，プラネタリウムや全天周映画，天体観望会や科学

実験講座等で，前年より 1万６千人以上多い，約１８万人ものお客様に御利用いただきました。

これもひとえに，協議会委員の皆様から的確な御助言・御指導をいただき，科学センターを運

営してまいった結果であると，感謝申し上げます。さて，本日の協議会は，今年度の全天周映

画上映番組及び今年度と来年度の夏休み企画展の選考を御協議いただきますとともに，前年度

の事業実績及び今年度の事業計画について御報告させていただく予定でございます。倉敷科学

センター運営につきまして，委員の皆様には，忌憚のない御意見・御指導をお願いいたしまし

て，開会の挨拶とさせていただきます。どうぞ，よろしくお願いいたします。 

 

（２）委員紹介（事務局が名簿順に氏名を読み上げる） 

 

（３）事務局紹介（自己紹介） 
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２ 会長，副会長の選任 

【事務局】昨年７月で全委員の改選があってから初めての協議会となります。役員の会長，副会

長を委員の皆様に互選で選出していただきますが，いかがでしょうか。 

【特に意見なし】 

 

【事務局】特に御意見がないようでしたら，事務局から提案させていただいてもよろしいでしょ

うか。 

 

【全員異議なし】 

 

【事務局】それでは，会長につきましては，前回副会長であった富岡委員に，副会長につきまし

ては，女性の委員からの選出で，箕口委員にお願いできたらと思います。いかがでしょうか。 

 

【全員異議なし】 

 

【事務局】ありがとうございます。それでは，お二人の委員には，それぞれ会長席，副会長席へ

の移動をお願いします。 

 

（富岡委員，箕口委員が席を移動） 

 

３ 諮問 

  （１）平成３０年度全天周映画上映作品の選定について 

  （２）平成３０年度夏休み企画展の選定について 

  （３）平成３１年度夏休み企画展の選定について 

 

（ここから富岡会長が議事を進行） 

 

４ 報告・協議事項 

（１）議事録署名人の選任 

【会長】まず，本日の議事録署名人２名を決めたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【特に意見なし】 

 

【会長】自薦がなければ，私の方で指名させていただいてよろしいでしょうか。小林委員さん，

江口委員さんでお願いしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 
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【全員異議なし】 

 

【会長】それでは，お二人の委員さん，よろしくお願いいたします。 

 

（２）平成３０・３１年度夏休み企画展の選定について（協議） 

【会長】平成３０・３１年度夏休み企画展の選定について，事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】平成３０年度夏休み企画展の選定について御説明いたします。 

資料１とレジメを参考にしていただき，選考をお願いしたいと思います。 

今日は,平成３０年度の夏の企画展，平成３１年度の夏の企画展の２年分の企画展について，

御協議いただきます。全国の科学館で，夏の企画展は行われており，より早く企画展の内容を

決めることで，人気の高いイベント企画を確保できるという理由から，本日，来年度の夏の企

画展の内容まで御協議いただくことにしております。 

まずは，今年度平成３０年度の企画展の選考を行います。 

実施期間は，今年の夏休み７月２０日から９月２日までを予定しております。候補の選定と

しましては，いくつかの企画会社の提案や，今までの科学センターで実施した企画展の実施状

況を参考にしながら，科学センターで２つの候補を選定しました。 

仮のタイトルは，『恐竜広場へようこそ（提案者の仮称は「ディノパークへようこそ！」）』と

『わくわく錯覚ミュージアム（提案者の仮称は「ふしぎな！ふしぎな！錯覚ミュージアム」）』

です。 

   まず『恐竜広場へようこそ』です。 

「画面で動き出す！お絵かき恐竜」がメインの展示で，塗り絵をした恐竜が，スクリーンに

映し出された大画面の中に登場し，様々な角度・方向に動き始めるのを見て楽しめます。時々

登場して暴れる巨大なティラノサウルスが，画像の世界をさらに盛り上げる仕組みになってい

ます。最新の映像技術を見るだけでなく，子どもたち自ら塗り絵で参加できる体験型の展示物

です。他には，大型恐竜ブラキオサウルスの首にしがみつける展示物や，かわいい恐竜の背中

に乗って写真を撮れるような，小さな子ども向けのコーナーもあります。さらには，恐竜たち

のことを学ぶことができる，タッチパネルの三択クイズなど，家族みんなで古代の生き物「恐

竜」について，楽しく学ぶことができる企画展です。 

   続いて，『わくわく錯覚ミュージアム』です。 

   こちらは錯覚展です。見る人を驚かせ，わくわくさせる「錯覚」は，映像，写真，画像，グ

ラフィックスなど様々なかたちで幅広い分野に展開・活用されています。人間の視覚，脳の特

性を利用した体験ツールとして，最近注目を浴び続けています。一つひとつの作品を，覗いた

り，試したり，いろいろな位置で見たりしながら，自分の目を使って楽しむことができます。

夏休みにふさわしい参加体験型展示であると考えます。錯覚を体験するだけでなく，その仕組

みを学ぶことができ，子どもだけでなく，大人も含め家族みんなが楽しめる科学企画展です。 

以上，この２つの中から，今年の夏休みの企画展を選んでいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 

【会長】それでは，委員の皆様に御協議いただきたいと思います。どなたか，平成３０年度夏休
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み企画展について，御意見や御質問等ございますか。 

 

【委員】『恐竜広場へようこそ』の方は，全天周デジタル映像と連動展示と書いてありますが，も

しこちらに決まった場合は，全天周映画の上映作品の選定が狭まるということですか。 

 

【事務局】このあと選定していただく今年の夏の全天周映画の作品は，どちらも恐竜がテーマと

なっていますので，どちらの映画が選ばれたとしても連動と見なせますので，企画展の内容に

影響を受けて，映画の選定が狭まることにはならないと考えております。 

 

【会長】去年は翼竜が展示に含まれているということで，子どもたちも楽しみにしていたと思い

ますが，錯覚関係は以前の企画展にありましたか。 

 

【事務局】今日お配りしている資料の２－３には，過去１０年間の企画展の内容が掲載されてい

ますが，錯覚をテーマにした企画展はここ１０年間はやっていないのが現状です。似たような

ものですと，平成１９年度に３Ｄ立体展というものをやっていますが，錯覚とは違うものです。 

 

【委員】選定基準などについて，もう少し具体的に示していただきたいです。 

 

【会長】ふだん協議会で議論しているのは，来館されるお子様を意識して，内容的なものも含め

て教育性の部分などが議論の対象となるかと思います。事務局側から補足はありますか。 

 

【事務局】夏休み中の企画展ということで，科学センターへの来場者数が一番多い期間となりま

す。科学センターへ来るきっかけとなるようなものであってほしいと思っています。例年です

と，夏休み中は家族連れで来られる方々が多い期間ですので，子どもたちからおじいちゃん・

おばあちゃんまで年齢を問わず来たくなる，楽しめるイベントであってほしいです。そういう

点は，どちらも満たしていると思いますが，より，その効果が期待できるであろうものを選ん

でいただけたらと思います。 

 

 【委員】過去半分ほど恐竜関係で，小学生はとても恐竜が大好きで鉄板なのかなと思いますが，

続けて恐竜がテーマであっても大丈夫なものですか。 

 

 【事務局】過去を振り返っても，恐竜のイベントは多いです。恐竜がテーマに入ると，非常に来

館者数が多い夏になります。中には，科学センターには，夏は恐竜がいるのではないかと思わ

れるくらい，恐竜が続いているところはあります。去年は，恐竜といっても大きな翼竜のプテ

ラノドンが，天井からつり下げられていて，子どもたちはそれを見るという楽しみに加え，三

面鏡の鏡の迷路がメインとしてありました。今回は同じ恐竜がテーマとなっていますが，自分

が描いた絵が画面の中で動くという，恐竜でありながらデジタル技術にも触れる企画展となっ

ていますので，去年との違いは出てきているのではないかと思います。 
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 【会長】補足すると，インタラクティブといって，双方向でいろいろ働きかけて，画像の中で動

くというようなもので，最近は美術館などでも子どもたちに技術の面白さを伝えるという，似

たようなものを導入しているケースがあります。以前にも一度，科学センターでもコンピュー

ターを使う展示がありましたよね。 

 

 【事務局】平成２８年度に『わくわくデジタルランド』というテーマで，好きな飛行機を描いて

画像の中に取り入れることで，静止画が画像の中で動き始めるというものがありました。この

時も大変好評で，子どもに限らず大人も描いて楽しんでいただけました。 

 

 【会長】は虫類的な恐竜だけではなくて，美術的な楽しさや後の楽しさを取り入れて，子どもた

ちが夏休みの期間に科学センターを楽しむ，と。もちろん科学的な技術も使っていて，そうい

うのも経験するというのは，特色ありますよね。 

『わくわく錯覚ミュージアム』の方も，かなり学術的な方が監修をされており，単に子ども

向けというだけではなく，心理的なものや，人間の眼に訴えかけたり，神経的なものに働きか

けたりするということで，かなり見応えのあるものですよね。 

 

 【事務局】約４０点の体験ができるようになっています。子どもは素直に，不思議なことが起き

て驚くのではないかと思います。大人はなぜそうなるのか，真剣に考え始めてしまうような，

最後までよくわからなくて考えてしまうようなものが用意されています。おもしろさプラス不

思議さを，来館者へ提供できるのではないかと思っています。 

 

 【会長】いずれも工夫された内容だということが，説明で分かったように思います。 

これまでの議論を踏まえて，そろそろ結論を出したいと思います。特に，こちらを推薦した

いというような意見がなければ，会長，副会長を除く委員の皆さんで，挙手による多数決で決

めたいと思います。いかがでしょうか。 

 

【特に意見なし】 

 

【会長】それでは，『恐竜広場へようこそ』が良いと思われる方，挙手をお願いします。 

  

（７名挙手） 

 

 【会長】圧倒的多数ですね。もうひとつの案『わくわく錯覚ミュージアム』については，挙手を

取らないこととし，平成３０年度夏休み企画展は『恐竜広場へようこそ』ということで，決め

たいと思います。 

 

【会長】次に，平成３１年度夏休み企画展の選定について，事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】平成３１年度夏休み企画展の選定について御説明いたします。 

 実施期間は，来年の夏休み７月２０日から９月 1 日までを予定しております。候補の選定とし
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ましては，次の２つです。 

  仮のタイトルとして，『鏡の魔法展（提案者の仮称は「鏡のサイエンスマジック！！鏡の魔法

展」）』と『ジャングル展（提案者の仮称は「アマゾン・アドベンチャー」）』です。 

  『鏡の魔法展』は，私たちの日常生活の中にごく当たり前にある鏡です。自分の姿や，カー

ブミラーのように別の方向の景色を見ることができます。この企画展では，一般的な平面鏡，

凸面鏡，凹面鏡，複数の鏡を組み合わせる三面鏡，合わせ鏡，マジックミラーなどいろいろな

種類の鏡の見え方を体験することができます。鏡のサイズを変えたり，曲げたり，光で当てた

りすることで不思議でおもしろい世界を見ることができます。また，巨大な鏡や，見る世界が

無限に広がる大型の合わせ鏡，鏡に映像を組み合わせた美しい世界など，不思議体験を超えた

感動する体験コーナーもあり，子どもたちはもちろんのこと大人も魔法のような鏡の世界に魅

了される企画展です。 

  『ジャングル展』の一番大きなメインとなる物は，子どもたちにも大人たちにも愛嬌があっ

て大人気のカメレオンで，実物よりはるかに大きい３メートルの大きさのカメレオンが，展示

室の真ん中に登場します。実際に長い舌を伸ばす動きを再現できるインパクトのある展示とな

っています。また，ジャングルに生きる様々な動物たちの生態を，自分自身の体を使ってアク

ティブに学ぶコーナーもあります。セミになりきって木に捕まる展示物や，動物たちのジャン

プ力と競争できるコーナーがあります。子どもたちに人気の動物パズルも，巨大なサイズで登

場します。夏休みならではの家族で楽しむことができる企画展です。 

  以上２点の企画展について，御協議お願いいたします。 

【会長】こちらについても，同様に議論ができればと思います。御意見や御質問等ございますか。 

【会長】『アマゾン・アドベンチャー』と書いてある表紙に，カブトムシやナナホシテントウがい

ますが，アマゾンにいるタイプのものですか。 

【事務局】アマゾンに限ることなく，ジャングル展という大きいくくりで考えていて，タイトル

については，もう少し検討していこうと思っています。 

【会長】鏡の方もおもしろいなと思いますが，前回の翼竜展も鏡の迷路ということで，安全性の

件を御質問させていただきましたが，鏡について安全性が確保できていたり，ガラス製以外の

素材を使ったりとか，何か対策されているのでしょうか。 

【事務局】前回の企画展の選定の際にも，協議会で安全性について確認するよう御指導いただき

ましたが，生活の中で使われている硬いガラスではなく，少したわみのあるような，子どもた

ちが追突しても割れないような素材でしたので，迷路の中で子どもたちがぶつかったり，倒れ

たりすることもありましたが，割れる心配は一切ありませんでした。今回の鏡の魔法展につい

ても，同じことが言えます。 

【会長】他に御意見・御質問等ございますか。 

【委員】ジャンルとしても，生物があまりにも続きすぎるとか，理化学をひとつ挟むとか，そう

いうことも考えた方が良いんでしょうね。 

【会長】以前は単年度で行っていたので，あまり挟み込みという議論はそれほどなかったように

思いますが，事務局いかがですか。 

【事務局】今回は，複数年に渡って決定していただくということもあります。確かに，生き物動

物は集客ということになりますと，過去の実績からすると，非常に多く来ていただいていると
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いうこともありますが，科学館としていろいろな種類の企画展を体験していただきたいという

思いもあります。そういったことも含めて，検討していただけたら良いのではないかと思いま

す。 

【会長】もう一度まとめておきますと『鏡の魔法展』については，サイエンスマジック的なとこ

ろもあり，人間が頭で思っている物理的な現象とは，違うものが見えてきて，それについて謎

解きのような説明があり，大人も見応えがあるものになっています。『ジャングル展』について

は，動物について生物学的な体験・内容を理解してもらうということで，大人にも子どもたち

にも，体験に基づく学習を楽しんでいただくという内容になっていると思います。 

 【会長】御意見・御質問は，もう，ありませんでしょうか。無ければ，こちらについても挙手に

て，結論を出したいと思いますが。 

 【委員】難しいですね。集客で選ぶのか，科学センターとしていろいろな企画を体験してほしい

ということで選ぶのか。幼児の集客で言えば『ジャングル展』だと思います。１回行って楽し

かったからまた連れて行ってほしいと，子どもが保護者にせがむようなものだと思います。い

ろいろなことに取り組んでいることを，科学センターとして伝えたいとなると，『鏡の魔法展』

なのかなと思います。今までも錯覚物などは，いつも選定の候補の中に入っていましたが，い

つも生き物系が残っていました。今回から２年分選定ということになり，集客だけを決め手に

しないのでよいのなら，大人の感覚としても『鏡の魔法展』がいいのかなと思います。ただ，

リピーターのことを考えたとき，これでいいのかなという思いはあります。 

 【会長】重要なポイントだと思います。１点確認しますが，２年分これから毎年決めるというよ

うな御発言がありましたが，今年は２年分決めて，来年度からは翌々年のものを審査するとい

う形ですね。 

【事務局】企画展は開催する年度の４月に決めていたために，よその科学館に人気のあるものは

先に決まっていて，そうでないものを倉敷で行う傾向がありました。一つ先の企画展を選ぶと

いうことで，今回は集客の多い人気のある企画として『鏡の魔法展』を提案していただいてい

ます。しかし，こちらにこだわる必要はなく，科学センターにとって真に良いものを，どちら

か選んでいただけたらと思います。 

【会長】どちらにしても，難しいですね。鏡の魔法などは数学的にけっこう重要なことで，文部

科学省で東京理科大学が，鏡を組み合わせて四面体や三角錐に鏡を置いたときに，中に物を入

れるとどのように見えるか，幾何学を三次元で説明するという難しいことをやっていました。

そういうものも含まれていて，これについてもサイエンスマジックとしては見応えがあると思

います。子どもたちが，即感的に楽しいと思うのは，色目もカラフルですし，確かにジャング

ルの方かなとは思いますね。 

【委員】入りたくなりますもんね。鏡の方は，人気があるものを今回選定したということで，め

ったに手に入らないようなものならば，ぜひ倉敷でも子どもたちに触れていただける機会にな

るのかなと思いますので，すごく選びがたいです。 

【会長】鏡の方もジャングルの方も，人気の高いものとなっていますか。 

【事務局】どちらも他の科学館で行った時の集客は，非常によかったと聞いています。大人の感

覚で感じるより以上に，錯覚展や鏡の方も他の科学館でやった時は実績が上がっているという

ことは聞いています。 
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【会長】事務局としては，どちらが選ばれても見応えのある展示であるという予想のようですの

で，素直に委員の皆さんの御意見で決めていただけたら，と思います。それでは，平成３１年

度夏休みの企画展について，『鏡の魔法展』が良いと思われる方，挙手をお願いします。 

  

（８名全員挙手） 

 

【会長】それでは，平成３１年度夏休み企画展は『鏡の魔法展』ということで，結論付けたいと

思います。よろしいでしょうか。 

 

【全員異議なし】 

 

【委員】鏡を使うときに，例えば「揺れる橋」や「回転する顔」などは，お子様は酔う可能性が

あるので，意識をしておいた方がいいのかなと思います。また，光の具合によっては，てんか

ん発作のおそれもありますので，御配慮いただいた方がいいかと思います。 

【会長】そうですね。特に年齢の低いお子様は酔いやすいですし，てんかん発作も怖いですよね。

決定した後ですが，それらの点につきまして，事務局側には実施に当たって，御配慮いただく

ということで，よろしくお願いいたします。 

【事務局】御意見ありがとうございます。 

 

（３）平成３０年度全天周映画上映作品の選定について 

【事務局】全天周映画の選定につきましては，これから候補作品２作品を御覧いただいてから，

御協議をお願いします。職員の誘導に従って移動をお願いいたします。 

 

（宇宙劇場に移動） 

－宇宙劇場で全天周映画候補作試写－ 

（上映終了後，研修室に移動） 

 

【会長】御覧いただいた２作品の中から，平成３０年度全天周映画上映作品を決めたいと思いま

す。まず，事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】長時間にわたり，２本の映画を御覧いただきありがとうございました。カラーのチラ

シ２束と要項の資料５－１を御覧ください。 

今回選定をお願いしますのは，平成３０年７月からの約２ヶ月間に上映する作品です。プラ

ネタリウムリニューアル前の，ほぼ夏休みの期間です。候補になる作品は，現在映画作品を配

給できる２社から，あらかじめ選ばせていただきました。上映作品は１本ごとに選定するので

はなく，２ヶ月分を１業社と契約します。つまり，どちらか作品の上映が決まりますと，同じ

業者の他の作品が付いてきます。資料５－１の上の表を御覧ください。『ウォーキングｗｉｔｈ

ダイナソー』をはじめとするグループＡのセットか，『ティラノサウルス』をはじめとするグル

ープＢのセットかを選んでいただくことになります。 

先ほどの試写では，夏休み中に上映回数がいちばん多くなるメインの作品の候補を御覧いた



 9 / 14 

 

だきました。今回はプラネタリウムのリニューアルを控え，フィルムの映画を上映できる最後

の機会となります。そのため，お別れイベント的にフィルム映画を上映しようということで，

以前に科学センターで上映した作品の再上映も含めて，御提案をいただいております。 

資料５－２の下側の表は，科学センターの職員を対象とした試写の評価のランキングです。

太字で書かれているものが，今回の候補作品です。得点は十数名の平均ですので，０．１点差

にどこまで意味があるのか，というあたりは注意して御覧いただきたいと思います。資料５－

３の表は，近年の上映作品の一覧となっています。 

本来は，すべての候補作品を試写して御覧いただきたいところですが，時間の制約もござい

ます。御覧いただいた各グループのメイン作品のうち，どちらの作品が，より科学センターで

上映するのに相応しいか，御協議をお願いいたします。 

【会長】それでは，委員の皆様に御協議いただきたいと思います。私の方から再確認ですが，『ウ

ォーキングｗｉｔｈダイナソー』は過去に上映され，人気があったということですか。 

【事務局】はい，そうです。２０１４年から２０１５年にかけて上映していました。 

【会長】グループＢの方は，２０１７年にＮＨＫが制作した『ティラノサウルス』ということで，

最新の内容が入っているということですね。 

  どなたか御意見・御質問等ございますか。 

 

【特に意見・質問等なし】 

 

【会長】補足的に説明させていただくと，私は専門が考古学ですが，古生物ではなくて人間の骨

（こつ）が対象の方ですけれども，同じ生物地球学科に古生物が専門の先生方もいるので，こ

ういった映画について意見を聞いていたんですが，『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』は，コ

ンピュータ・グラフィックスを使って大変迫力がある映像なのですが，子どもたちは少し酔い

そうな面もあったかと思います。一方，NHKが制作した『ティラノサウルス』は，北海道大学

准教授の小林快次先生という，貴重な化石を次々と発掘している大変な恐竜ハンターの方の監

修で，学術的にはしっかりした部分がありました。どちらが選ばれても，間違いがない映画だ

と思います。 

【委員】『ティラノサウルス』は NHKだな，という感じがしました。 

【会長】良く言えばしっかりまとまっていますが，少し小難しい説明が入るので，子どもは眠た

くなってしまうかも知れませんね。 

【委員】『ティラノサウルス』は専門的過ぎる部分がありましたが，好きな子にとっては集中した

くて，行ってみたいなぁ，自分で探してみたいなぁと思いますね。 

【会長】化石自体が好きな子にとっては，『ティラノサウルス』の方が，化石をちゃんと紹介して

います。『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』だと，化石は出てこなくて，復元した生き物とし

て見ている感じです。 

【委員】『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』は，死骸が見えないようにするなど，子ども向けと

して，上手に描けているなと感じました。 

【会長】家族愛のようなものもあり，恐竜映画で初めて涙しました。 

  お子さんにはどうでしょうか。幼児には難しかったり，怖かったりという気もしますが。小
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学生は大丈夫でしょうか。 

【委員】そうですね。好きな子は，『ティラノサウルス』は絶対に好きだと思います。小さい子ど

もたちのイメージでは，ティラノサウルスは毛羽立った恐竜じゃないと思いますが，今日映画

を見て，毛羽立った映像で復元されているのがリアルだなと感じました。そういった監修の行

き届いたところは，高学年向きかなと思います。小さい学年の子に見やすいのは，『ウォーキン

グｗｉｔｈダイナソー』だと思います。 

【会長】グループＢには，『かいけつゾロリ』が付いてくるということで，子どもたちにかなり人

気がありそうですね。 

【委員】特に小学生は，文句なしに見るでしょうね。 

【会長】親も安心して見られますね。 

【委員】『ティラノサウルス』を見て，『かいけつゾロリ』を見て，というとギャップが激しいで

すよね。でも，その分，（中・高学年以上と低学年以下の）兄弟でも見られるかなと思います。 

【会長】事務局から併映作品について，補足はありますか。 

【事務局】見ていない作品で判断するのは難しいと思いますので，基本的には，御覧いただいた

メインの２つの作品の中から選んでいただくようになるかと思います。 

【委員】来場者の年齢層は，どのようになっていますか。 

【事務局】交通の便が不便なところもあり，子どもは親もしくは祖父母と一緒に来る形が多いで

すね。そうすると，年齢層は低くなり，保護者と一緒ということが多いですね。 

【委員】上映期間が２ヶ月ということは，どのような上映になるのですか。 

【事務局】普段は今回のようなことはありません。現行のプラネタリウムシステムが，ここで終

わりということで，特にＡの方の会社には，がんばって多くの本数の御提案をいただいていま

す。機械的には一度に２本しか載らないので，夏休み２ヶ月を区切って，上映作品を変えてい

くことになります。 

【委員】その場合，『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』は必ず入れるということですか。 

【事務局】お手元のカラー資料のように上映スケジュール案はいただいていますが，配給会社と

の相談になります。映画会社とのライセンス契約のこともありますが，今現在，同じ機械を扱

っている館は，倉敷科学センターしかありませんので，ある程度は要求すれば変更することは

可能だと思います。今の時点では，『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』を含むＡの会社からは，

４つ期間に区切って作品を切り替える上映スケジュールを御提案いただいているところです。 

【会長】グループＡは出だしが『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』と『シャクルトン奇跡の生

還』があって，７月２４日から『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』と『ライフ』，８月７日か

ら『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』と『小さな世界はワンダーランド』，８月２１日から『小

さな世界はワンダーランド』と『エベレスト』ということが，一応の，提案ですね。 

【事務局】『小さな世界はワンダーランド』も３年前に上映していたので，見覚えのある委員の方

もいらっしゃると思います。『小さな世界はワンダーランド』と『ウォーキングｗｉｔｈダイナ

ソー』は，かなり強力な人気作品であると認識しています。 

【会長】こちらも，家族愛的な子どもの冒険のような内容でしたね。 

【事務局】リスとネズミが主人公のキャラクターです。どのように撮影したのかなという映像を

つないで物語を作っています。 
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【委員】中高生や大学生，大人の方も多く観に来られるのですか。 

【事務局】どうしても交通の便が厳しいところがあって，近くのお子さんは来られますが，なか

なか自分だけで来ることが難しいです。そういった点から，中高生はメインの客層ではありま

せん。 

【委員】大人の２０代の方などはどうですか。 

【事務局】大人の方はもちろん，興味のある方は大勢来られますが，やはり，家族連れがメイン

になるかと思います。 

【会長】修学旅行や社会科見学など，学校単位ではどうですか。 

【事務局】これまでのパターンで言うと，夏休みに学校の先生が来られて，良かったので秋の遠

足でということがありましたが，今回は秋につながらないというところがあります。 

【会長】他に御意見・御質問等ございますか。 

 

【特に意見・質問等なし】 

 

【会長】それでは，これまでの議論を踏まえ，そろそろ結論を出したいと思います。どちらにな

っても，それぞれ教育的な効果もあり，迫力ある映像もあり，家族で楽しめる作品の組み合わ

せもあるということですから，選定基準としては，教育的な効果や，夏休みに家族で科学セン

ターに来て科学に親しむということを目的に選んでいただければと思います。上映順に，挙手

でお伺いいたします。 

グループＡの『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』の方が良いと思われる方，挙手をお願い

します。 

 

（８名全員挙手） 

 

それでは，今年度の全天周映画は，グループＡの『ウォーキングｗｉｔｈダイナソー』とい

うことで，結論付けたいと思います。 

 

（４）平成２９年度事業報告について 

（５）平成３０年度事業計画について 

 【会長】事務局から平成２９年度倉敷科学センター事業の実施報告をお願いします。 

【事務局】昨年度の事業の実施報告をさせていただきます。 

資料２から御覧ください。 

まず資料２－１ですが，平成２９年度の科学展示室，プラネタリウム，全天周映画それぞれ

の月ごとの入場者数を挙げています。やはり，７月・８月に来館者数が非常に多くなっていま

す。夏にどれだけお客様に来ていただけるかで，一年間の合計数に影響されてくるということ

が窺えます。 

資料２－３を御覧ください。５番は，昨年度の来館者数の総合計１７９，１５６人の内訳で

す。大きく分けて，科学展示室が８９，６２７人，宇宙劇場が６２，５８３人，講座・イベン

ト等で２６，９４６人でした。人数的には，毎年のことですが，科学展示室を御利用の方が一
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番多いということになります。８番は，夏休み企画展について，過去１０年間の８月の入館者

数を記載させていただいています。６番は，倉敷市内の全校児童に配布しているいきいきパス

ポートの利用者数ですが，概ね毎年 1 万人ほどの利用があるということで，昨年度も平年並み

の利用でした。７番は，真備町にある真備天体観測施設の利用状況ですが，観望会・講座とも

ほぼ平年並みの利用がありました。 

資料２－２を御覧ください。２番は，月ごとのもの利用者数。３番と４番は，学校団体がど

れだけ来られているかが分かる集計です。概ね，平成２９年度は３万人を超えるということで，

こちらも平年並みということがわかります。 

資料３－１を御覧ください。２番は，各イベント・講座等の人数内訳を記載しています。年

間通していろいろな講座を行っています。一番多いものは，特別企画の中の「青少年のための

科学の祭典」というもので，毎年１１月第２土曜日と日曜日に行っています。２日間でのべ６，

１００人の方に来ていただきました。特別企画につきましては，予約不要で参加自由という形

です。各講座については，予約が必要なものも，たくさんあります。 

資料３－２を御覧ください。３番は，昨年度協議会で御協議いただきました，夏休み企画展

を『とんでも翼竜ランド』というタイトルで行った結果です。展示室の入場者数でカウントし

ていますが，夏休み期間中７月２０日～８月３１日までの３７日間で３万人近くの方に御利用

していただきました。とても入場者の多い，夏の企画展となりました。ありがとうございます。

４番は，昨年度１年間どのような番組を上映したのか，一覧を掲載しています。 

資料４を御覧ください。平成３０年度の事業計画です。昨年度までと異なるところは，プラ

ネタリウムが９月からリニューアル工事に入り，約半年間，御利用いただけなくなることから，

昨年度は１７９，１５６人の来館者数でしたが，今年度はそこを見越して年間としては少し減

らした１４万人程度の来館者数を見込んで各事業の計画を立てています。 

【会長】平成２９年度の事業報告について，平成３０年度の事業計画について何か御意見・御質

問等ございますか。 

【会長】科学センターの外にある観測施設を活用した場合，どこかに入っているのですか。 

【事務局】この建物の外に，もともと倉敷天文台で使っていた白い木造平屋建ての観測室があり

ます。国登録有形文化財であることから，望遠鏡を設置して使うのは年に２回くらいです。何

も空調が効かない施設なので，主に，春と秋に，昼間の太陽観察会で活用しています。活動実

績は，資料３－１の２番（３）公開教室の中の『天文台公開等』の項目に集計されていますが，

この回数と人数には，ライフパーク倉敷屋上の天文台を昼または夜に公開する会のほか，倉敷

駅北のくらしき未来公園で行う中秋の名月観察会など，施設外の出張観望会も含まれています。 

【会長】登録文化財になっているような物も活用しながら，市民に知識を普及しているというこ

とですね。 

他に御意見・御質問等ございますか。 

 

【特に質問なし】 

 

【会長】それでは御意見・御質問は出尽くしたということで，報告は認められたこととします。 

平成３０年度事業計画についてもお話いただいたので，こちらも承認ということでよろしい
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でしょうか。 

 

【全員意義なし】 

 

これで，すべての報告・協議事項について終了となります。 

 

（６）その他 

 《プラネタリウムの更新について》 

 【事務局】資料の一番最後にあります，「新プラネタリウムの概要」というカラーの用紙を御覧く

ださい。今年の２月の議会前後に，議員のみなさまを中心に配布し，プレス発表等で公開した

資料になります。今度３月にリニューアルオープンする予定の，プラネタリウムの概要という

ことで提出させていただいたものです。特徴としまして，最新のハイブリッド型プラネタリウ

ムということで，今御覧になった施設にもあります光学式の星空を映し出す装置とプロジェク

ターで補助的な映像を交えながら，最新鋭のプラネタリウム番組が投映できる装置を導入いた

します。それに併せて，倉敷独自の特徴を出そうということで，「倉敷方式デジタルパノラマ投

映フォーメーション『くらしきデジタル１０Ｋ（仮）』」を導入します。これはどういうことか

と言いますと，今日御覧になっていただいたドームスクリーンの下側の方に，星空とは別に  

現在も地上の風景として瀬戸大橋の静止画を映していますが，今度はその景色を動画で，いか

にも本当に鷲羽山から星空を眺めるときのように，地上と空とのつながりを一体的な景色とし

て，リアルに再現しようという試みです。ぜひこの特徴を生かして，倉敷の目玉としてプラネ

タリウムをリニューアルオープンしたいと考えていますので，よろしくお願いいたします。な

お，休演期間については，夏休みの終わりの９月３日から来年の３月の春休みの前までを予定

しております。その間，科学展示室については通常通り開館していますので，みなさまに御利

用いただきたいと思います。 

 

 《第２回協議会の開催について》 

 【事務局】最後に，今回の科学センター協議会は第１回ということですが，例年１回しか行って

いませんでしたが，今年から選定していただくものの時期が変わりますので，２回目を開催し

ようと考えています。リニューアルオープンにあわせて，新しいプラネタリウムで投映する上

映番組を選定しなければなりませんが，上映開始が３月ですので，年度内となります。そのた

めに，もう一度試写会をして，リニューアル後の番組をみなさまに決定していただく会を設け

る予定です。時期としては，プラネタリウムの休館前，７月８月のあたりでみなさまの御都合

をお伺いすることになりますので，よろしくお願いいたします。 

【会長】御意見・御質問等ございますか。 

 

【特に質問なし】 

 

【会長】これで，すべての報告・協議事項について終了となります。 

 




