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星空ガイド ８月１６日～９月１５日

※惑星は２０２０年９月１日の位置です。

よいの星空
８月１６日２２時頃

９月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
８月１６日 ４時頃

９月 １日 ３時頃

１５日 ２時頃

［太陽と月の出入り（大阪）］

月 日 日の出 日の入 月の出 月の入 月齢

８ １６ ５：１９ １８：４４ １：５０ １６：４４ ２６.４

２１ ５：２２ １８：３８ ７：２４ ２０：１９ ２.０

２６ ５：２６ １８：３２ １３：０９ ２３：２５ ７.０

９ １ ５：３０ １８：２４ １８：１５ ４：０７ １３.０

６ ５：３４ １８：１７ ２０：３５ ８：５２ １８.０

１１ ５：３８ １８：１０ ２３：３７ １３：３５ ２３.０

１５ ５：４０ １８：０４ ２：４０ １６：５７ ２７.０

星空ガイド
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まだまだ、木星と土星を楽しもう！ そして火星も…

先月号（うちゅう７月号）でも、

木星と土星をご紹介しました

が、まだまだ南の空で明るく目

立っています。８月２８日から

３０日にかけては、これらの惑

星と月が近くでならんで光りま

す（図１参照）。木星と土星は

夜空でだんだん近づいており、

年末頃には、夕空西の空で非

常に接近したようすを見ること

ができます。

また今の時期、夜１０～１１時になると、東の空に火星ものぼってきます。現在マイ

ナス２等級ほどと、だいぶ明るくなってきました。地球に最接近する１０月６日はマイ

ナス２.６等級、さらに明るくなります。

明け方の金星とプレセペ星団の接近

９月１３日の明け方に金星とプレセペ星団が

接近します。双眼鏡で見ると、明るい金星のそ

ばに暗めの星が１０個～２０個ほど集まっている

のがわかります。それがプレセペ星団です。

プレセペ星団は、かに座にある散開星団で、

２００個以上の星が集まっています。金星との

最接近は１３日ごろですが、１０日ごろから１７

日ごろにかけて双眼鏡の同一視野内に見るこ

とができます。

［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

８ １６ 日 明け方に月と金星がならぶ

１９ 水 ●新月（１２時）

２１ 金 月が最近（３６３,５００ｋｍ）

２３ 日 処暑

２５ 火 旧七夕

２６ 水 上弦（３時）

２９ 土 準惑星ケレスが衝

月と木星・土星がならぶ

３１ 月 二百十日

月 日 曜 主な天文現象など

９ ２ 水 ○満月（１４時）

６ 日 月が最遠（４０６,３００ｋｍ）

７ 月 白露

１０ 木 下弦（１８時）

１２ 土 海王星が衝

１３ 日 金星とプレセペ星団が接近

１４ 月 明け方に月と金星がならぶ

図１．８月下旬夜９時ごろの空
（ステラナビゲータ１０で作図）

西野 藍子（科学館学芸員）

図２．９／１３午前３時３０分ごろの空
（ステラナビゲータ１０で作図）
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心を動かすイベントの作り方

図１．一般公開２０１９ポスター
元素がテーマ、黒い炎が輝く。

物質・材料研究機構 小田倉 碧

・超巨大な「人力ヘリコプター」で揚力を生み出し、フワッと浮き上がる体験。

・民間企業が開発した「宇宙日本食」を組み合わせ、ＩＳＳ宇宙定食を作って食べる。

・仮面ライダービルドとコラボして、研究機関のＷＥＢサイトをライダー一色に。 等々

筆者は１３年に渡り、ちょっと変わった科学イベントを作り上げてきた。上の２つは、

つくばエキスポセンターという科学館での仕事。３年前に転職し、現在は国内で唯一
ニ ム ス

物質・材料科学を専門とする研究機関である物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）の広報

室でイベント担当をしている。

私の担当するイベントの１つ「一般公開」は、毎

年４月の科学技術週間中に、茨城県にある

ＮＩＭＳの３研究地区を一斉に公開する。普段は入

ることのできない 先端のラボを６０件以上公開

し、世界一の装置を前に研究者と語り合うことが

できる。入場すぐに材料のチカラを感じられるウエ

ルカム実験から始まり、特別講演会や融点の低

いスズを溶かしてオリジナルのメダルを作る工作

など、１日で回り切れないほど盛りだくさんな企画

を用意している。

イベント自体の魅力、そして１６万人を超えた

Ｙｏｕｔｕｂｅ登録者数の増加に伴い、来場者数が

毎年千人規模で増加、昨年は１日で６千人にご

来場いただいた。早朝から開場を待ちわびる長蛇

の列ができ、スタッフはノベルティの「超伝導あめ」

が足りなくなるのではないかと毎回ヒヤヒヤしている。

となると聞かれるのが、どうしたらそんなに楽しく人を集められるの？ということであ

る。いままであまり耳にすることもなかった「材料研究」という言葉。その施設公開を心

待ちにする人たちの急増。材料研究と予算は不変。とすると、変わったのは【魅力の

伝え方】だ。

ＮＩＭＳ
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図２．白色ＬＥＤに欠かせない
サイアロン蛍光体

私は研究者ではない。しかも、大学の専攻は生物。ただ、科学オタクでミーハー

だ。次期こうのとり（ＨＴＶ‐Ｘ）を心待ちにし、しんかい６５００に乗りたい。根っからの科

学オタクだからこそ前職の科学館時代から、科学の魅力や奥深さをどう伝えるかに

関しては普通の人より工夫してきたつもりだ。ここでは、過去の取り組みを例に心を動

かす科学イベントを作るちょっとしたヒントをまとめてみようと思う。

私がこの文章を書いているのが２０２０年６月１８日。東京都に出ていた緊急事態

宣言が明けて２４日目だ。コロナ禍で多くのイベントは中止に追い込まれている。で

も、伝え方の基本ができれば、オンラインでも十分魅力は伝えられる。こんな時代だ

からこそ、あなたの心の中の想いを多くの人に伝える一助となれば幸いである。

１．人の心を動かす推進力は、自分の心が動いたか。

ＮＩＭＳの研究本館ロビーには、金属元素を中心に

７２個の実物元素が納められた「実物元素周期表」が

鎮座している。

物質・材料の研究では、個々の元素が持つ特性を

使って新しい材料開発を進めていく。ＮＩＭＳでは、自動

車の耐熱材料として使用されてきたサイアロン焼結体

にＥｕ（ユーロピウム）元素を添加し青色ＬＥＤで励起さ

れる蛍光体を創り出した。現在では白色ＬＥＤ電球を

構成する際に欠かせない材料となり、青色ＬＥＤのノー

ベル賞に繋がった。

それほどまでに元素のチカラは大きい。ＮＩＭＳの「実

物元素周期表」には、元素のチカラを引き出し新しい

材料を創り出すという決意表明が込められている。

２０１９年は、ロシアの科学者メンデレーフが元素の

周期律を発見して１５０周年の記念の年であった。ユ

ネスコの国際年にも制定されていたため、日本化学会

を中心に国際周期表年実行委員会が組織され、国内

外で周期表年を祝うイベントが多数行われた。

ＮＩＭＳ一般公開でも全体テーマを「元素のチカラを知りつくせ！」として、大体的に

元素を取り上げることにした。招待講演では、元素をテーマに現役の花火師さんや

「一家に１枚周期表」の発案者である玉尾先生（元日本化学会会長）にご講演をい

ただいた。ポスターの表紙を飾った「元素のイタズラ！黒い炎」もウエルカム実験とし

ＭＩＤＯＲＩ ＯＤＡＫＵＲＡ
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図３．「推し！元素バッジ」とバッジをつけて解説する研究者

て玄関のロビーで実演を行った。

多彩な仕掛けを用意した中で、非常に多くの好評をいただいた企画がある。

それが、「推し！元素バッジ」である。

私がＮＩＭＳに入所した直後、主要研究室を訪問した際に１番驚いたのが、各部屋

に「元素周期表」が貼り出され、日々それを見ながら研究が進められているということ

だった。大変失礼ながら、周期表というものは教科書中にある古典的なもので、現代

科学において周期表で元素の組み合わせを見ながら研究するなんて！、とアタマを

打たれたような衝撃を覚えた。

後に、先述のような元素のチカラを十二分に発揮した研究成果を知るごとに、私

の中でその事実を多くの人に伝えたいという欲が湧いてきた。元素のチカラ、そして元

素を巧みに操る研究者の存在を知ったら、みんなもビックリするぞ！と。

そこで、一般公開では

１１８種類の 「推し！元

素バッジ」を作り、ラボで

解説をする研究者やス

タッフに、１人２種類つけ

てもらうことにした。

ＮＩＭＳには、金属材料

から電池や生体材料に

至るまで幅広い研究者が所属している。構造材料系の研究者だったらＦｅ（鉄）と強

度を高めるＷ（タングステン）、磁石研究者だったらＮｄ（ネオジム）と耐熱性能を上げ

るＤｙ（ジスプロシウム）など、研究者に申請してもらいＮＩＭＳ以外では考えられない個

性豊かなラインナップが揃った。

研究者はシャイな人が多い（それが時に気難しく映るのだけど）。でも、来場者から

「なんで、『Ｎｉ（ニッケル）』なんですか？」なんて聞かれたら、「ＮｉはＮＩＭＳが作った耐

熱超合金のベースとなる元素で、 新鋭のジェット機ボーイング７８７の…！」と、話は

止まらないだろう。バッジが研究者と来場者のコミュニケーションツールとなるのだ。

加えて、各ラボに推し元素のスタンプを配置した。パンフレットの周期表を穴埋める

と、ＮＩＭＳ全体で取り扱う元素が明確になる。元素のみならず、周期表とのつながりを

強く感じてもらうためだ。

ＮＩＭＳ
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当日はこれが功を奏した。私が 初に感じた通り、ラボを回った来場者からは

ＮＩＭＳと元素の関わり合いを驚く声で溢れ、元素バッジをプレゼントしていた桜地区で

は循環バスに１時間以上の待ち行列ができ、急遽臨時便を増便することとなった。

実は、開催前からバッジ欲しさに研究員が殺到していたので、成功の予感は既にあ

ったのだけれど。

人の心を動かす方法は非常にシンプル。それは、自分の心が動いたかどうかだ。

自分が感じた１番面白いと思う部分にターゲットを導くこと。それを忘れずに企画すれ

ば、必ず気持ちに同調してくれる人がいる。そして、参加者が自発的にもっと知りたく

なるような、背中を押す仕掛けをつくれればもっといい。

１つ６０円のバッジが気持ちを動かす。自分の科学に感動した気持ちが伝わって、

誰かの人生を変えるかもしれない。それが、科学イベントを企画する醍醐味だ。

２．専門家のチカラを借りよう。こだわりの裏話こそが面白い。

元素＆周期表祭りのようだった２０１９年から打って変わって、２０２０年４月１９日

に予定していた一般公開は、新型コロナウイルスの影響で施設公開の中止を余儀な

くされた。６千人が参加してくれる一般公開をこのまま中止にするのは勿体無い。一

般公開と同様、中高生を対象に材料研究への興味を膨らませようということで、

ＷＥＢ一般公開を検討することにした。

中止決定直後の３月初旬、広報室内で企画アイディアを出し合った。「材料３分ク

ッキング」や、「材料なんでも相談室」なんていう魅力的な企画が持ち上がり、私は

バーチャルリアリテイ（ＶＲ）映像を制作する担当になった。

私を含め担当は３人、ＶＲ動画なんて制作したことがない素人集団。ただ、

ＷＥＢ一般公開でＶＲ動画を制作するっていうだけで、言葉のワクワク感は大きい。リ

アル公開の近さや空気感を伝えられる迫力のＶＲ映像が撮れれば、面白い企画に

なるぞという期待感があった。

ＶＲ撮影用の３６０°撮影カメラ（リコーｔｈｅｔａ）を研究拠点から借り、予算も時間も

ないことから、企画から撮影・編集まで自分たちで行うことを決めた。（腹を括ったとい

うほうが正しい！）

ＭＩＤＯＲＩ ＯＤＡＫＵＲＡ
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図４．ガイド付きラボツアーの様子
と朝一の満員表示

図５．完成した「３６０°ド迫力
ＶＲ大作戦」のサムネイル
スマ ホ のＹｏｕｔｕｂｅア プ リ で
３６０°ＶＲ映像を再生すると、
スマホの動きに合わせて画面
が動き、まるで自分も研究現
場に立ち会っているかのような
気分が味わえます。

ＮＩＭＳの一般公開には、毎年オープン直後に

当日のチケットがすべて売り切れる（無料だけど）

超人気企画がある。それが「ガイド付きラボツ

アー」だ。研究者がガイドとなり、普段は見ることの

できないラボや設備を回ることができる。

複数あるツアーの中でも１番人気なのが、今回

ＶＲの題材とした“火花飛び散る！合金の加工現

場”を巡るツアーだ。

動画では、１９６６年から続く、高温で金属を引

っ張り、伸びを測る試験（クリープ試験）も取り上

げ、ＮＩＭＳは新しい合金を生み出す研究から性能

評価までを一貫して行っている、という企画を組

み上げた。

たんぞう

金属を叩いて加工し強化する「鍛造」、ドロドロ
ちゅうぞう

の金属を型に流し込む「鋳造」は凄い迫力だ。５０年以上の歴史と５００台のクリープ

試験機は圧巻だ。だけども研究の細かな詳細や作業の工程など、いくら文献を調べ

てもわからないことだらけだった。そこで、研究者・エンジニアへの出演交渉と共に企

画案を説明し、自分で調べた情報をより正確なものへアップデートしていくことにした。

彼らと共に試験の様子を何度も見学し、一般公開のデモンストレーションと研究の

違いを教わった。合金を叩き組織をミルフィーユ状に加工することで強度を高めるこ

と、クリープ試験エンジニアは震度３以上の地震で昼夜問わず現場に駆けつける！

などなど、書き出したらキリがないほど。現場でしか分からない生の情報を集めること

が出来た。画角も緻密に相談し、大迫力の映像に繋がった。

ＮＩＭＳ
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図６．ＷＥＢ一般公開の
ＶＲ解説コーナー
動画開始５６分から

図７．在宅中に制作した「材料なんでも
相談室」
ラップの材料、実は２種類あるんです！

これは７分のＶＲ動画に収まらず、後に

ＷＥＢ一般公開の１コーナーで熱く語ってもら

うことになり、真摯な取り組みに対する多数

の好意的なコメントを貰うに至った。

完成したＶＲ動画を見てもらうと分かるの

だが、合金の研究に携わっているだけあっ

て！？”強面”がロビーにずらーっと並んでい

る。研究者はとにかく忙しくて怖そうだ。

だが、情報を発信する立場に立った時、発信する情報が正確であることは何よりも

大切なこと。自分で調べたことに留めず、研究者やその道の専門家を味方につけて

ほしい。一見怖そうに見える彼らは、職業柄「探求心」のカタマリのような人たちばかり

だ。こちらの趣旨を説明し、それが面白い＆自分に関することだと思ったら協力は惜

しまないだろう。だから勇気を出して聞いてほしい。本や論文に載っていない、あなた

が引き出した現場の裏話こそが面白いのだから。

３．イベントの構成を決めよう。入口のハードルは低く、沼は深く。

ここまで読んでくれた方の中には、研究機関の中で予算やバックグラウンドがある

からイベントだって上手くいくんでしょう？と感じた方もいるかもしれない。そこで、予算

ゼロ、在宅勤務中の動画企画を 後に紹介したい。

４月１６日、茨城県知事から外出自粛要

請が発令された。ステイホーム中でも材料に

対する興味関心を高めてほしいと、ＷＥＢ一

般公開の「材料なんでも相談室」に寄せられ

た質問に動画で先行回答することになった。

寄せられた質問は「ラップはなぜピタッと

張り付くの？」。問題となったのは、伝える順

番だ。

ラップがくっつく理由は大きく２つある。１つ目は、分子同士を近づけるとお互いに

引き付けあう「ファンデルワールス力」。 ２つ目は、お馴染み「静電気」。皿やガラス

はプラスに帯電し、ラップはマイナスに帯電するためお互いに引き付けあうのだ。

スマホでＹｏｕｔｕｂｅを見ている人たち、馴染みのない「ファンデルワールス力」の説

ＭＩＤＯＲＩ ＯＤＡＫＵＲＡ
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明を素直に聞いてくれるだろうか。そこで、伝える順番を組み替えた。

＜組み替えたラップ動画のながれ＞

① 解説をせず、「静電気」でラップが吸い寄せられる実験を見せる。

② プラスのガラスにマイナスのラップが引き寄せられる「静電気」の解説。

③ では、なぜマイナスのラップ同士を重なるとお互いに貼り付くのか？

④ 「ファンデルワールス力」が原因。それを使うイモリの粘着材料を紹介。

ぜひ動画を見てほしい。先に④の解説から入ったら、視聴をすぐに辞めていたので

はないだろうか。 初から難しい話をしない。視聴者が引き込まれてもっと知りたい！

という欲が出てきてから、詳細な解説を入れて深い知識の沼に誘うのだ。

この動画は、ＺＯＯＭの録画機能を使い、在宅勤務中に私物の８年物のＰＣで編集

した。いまやスマホやタブレットでも撮影出来るし、編集も無料ソフトで簡単に出来る。

つまり、場所や予算は関係ないのだ。シンプルに、３つの魅力の伝え方ができれ

ば、あなたの内に秘めた思いを表現できるということなのである。このぐらいだったら、

すぐにでも始められる気がしてきたでしょう？

４．面白いと感じた科学を世の中に発信してみよう。

ＮＩＭＳの動画や一般公開のアンケートには、材料研究の面白さ不思議さに触れ

て、人生が変わった。研究者を目指すために大学の材料専攻に入ったなど、大変嬉

しいコメントが付く。

私はこれからも、未来の科学者たちに向けて心を動かすイベントを作り上げていく。

あなたも、科学に感動した気持ちを膨らませて世の中に出してみてはどうだろうか。イ

ベントだって動画だっていいのだ。そして、１度だけでなく何度も企画することだ。お客

さんや視聴者の反応だけが自分を成長させることが出来るのだから。

本稿をまとめるにあたり、日々の活動を支えてくださる広報室の皆様に感謝します。

著者紹介 小田倉 碧（おだくら みどり）

物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）広報室のイベント担当。

１９８１年茨城県生まれ。つくばエキスポセンター科学館

で約１０年のイベントや展示制作経験を経て、現職。２児

の母。好きな言葉「想像できることは実現できる」。

ＮＩＭＳ
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ヘアードライヤー

図１．ヘアドライヤー

科学館は家電製品もコレクションして

います。図１のヘアドライヤーは、そんな

資料の一つで、 近の家電製品が意

外とないことから、２００３年に「新婚家

庭がそろえる家電」というコンセプトでそ

のときのリーズナブルな家電一式を購

入した一つです。他には懐中電灯、テ

レビ、エアコンなども購入、多数を２００８

年のリニューアル時から展示場１階で

公開しています。

さて、家電のなかで古いといえば照明です。１９世紀末には使われるようになりまし

た。逆に、 近のものといえば携帯電話などの情報家電があげられます。タッチパネ

ル式のスマホｉＰｈｏｎｅは２００７年に発表されました。では、美容家電に位置づけられ

るヘアドライヤーはどれほどの歴史があるのでしょうか。実はかなり古い方で、１９２０

年代には登場していました。ただ、当時はパワーが弱く、かつ金属製で重く、手軽に

使えるものではなかったようです。１９３７年には３００Ｗのドライヤーが登場しますが、

戦争などもあり普及せず、また、温度制御などもなく、扱いには慣れが必要なものでし

た。戦後は１９５５年に家庭用ドライヤーが再登場し、１９７０年くらいには温度制御つ

きのとりあつかいやすい製品が登場します。並行して素材革命もあり、プラスチック製

で軽量なドライヤーが１９７０年代後半

から普及していきます。（図２）。消費電

力も１０００Ｗに達します。昔はブレー

カーがよく落ちました。これも展示してい

ますので、展示場が再開したら実物を

みてください。いまからみるとゴツい感じ

ですが、当時は画期的だったんです

ね。

ところでヘアドライヤー開発の直近の

テーマはコードレスだそうです。さて、い

つエポックな製品がでますか。

渡部 義弥（科学館学芸員）

大阪市立科学館では、化学・物理・天文学・科学技術に関連した資料を収集しています

コレクション 資料番号 ２００３-２３

図２．１９７０年代のヘアドライヤー
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天文学の貴重書を展示中

企画展示「歴史資料で見る科学のあゆみ」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、科学館の展示場公開は２月２９日から

休止していましたが、７月２１日に再公開することができました。

現在、展示場４階では、「歴史資料で見る科学のあゆみ」と題した企画展示を開

催中です。科学館が所蔵する貴重書など１０点の資料を通じて、近代化学と天文学

の黎明期を中心とした科学の足跡をご紹介しています。ここでは、そのうちの天文資

料をご紹介します。

コペルニクスからガリレオへ

近代天文学の黎明期において大きな衝撃を与えたものとして、１６世紀にコペルニ

クスが提唱した太陽中心説（地動説）があります。

宇宙の体系に対する人々の考察の歴史は古く、初期には自分たちが住む環境や

神話などで説明が試みられました。古代ギリシアになると、天体の動きや自然哲学的

な考察から、天動説や地動説などが提唱されましたが、やがて当時の観測結果を合

理的に説明できる天動説が主流となりました。特に２世紀にプトレマイオスが体系化し

た説は、その後一千年以上もの間大きな影響力を及ぼすことになります。

写真２：『天文対話』第二版の表紙写真１：『天文対話』初版の扉絵

天文の話題
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写真３：ホイヘンスの土星スケッチ

１６世紀になり、コペルニクスは天動説と周転円で説明されていた惑星の軌道が

複雑であったことから、複雑さを解消するために太陽を中心に置く説を考えました。こ

の考えは、単に天体の運動論の観点からだけでなく、従来からの宇宙観に対する矛

盾の指摘、望遠鏡による観測事実、力学的説明、光行差の検出などにより裏付けが

行われ、やがて地動説は揺るぎないものとなっていきました。

展示では、コペルニクスの『天体の回転について』（複製本）のほか、彗星を太陽

系天体であることを裏付けて従来の宇宙観の矛盾を指摘したチコ・ブラーエの著作

集、天動説と地動説について対話形式で論述したガリレオ・ガリレイの『天文対話』な

どを紹介しています。特に、『天文対話』は、１６３２年の初版本のほか、１７１０年に

出版された第二版も併せて展示しています（写真１，２）。ガリレオが裁判で有罪とさ

れた時に『天文対話』は禁書となりましたが、その中でも出版が行われていたことを示

す資料です。

望遠鏡のインパクト

肉眼でとらえることができない暗い

天体、遠い天体をつぶさに見ることが

できる望遠鏡は、現在の天文学には

欠かせない道具です。

望遠鏡は今から約４００年あまり前

の１６０８年に発明されました。その知

らせを聞いたイタリアのガリレオは、翌

１６０９年に自ら製作した望遠鏡で初

めて天体を観察しました。そこで彼が

見たものは月のクレーター、太陽黒点、木星の衛星、金星の満ち欠けなど、これまで

誰も見たことのなかった天体の姿でした。それ以降、望遠鏡による数多くの発見が、

古代から信じられてきた宇宙観を覆し、天文学の近代化を進める大きな力となりました。

展示では、ガリレオの望遠鏡の精密レプリカに加え、土星の環がリングであることを

発見したホイヘンスの著書『コスモテオロス』（写真３）などを紹介しています。

化学の貴重書も展示中！

そのほか、企画展示では近代化学の名著として名高い、ロバート・ボイルの『懐疑

的化学者』、ラボアジェの『化学要論』などの貴重書も展示中です。場所は展示場４

階、サイエンスタイムトンネルの入口付近。皆様のお越しをお待ちしております。

嘉数 次人（科学館学芸員）

Ｔ．ＫＡＺＵ
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おりひめ、ひこぼしを見よう

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

みなさんは、夜空で「おりひめ」「ひこぼし」を見たことはありますか？

７月７日の七夕は先月でしたが、七夕の星たちは、７月よりも８月の方

が空の高いところ、見やすいところに見えています！
は ん い

８月の夜８時～９時ごろだと、頭の真上から少し東の空の広い範囲

を見ると、明るい星が３つ、大きな細長い三角「夏の大三角」をつくって

います。３つの中で一番明るい星（一番西側）が「おりひめ」、三角の一

番とがった角にある星（一番南

側）が「ひこぼし」です。よく見る

と、ひこぼしの両側には…ちょ

ん、ちょん、と星があるので、目

印にするとわかりやすいです。二

人の間には天の川があり、街明

かりのない真っ暗なところでは、

ぼんやりと見ることができます。

にしおか さおり（科学館学芸員）

ここから２ページはジュニア科学クラブ（小学校５・６年生を対象とした会員制）のページです。

ジュニア科学クラブ 8ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 88

■お知らせ■
おう ぼ

ジュニア科学クラブにご応募いただきましたみなさまへ

しんがた かんせんしょう かく だい ぼう し

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
えん き

クラブの開始を当面の間、延期させていただきます。

＊このページでしょうかいしている内容は、おうちでもできるものです。ぜひ、ちょう戦

してみて下さい。
※最新の情報は、科学館公式ホームページ（ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ．ｊｐ/）をご覧ください。

おうちでサイエンス
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ぜったい か

絶対に勝てるゲーム

おうちで実験してみよう

ビー玉だけでできる楽しいゲームをご紹介しましょう。まずは「やりか

た」を読んで、なんどか遊んでみてください。どうせやるなら、勝ちたいで
ま ひっしょうほう

すよね？ なんとこのゲームには、ぜったい負けない方法（必勝法）が

あるのです。

やりかた

・２人でやるゲームです。ビー玉２１コを１列にならべます。
じゅんばん

・順番を決め、交互にビー玉を取ります。いちどに取れるのは３つまで、

ひとつも取らないのはナシ。

・さいごのひとつを取ったほうが負け！

ぜったい負けないヒミツ

ゲームを相手から始めてもらいます。さりげなく「わたしは強いから先にど
せ ん て

うぞ」などと言って、あやしまれないように！ そうしたら、先手の相手の
ご て

取る数を見て、後手のあなたがいくつ取るかを決めていきます。相手が１つ

取ったらあなたは３つ、２つならあなたは２つ、３つならあなたは１つ取ります。

これをくりかえすと勝ち！ このゲームは後手必勝のゲームなのです。

どうしてうまくいくの
のこ

５つ残して相手の番にすれば、相手はそこからいくつ取っても、あな

たの番で１つ残すことができますね。２人合わせて４つだけ減らすように
かなら のこ

することが、後手には必ずできるのです。ということは、９つ残して相手
のこ

の番にしても、あなたの勝ちです。残り５つにして相手の番にできるから

です。これのくりかえしです。のこりの数を５，９，１３，１７，２１のどれかに

して相手の番にすれば、絶対に相手には勝てません。もしあなたが先手

になってしまっても、相手がヒミツを知らなければ、残りを上の数のどれか

になるようにできるかもしれません。そうすれば、やっぱりあなたの勝ち！

このゲームは「石取りゲーム」という名前で知られる数学のテーマで

す。いろいろな遊び方と、それぞれの必勝法が考えられています。ぜひ

調べてみてください。

うえば たかひろ（科学館学芸員）

おうちでサイエンス
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らんびき

蘭引にのこる錬金術の香り

大

図１ 蘭引。大阪市立科学館所蔵

阪市立科学館の３階に、「蘭

引」という名前の器具がひっそりと展

示されています（図１）。これは酒、

薬、あるいは香水などをつくる蒸留器

具です。この展示品は、江戸時代後

半の民家で使われていたものです。

「蘭引」は聞きなれない響きで、漢

字からどんなものかも想像できませ

ん。実はこれは当て字です。江戸時

代にオランダから輸入されたガラス

製の蒸留器具「アランビック」のオラ

ンダ語が、日本で訛って「らんびき」と

なったそうです。この蘭引=アランビッ

クをさらにさかのぼると、錬金術の歴

史に行きつきます。

錬金術とアランビック

錬金術とは、鉄や鉛などの卑金属を、もっとも美しい金に変える作業、あるいは「飲

めば不老不死となる薬」を作り出す作業のことです。現在では、怪しい商法でお金を

稼ぐことを「錬金術」と呼ぶように、この言葉にはかなりネガティブなイメージがありま

す。しかし、１８世紀くらいまではこの錬金術が正当な学問でした。古代ギリシャ、ロー

マ帝国、イスラム帝国、そして西ヨーロッパ社会と連なる学問の流れで、知識が受け

継がれ、研究されていきました。この中で、硝酸などの酸、そしてアルカリ、アルコー

ル、水銀、アンチモン、ヒ素などなど、さまざまな化学的知識が発見されていきます。

現在の化学は錬金術から生まれたのでした。

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、すべてのものは「火」「土」「水」「空気」の４

つの成分が、「熱さ」「冷たさ」「乾燥」「湿潤」の４つの性質のバランスで混じり合って

できているのではないかと考えました。現在の原子論の先駆けといわれる考えです。

ここから、「加熱したり、冷ましたりなどの実験で、物質の性質をさまざまにコントロール

できるはずだ」と当時の知識人たちは考えたのです。

そのような錬金術の実験において、中心的な役割を担ったのが蒸留器具「アラン

ビック」でした。お手持ちのスマホで「蒸留器」と入力すると、変換候補にはミステリア

スな絵文字が出てきます（図２）。これがアランビックです。いったいなぜこんな絵文

字が登録されているか経緯は謎です。

化学のこばなし
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アランビックという語

は、古代ギ リシ ャで

ビーカーをあらわす語

「アンビクス」からきて

います。７世紀ごろア

ラビアがローマ帝国の

学術都市アレクサンド

リアを支配し、錬金術の知識を手に入れたときに、アラビア語の冠詞「アル」がつい

て、「アランビック」となりました。「アルカリ」「アルコール」「アルゴリズム（計算）」「アル

タイル（わし座の星）」、そして「アルケミー（錬金術）」でさえも同じくアラビア語に由来

します。当時のアラビアは化学にかぎらず数学、天文学などの世界一の科学都市で

した。人類の科学は、アラビア世界で大きく発展したのです。

錬金術の全体像を理解するのは困難です。というのも、錬金術の知識はみだりに

広めてはならず、研究する能力と覚悟のある者にのみ伝えるべきと考えられていまし

た。本に記録するときにも、さまざまなシンボルを用いたイラストと謎めいた文章が用

いられました。誰もが読めば同じように理解でき、同じ実験ができるという客観性や再

現性、公開性という性質が、錬金術にはありませんでした。ここが現代の科学ともっと

も異なる点です。これにより、錬金術がミステリアスで、神秘的で魅力的、見方によれ

ば、うさん臭い存在となったのです。

作品の中の錬金術

錬金術のモチーフは、現代でもさまざまな作品にあらわれます。たとえば、『ハ

リー・ポッター』シリーズ。「賢者の石」とは、「金にもなり、不老不死の薬にもなる、錬

金術の最終目標」です。それは「水銀」と「硫黄」からなる「赤く輝く石」とされました。

それは現在の化学的知識でいうところの硫化水銀HgS、辰砂という鉱石です。もちろ

ん、辰砂は金にはならず、飲んでも薬どころか猛毒です。ただし錬金術師のいう「水

銀」「硫黄」は、現在のそれらとは異なり、もっと広い意味の性質を指していました。

２００１年から２０１０年まで連載されたマンガ『鋼の錬金術師』は、実際の錬金術

の歴史や伝説にかなり取材していることがわかります。謎の重要人物「ホーエンハイ

ム」とは、１６世紀に実在した伝説の錬金術師パラケルススの本名です。東洋人があ

やつる「練丹術」は、実際の中国で研究されていた錬金術の呼び方です。錬金術の

高度な使い手「イシュヴァールの民」とは、おそらくアラビアの民族がモデルでしょう。

上羽 貴大（科学館学芸員）

図２ アランビックの絵文字。

Ｔ．ＵＥＢＡ
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新型コロナウイルスと統計学

図１ １万人にがん検診をした場合

がん検診

「がん検診のお知らせ」なるパンフレットをいただきました。各自治体ではがん検診

の受診を推進しており、実際に受診された方も多いと思います。

さて、９９％の確率でがんを発見できる検査があったとします。またこの検査は、がん

でないのにがんと判定する確率は５％しかありません。この検査を受けた結果、がんで

あると診断されたとしましょう。この時、本当にがんである確率は何％なのでしょうか？

９９％の確率で分かるのだから、９９％の確率で自分はがんにかかっていると思うか

もしれません。しかし実際にがんである確率は、わずか９％です（ただし年齢によります）。

がん罹患率のデータを見ると、５０歳前後

でおおよそ１万人当たり５０人ほどの人がが

んに罹患しています。確率にすると０.５％で

す。残りの９９５０人は罹患していないというこ

とになります。

９９％の確率でがんを発見できるということ

は、５０人中４９.５人は発見できることになり

ます。ここでは小数点以下を切り捨てて、４９

人とします。

一方、健康な人を間違う可能性も５％あ

るということなので、９９５０人の５％、４９７人

もがんと診断してしまうことになります。

つまり、この検査でがんと診断される人は、４９＋４９７＝５４６人となります。実際に

がんであるのは、５４６人中４９人ですから、４９／５４６＝９％ということになります。

たった９％しか見つからないということだったら、がん検診は無駄と思うかもしれま

せん。しかし検査をしなければ、何も情報はありませんから、自分ががんである確率

は０.５％というしかありません。検査を行った結果、陽性と判定されれば、９％の確率

でがんであることが分かります。つまり確率としては、０.５％から９％に１８倍も上昇し

ていることになります（だから陽性の場合は、必ず精密検査を受けましょう）。

感度と特異度

がん検診では、できる限り見落としのない検査方法が選ばれます。これをスクリー

ニング検査と言います。一方、スクリーニング検査では、本当は罹患していないのに、

陽性という結果が出ることもあります。

検査の指標として、実際に罹患している場合に、検査で陽性となる確率を［感度］

科学の話題
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図２ 検査陽性で実際感染している確率

と呼んでいます。一方、罹患していない場合、検査で正しく陰性となる確率を［特異

度］と呼びます。

検査とは、体内にある何らかの物質の量を計ること、と言い換えることができます。

しかし、体内の現象は非常に複雑で、また体質の差もあるので、明確に線引きをする

ことは困難なのです。見落としがないように、と検査での陽性の基準を下げれば、そ

の分、間違う確率も増えてしまいます。がんを１００％発見し、間違った判定もしない

検査を行うのは、現実には不可能なのです。

ＰＣＲ検査とベイズの定理

最近、新型コロナウイルスに関連して、感染の有無を判定するＰＣＲ検査を増やす

べしという議論があります。残念ながらＰＣＲ検査は感度がそれほど高くはありません。

だいたい７０％程度と言われています。それを踏まえると、この検査を全員に実施する

ことはどれくらい有効なのでしょうか。こんな時に役に立つのが、統計学の知識です。

確率の中で、事象Ｅが起こったときに事象Ｆが起こるという確率を条件付き確率と

いい、Ｐ （Ｆ|Ｅ）と表します。今回知りたいのは、検査で陽性だったときに、実際に感染

している条件付き確率Ｐ （感染|陽性）です。この確率は、次のベイズの定理と呼ばれ

る公式から求めることができます。

Ｐ （感染|陽性）＝
Ｐ （陽性|感染）Ｐ （感染）

Ｐ （陽性）

ここで、右辺のＰ （陽性|感染）は、感染している場合に、検査で陽性となる条件付

き確率で、つまり［感度］のことです。Ｐ （陽性）は検査集団全体で陽性となる確率

で、［感度］と［特異度］から求めることができます。

Ｐ （感染）は事前確率と呼ばれ、検査

集団全体の中で感染している確率です。

ここでは市中感染率に相当します。

さてベイズの定理による計算結果は、

図２のようになります。今、市中感染率は

かなり低いと考えられています。すると検

査陽性でも本当に感染している条件付き

確率Ｐ （感染|陽性）も低くなり、全員に検

査する意味はほとんどなくなります。ＰＣＲ

検査は感染していることを確定させるため

には有用ですが、感染していないことを証明するには適さないのです。

現在ＰＣＲ検査は、お医者さんが必要とした場合に検査することになっています。こ

れは検査集団の事前確率を高めることに相当し、非常に合理的な判断なのです。

江越 航（科学館学芸員）

Ｗ．ＥＧＯＳＨＩ
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学芸員補助スタッフ紹介

はじめまして。４月から学芸員補助スタッフとしてプラネタリウム投影を担当しており

ます加守田優（かもだ ゆう）と申します。以前は「兵庫県立大学 西はりま天文台」と

いうところで天文指導員をしていました。具体的には、鏡の直径が２ｍもある日本最

大の公開望遠鏡「なゆた」を通して、星たちの、あるいは宇宙そのものの面白さに触

れていただくお手伝いをしていました。

さて、せっかくですから少し宇宙のお話を。私たちの住むこの地球から最も近い天

体、月までの距離はおよそ３８０,０００ｋｍ。地球を照らしてくれている太陽までの距離

はおよそ１５０,０００,０００ｋｍ。その次に近い恒星（自分で光る星、太陽の仲間の星）

までの距離はおよそ４０,０００,０００,０００,０００ｋｍ。では宇宙の果ては……？ なん

て書き表してみると、「いや、０何個あるねん！」といった感じで、星や宇宙の遠さを実

感させられます。

でも、こうも思うのです。

＿＿＿星は、宇宙は、本当に遠
�
い
�
のでしょうか？

わたしたちが外に出て空を見上げれば、その向こうにはいつだって宇宙が広がっていま

す。両者の間には、遮る檻も、ガラスもありません。空を見上げさえすれば本物の宇宙

が見
�
え
�
て
�
います。そう考えてみると、星や宇宙が少し近いものに感じてきませんか？

空
�
を見るということは宙

�
を見るということ。

なんて格好つけて書くと、ちょっと大げさにみえてしまうかもしれませんね。

残念ながら私の力では、皆さんと

星たちとの間を隔てているこの凄まじ

い物
�
理
�
的
�
な
�
距
�
離
�
を縮めることはでき

ません。それでも、心
�
の
�
距
�
離
�
ならば縮

めることができる、と信じています。

皆さんにとって星が、そして宇宙

が、より身近なものになるよう微力を

尽くしてまいります。これからどうぞよ

ろしくお願いいたします。

加守田 優（プラネタリウム担当）

新スタッフ紹介
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科学館アルバム

こんなことがありました

今月は６月のできごとをレポートします。初旬には近畿地方も梅雨入りとなり、この頃にはマスクを着用している

のがツライ季節となっていました。プラネタリウムでは、ソーシャルディスタンスを保ちつつ定員を少しずつ増やし

て、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう工夫しました（でも、まだ展示場は再開できていませんでした…）。

６月１４日（日）

サイエンスショー ライブ配信

６月１７日（水）

加守田さんプラネタリウム解説デビュー

上羽学芸員がＹｏｕＴｕｂｅのライブ配信でサイエ

ンスショー「ロケット！ロケット！ロケット！」を行

いました。閲覧者からのコメントにリアルタイムで

応えながらの楽しい実験ショーとなりました。

学芸員補助スタッフの加守田さんが、地道に練習

を重ね、この日プラネタリウムデビューしました！

先輩学芸員に見守られながら、初めてとは思えな

い落ち着いた解説で無事投影を終えました。

６月２１日（日）

渡部学芸員 部分日食ネット中継

６月３０日（火）～

企画展「はやぶさ帰還１０周年」 公開

１７時から渡部学芸員が日食ネット中継を行いまし

た。当日大阪は午後から急に雲だらけに・・・。食の

最大頃（１７時過ぎ）に少し雲が薄くなり、望遠鏡や

日食メガネで欠けた太陽を観察できました。

展示場休止中のため、企画展「はやぶさ帰還１０

周年」の一部をアトリウム展示で公開しました。初

代はやぶさの小惑星イトカワへの旅を、実物資料

などを通して、お客様にご覧いただきました。
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科学館行事予定

月 日 曜 行 事

プラネタリウム「太陽系のメダリスト」（～８／３０）

プラネタリウム「宇宙ヒストリア～１３８億年、原子の旅～」（～８／３０）

プラネタリウム「ファミリータイム」（土日祝休日ほか）

プラネタリウム「学芸員スペシャル」（土日祝休日ほか）

８ サイエンスショー「電気 ふるえる きこえる」（～８／３０）

企画展示「歴史資料で見る科学のあゆみ」（～１１／２９）

２２ 土
楽しいお天気講座「台風のふしぎ」（※中止になりました）

天体観望会「木星と土星を見よう」（申込終了）

３１ 月 休館日（～９／１）

プラネタリウム「火星ふたたび接近中！」（～１１／２９）

プラネタリウム「眠れなくなる宇宙のはなし」（～１１／２９）

２ 水 プラネタリウム「ファミリータイム」（土日祝休日）

９
プラネタリウム「学芸員スペシャル」（土日祝休日）

サイエンスショー「ふしぎな形」（～１１／２９）

１０ 木 中之島科学研究所コロキウム

１９ 土 天体観望会「木星と土星を見よう」（９／８必着）

２０ 日 天文学者大集合！宇宙・天文を学ぶ大学紹介イベント

プラネタリウムホール 開演時刻

８月の土日、
８／８～１６

１０：１０ １１：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００ １７：００

ファミリー

太陽系 ヒストリアファミリー 太陽系 ヒストリア 太陽系
学芸員
ＳＰ※

８／１８～２８
平日

１１：００ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００

ヒストリア 太陽系 ヒストリア 太陽系 ヒストリア 太陽系

所要時間：各約４５分間、途中入退場不可

※スケジュールは変更する場合があります。最新の情報は科学館公式ホームページをご覧ください。
※９/２以降の予定は、科学館公式ホームページをご覧ください。

９月末までの

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開館状況、プラネタリウムホールの定

員、サイエンスショーや行事開催などに変更がある場合がございます。

最新の情報は、科学館公式ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ．ｊｐ／）をご覧ください。

開館・行事開催などについて

開催中

インフォメーション
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大阪市立科学館にはプラネタリウムを投影する天文担
当学芸員が７人います。同じ天文担当学芸員といって
も、専門分野は流星、太陽、恒星、銀河・宇宙論、観測、
歴史、気象など多岐にわたります。１７時の追加投影は
通常のプログラム内容ではなく、各天文担当学芸員が、
それぞれの個性・分野・時事に応じた内容で投影解説し
ます。学芸員の「おまかせ」投影をお楽しみください。担当
学芸員・テーマは、科学館公式ホームページをご覧ください。

プラネタリウム「学芸員スペシャル」 土日祝休日ほか １７：００～

音楽を聴くのに必要なスピーカーやイヤホンは、電気の
信号を音に変えています。じつは磁石と、ぐるぐる巻いた
導線「コイル」で、かんたんに作ることができるのです。ス
ピーカーやイヤホンだけではなく、マイクやエレキギター
も、そのしくみはほとんどいっしょ。音のきこえるしくみや、
電気と磁石の不思議な関係を、いっしょに発見していきま
しょう。目だけでなく耳でも楽しむサイエンスショーです！

サイエンスショー「電気 ふるえる きこえる」（８/３０まで）

サイエンスショー 開演時刻

１１：００ １３：００ １４：００ １５：００
８／３０まで ○ ○ － ○
９／２以降 未定

所要時間：約３０分間、会場：展示場３階サイエンスショーコーナー

※エキストラ実験ショーは、８月中は休止しております。

● 太陽系：太陽系のメダリスト ● ヒストリア：宇宙ヒストリア ～１３８億年、原子の旅～
● ファミリー：ファミリータイム（幼児とその家族を対象にしたプラネタリウム・約３５分間）
☆プラネタリウム投影中、静かに観覧いただけない場合はプラネタリウムホールから退出していただきます。
観覧券の返金・交換はできませんのでご了承ください。

※８/２２（土）は友の会の例会のため、１７：００からの「学芸員スペシャル」はありません。

インフォメーション
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科学館が所蔵する貴重書籍など１０点の資料を通じて、近代化学と天文学の黎明期を中心
とした科学の足跡を紹介します。
■日時：開催中～１１月２９日（日） ９：３０～１７：００（展示場の入場は１６：３０まで）
■場所：展示場４階 「サイエンスタイムトンネル」内 ■定員：なし ■対象：どなたでも
■参加費：無料 （展示場観覧料が必要です）

企画展示「歴史資料で見る科学のあゆみ」

申し込みの往復ハガキは、１イベントにつき１通のみ有効です。

木星と土星、二つの惑星が見ごろをむかえます。木星は望

遠鏡で観察すると、木星の表面にある縞模様や、木星のま

わりを回る４つの衛星を見つけることができます。また、天界

きっての人気者、「土星」の環を見たことがありますか？

科学館の大型望遠鏡を使って、実際にその姿を観察してみ

ましょう。

■日時：９月１９日（土） １９：３０～２１：００

■場所：屋上他 ■対象：小学１年生以上

■定員：１５名（応募多数の場合は抽選） ■参加費：無料

■申込締切：９月８日（火）必着

■申込方法：往復ハガキに、住所・氏名・年齢（学年）・

電話番号、一緒に参加希望の方の氏名と年齢（学年）を

記入して、大阪市立科学館「天体観望会９月１９日」係へ

※小学生の方は、必ず保護者の方と一緒にお申し込みく

ださい。

★友の会の会員は、友の会事務局への電話でお申し込みできます。

天体観望会「木星と土星を見よう」

過去のイベントのようす

インフォメーション
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大阪市立科学館 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／

電 話：０６‐６４４４‐５６５６ （９：００～１７：３０）

休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）、９／１（火）

開館時間：９：３０～１７：００ （プラネタリウム最終投影は１６：００から）

所在地：〒５３０‐０００５ 大阪市北区中之島４‐２‐１

中之島科学研究所の研究員による科学の話題を提供するコロキウムを開催します。
■日時：９月１０日（木） １５：００～１６：４５ ■場所：多目的室 ■申込：不要 ■参加費：無料
■テーマ：Ｗｅｂ天文データによるアマチュア天文研究のすすめ
■講演者：片平 順一（研究員）
■概要：１９９０年代に、ＩＴ普及を背景にした欧米プロ研究者のＯｐｅｎＳｃｉｅｎｃｅ運動が起きま

した。この運動が、日本のアマチュア天体観測研究に影響を与えてきた３０年を振り返りな
がら、市民の研究活動のこれからを想像します。

中之島科学研究所 第１１５回コロキウム

関西を中心とした約２０の大学から、天文学者や宇宙科学者が大集合！ それぞれの大学
ではどんな風に研究したり学んでいるのかを、科学者のトークとパネルで紹介します。 また、
宇宙に関するミニ講演も行うほか、各大学の科学者が高校生などの天文・宇宙分野の進学
相談や学習のしかたなどの質問や相談にも個別におこたえします。
■日時：９月２０日（日） １０：００～１６：００ ■参加費：無料
■参加方法： オンラインにて開催します。

くわしい参加方法は、科学館公式ホームページをご覧ください。
■対象：大学の活動に関心のある高校生・教員・保護者をはじめ、どなたでも
■主催：宇宙（天文）を学べる大学合同進学説明会実行委員会、大阪市立科学館

天文学者大集合！宇宙を学ぶ大学紹介イベント

インフォメーション
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友の会 行事予定

友の会サークルは、会員が自主的に学習し合う集まりです。
科学館内が会場のサークルは、参加申込は不要です。記載の日時に会場にお越しのう
え、世話人に見学の旨お伝えください。テキスト代など実費が必要なものもあります。初めて
参加される場合は、まずは見学をおすすめします。

月 日 曜 時間 例会・サークル・行事 場所

１６ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

８ ２２ 土
１５：００～１６：３０ 英語の本の読書会 工作室

１７：００～１９：００ 友の会例会 プラネタリウムホール

２３ 日 １０：００～１２：００ 天文学習 工作室

１２ 土
１１：００～１６：３０ りろん物理 多目的室

１４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室

１３ 日
１４：００～１５：３０ 化学 多目的室

１６：００～１７：００ 光のふしぎ 多目的室

９ １９ 土 １２：１５～１３：５０ 英語の本の読書会 工作室

１４：００～１６：００ 友の会例会 （調整中）

２０ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２７ 日
１０：００～１２：００ 天文学習 工作室

１４：００～１６：３０ 科学実験 工作室

８月の科学実験サークルはお休みです。

友の会の行事参加のスタンプが、２０１９年４月～２０２０年３月の期間に１３個以上たまっ

ている方は、優秀会員です。記念品を贈呈しますので、友の会事務局までお電話あるいは

電子メールにて会員番号とスタンプの数をお知らせください。締め切りは８月２２日（土）です。

２０１９年度友の会優秀会員の募集

新情報は、科学館ホームページ・友の会会員専用ページでご確認ください。

友の会のサークルや例会で科学館に来館される場合も、必ず正面玄関か
らお入りください。
■当日の体温が３７.５℃以上の方は入館できませんので、ご了承ください。
■入館後、「大阪コロナ追跡システム」へのメールアドレス登録をお願いします。
■必ずマスクの着用をお願いします。マスクをお持ちでないお客様の入館は
ご遠慮していただいております。

今年度の友の会合宿天体観測会は、コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、中止といたします。お申込みいただいた皆様には、深くお詫び申し上げます。

友の会
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大阪市立科学館 友の会事務局

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｋｉｔａ.ｏｓａｋａ.ｊｐ／～ｔｏｍｏｎｏｋａｉ／

電 話：０６‐６４４４‐５１８４ （開館日の９：３０～１７：００）

メール：ｔｏｍｏ＠ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ

郵便振替：００９５０‐３‐３１６０８２ 加入者名：大阪市立科学館友の会

７月の友の会の例会は、１８日に開催いたしました。

延期されていた総会の議事として、２０１９年度の事業

報告決算報告が承認されました。また、今年度は役員

の交代時期に当たり、新役員体制として、本田会長、

乾副会長をはじめとする役員案が承認されました。そし

て、２０２０年度の事業案と予算案が承認されました。

コロナウイルス感染症がまだ続くことも見据えて、友

の会の例会やサークルなどの行事に、自宅などからネ

ットを利用して参加してもらえるよう、友の会としてＺｏｏｍ

のアカウントを取得し、例会などの集会を科学館でもＺｏｏｍでもどちらからでも参加できるよう

に、していこう、という方針を確認しました。８月の例会から、Ｚｏｏｍ併用で行う計画です。

その後サークル等からの連絡の後、休憩をはさんで、飯山学芸員から、「ネオワイズ彗星

が見えるかも」のお話がありました。参加者数は４９名でした。

友の会例会報告

友の会入会は随時受け付けています。年会費３０００円、入会資格は中学生以上です。
詳しくは科学館ホームページ、友の会ホームページをご覧ください。

８月の例会は、会場を科学館プラネタリウムホールにて開催します。時間も通常とは変わ

っていますのでご注意ください。当日は１７：００までに科学館にお越しください。

また、Ｚｏｏｍを利用したオンライン参加も可能です。ぜひご参加下さい。

■日時：８月２２日（土）１７：００～１９：００ ■会場：プラネタリウムホール

■今月のお話：「そらみたことか」長谷川学芸員

虹や虹のように空に見える現象を「気象光学現象」等と言います。８月の例会では、虹以

外にどのような気象光学現象があるのか、どのように見えるのか、なぜ見えるのかなどについ

て、お話しします。

■申し込み方法

混雑対策として、参加人数を把握するために事前に参加申し込みをお願いいたします。

友の会事務局まで、電子メール(ｔｏｍｏ@ｓｃｉ-ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ)かお電話(０６-６４４４-５１８４)

にて事前に会員番号と参加人数をお伝えください。Ｚｏｏｍを利用してご自宅から参加される

方は、電子メールでＺｏｏｍパスワード希望の旨、お申し込みください。パスワードを返信いたし

ます。皆様のご協力をお願いいたします。

８月の例会のご案内（要事前申し込み）

友の会
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展示クロスワード
できるだけ展示に関連する言葉でクロスワードパズルを組んでみました。

ヨコのかぎ

１．科学館の大テー

マ

２．むちゅうの「む」

３． ネビュラ

４．燃焼後のガスの

出口

５．●おもちゃ（２Ｆ）

６． アトリウムの展示

ケースは元々こ

れ

８．色材の３原色の

ひとつ

９．太いかな？（２Ｆ）

１０． ＳｉＯ２の結晶

１４．宮本重徳氏の

発明（４Ｆ）

１６． 「オーロラ」のラスト

シーンはここ

１７． １０分の１

２０．●まき（２Ｆ）

２３．●だいしゃりん（２Ｆ）

２４．元素記号はＰ

２５．●食堂（３Ｆ）

２７．机

３０．量子論の父

３３．本性、正体

３４．兆の上、富嶽の前

３５． フェーズ

３６．●〃ぷくぷく（２Ｆ）

タテのかぎ

１． ヨ コ１４を含むコー

ナー（４Ｆ）

７．雨も上空ではこれ

９．キレイに拡大（３Ｆ）

１１．霧箱（４Ｆ）を発明し

た

１２．電気の通り道

１３． トランジット系外惑星

探索衛星

１５． フランス語のおうし

座

１６．負電荷の元

１７．●が見える（４Ｆ）

１８． “小さなガチョウ”笛

１９． １３８億歳

２１．●力学（４Ｆ）

２２．西欧では「冠」

２４．地表の約３０％

２６．常温での気化

２７．直流電力発生器

２８． ナミビア隕鉄（４Ｆ）

２９．食

３１．排他律

３２．湯川ゆかりの苦●

３６．考え

３７． ひとまとめ

３８． ４Ｆ「太陽」の左

石坂 千春（科学館学芸員）
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展示場へ行こう


