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雑 報

群馬県立自然史博物館「博物館探検隊」について
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つかの館で開催されているが，そのうち，筆者らはアメリ

カ・フィラデルフィア自然科学アカデミーで開催された

「オーバーナイト ・サファリ」の様子をテレビで見る機会

に恵まれた． このイベソトの参加人員は300名， 夕・朝食

がつき，児童だけでなく，大人も参加可能であるのが特徴

といえる．

こうした博物館での宿泊イベントの情報を見聞きする中

で，本館でも他館では実施されていない独自の普及事業を

作ろうという目標の下， 国内ではほとんど実施されていな

かった館内での宿泊を核とする本事業が企画・実施された．

第1回探検隊のスタッフは，教育普及課長，教育普及課

職員2名，学芸課職員1名，そしてポラソテイア2名（女

性）の計6名が担当した．

第2回探検隊のスタッフば，教育普及課長，教育普及課

職員2名，学芸課職員1名，そしてボランティア1名（女

性）の計5名が担当した．

第3回の場合には，定員は30名であったが応募者が約

80名になり，できる限り多くの児童を参加させたい， と

いう考えから40名を受入れた． この人数は館内レストラ

ソの収容能力のぼぼ最高値から算出したものである．

はじめに

群馬県立自然史博物館（以下「本館」という）をはじめ，

博物館では様々な教育普及事業が展開されている． こうし

た普及事業の内容や回数は，館の運営方針や規模，そして

職員の数などによって多種多様であるが，それらの多くは

日帰りで実施されるものが多く，宿泊を伴うものば少ない．

また，宿泊を伴う事業も一部実施されているようであるが，

その多くは館外の社会教育施設や宿泊施設に宿泊先を依存

するケースがほとんどである．

本館では児童・生徒の夏期休暇に合わせて，主に3つの教

育普及事業を定期的に実施している．一つは学校教員向け

の指導者講習会， もう一つは中学・高校生向けの「自然史サ

マーキャソプ」 ，そして小学生を対象に開催している事業が，

本論で述べる「博物館探検隊（以下探検微という） 」である．

本論では，平成11年度に開催された第3回探検隊に関

する事項を中心に，第1回（平成9年度)，第2回（平成

10年度）の探検隊の内容や運営状況を含め，その概要と

問題点について報告する．

博物館探検隊の企画と経緯

本事業を企画する際に参考としたのは，欧米の博物館で

夏期休暇に開催される館内での宿泊イベントである． いく

実施内容の概要

第3回探検隊の概要をスケジュール（当日の日程）をも

受付オ2000年1月13日，受理：2000年2月15日
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とに紹介する．

表1 第3回博物館探検隊の実施計画

(1)趣旨
①岬物館の膿示室に術油し、粁段見られない1IV物館の褒側（バックヤード部分）
の施設や、夜の1W物館の見学を通して神秘的な券M1気を体験する｡

②将段見られない施設や夜の博物館の見学を通して、品の見学で得られた展示の
知識に加え．一脳の典味~感心の深まりをもたせる。

③展示室内で塊団で術泊する禰励を通して、参加捌川の友梢を深める，
(2)実施日時平成11年8月2＄ロ （土） 13，00～2911 （11）8：(}(）

（艦木的に雌あけの土・ I1咄I:Iに災施）

(3)場所群馬蝶立自然史l似物館内
（災合は学習室。主に腱示室、バックヤード、 1V物館川辺）

(4)対象小学生（1年生～6年生まで）
(5)灘典人典 30名（応葬新多数で抽選。今回は試みに‘10名まで受入）※l
(6)当日の日秘
・8月28日 （土） I7g45 受付

18：00～18： 15 オリエンテーション

18： 15～19：00 夕食（レストラン、坤瓦屋）
lり：0〔)～19： ‘15 収蔵Ⅲ1〔擬検（節1 ．2収蔵庫）
19：45～20；30 館職員のiル〈学識員より）
20： 30～22：00 雌示塞探検（雛麺を持たせて）
22：00～22： 30 就寝雛(Wi
22： 30 就褒（勘所； 1階Aｺｰﾅｰｶﾏﾗｻｳﾙｽ前）

・8月29日 （日） 6：00 起床

6：CO～6： 15 身支皮辱
6： 15～7： 15 散歩（南のI!｣ﾉﾑ1辺）
7： 15～7： ‘15 朝の探険（ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ・鵬示室他）
7： ‘15～8：00 解散式
8：00 解散（迎えの家族とともに蹄宅）

(7)参加者への連絡11噸
①持ち物縦記川jL，毛布又は寝袋保険証の写し
②徴用 1，(〕00111 （夕食代9()0111+-催険糾lOOI1l）
③III込み方法
・参加希製考は、返{‘『川封筒をIj1封し-<募姫典噸と参加Iil込,IFを踊求する．
館から参加希製稚への11F瀬発送は7月1日から。
，所定の申込み剛紙で11'し込む

（7月10旧～B月7日までの期間‘ただし、 71J必;卿
・参加許可鉦・ ・応葬将多数の掛合抽避結果を返送（8j1 18日頃までに）

(8)参加記念品 今年座は図＊のとおり （恐竜の呼典付きの参加証）
・ 8月2911の解散式の時に全員に教育幣及飢娠から｡

（9） 参加職貝
・牧脊神及課是、数ff杵及課職典2名、学銭課職貝1名、腱示解魏貝2粕（女
性）の計6綴（＊本年腱はボランティアのhli助はなし）

(10）その他
・展示物や施設の破l11の無いよう、募染'奥項で漉意を促すロ
・参加者全員に「参加体験記」を拶いてもらう．
．必ず保護者が送迎す-ること。 〈体調不良など不測のJIF態もIlil槻とする）

写真2 夕食の様子

写真3バックヤードの見学・研究室探検

見学した．

この探検はその後の展示室探検の序章的な扱いとなる

が，博物館活動の根幹をなす資料収集や調査研究など，

あまり人の目には触れない部分を見せ，展示はあくまで

その一部でしかないことを理解してもらうためである．

(3)館職員の話（19：45～20：30）

普段は座ることのない常設展示室の床に子どもたちを

座らせ，実際のいろいろな標本を見せながら，場合によっ

ては触らせながら恐埴について話をした． 内容は，恐竜

はいつ頃どのような環境の中で生活していたか，現在ど

のような化石が発見され，それが解明されているかといっ

たもので，できる限り小学生でも興味を持てるものとした．

．．…･館1日目,…~ ~

(1) オリエソテーショソ（18：00～18： 15）

学習室に集まった参加児童及び保謹者に，あいさつ（副

館長)， 日程説明・諸注意（主担当者より）を行った後，

記念撮影を実施した．保護者はそこで帰宅．

写真1 受付の様子

(2)収蔵庫探検（19：00～19：45） …． ．“バックヤードの見

学･ ~…・

館内の3つの収蔵庫のうち，第1 （地学）と第2 （生

物）の収蔵庫を中心に解説員2名が案内した．そこでは，

収蔵庫内の主な盗料の解説を行った．収蔵庫見学に引き

続き，研究室燃蒸庫，図書室飼育室などの各部屋を 写真4学芸員の話をきく
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第1回と第3回は常設展（恐竜）について話をしたが，

第2回では，企画展について話をした．

(4) 展示室探検（20： 30～22：0()）

参加児童40名を10名ずつ4班に分け，常設展示室内

とその裏側を探検した． その際には，参力||者各自に予め

課題（図1)を持たせ見学させた．

この探検は，第1回，第2回では，児童に常設展示を

自由に見学させる方式をとったが，第3回ではそれらの

経験を生かして， さらにアミューズメソ卜性を向上させ，

児童が能動的に参加できる「探検を実施した．実施す

。展示の裏側探検では，児童の事故及び器具の破損のな

いように注意すること．

・低学年の児童は展示の裏側の階段に十分注意すること．

（本人の希望で参加）

表2 実際の展示室の裏側の見学場所と見学順序

【見学場所】

1階Aコーナー ・ボーンベッドの中側 ． ． ・ ・ ・①
・テイランノサウルスに大接近・ ・②

A～Bコーナー ・北側開かずの扉2ケ所 ・ ・ ・ ・③
Bコーナー ・ ミズビーの秘密を探れ ・ ・ ・ ．④
cコーナー ・チヤーリーに触ってみよう ・ ・ ・⑤

・謎の扉（エレベーター） ・ ・ ・⑥

Dコーナー ・事務室から展示室へ . ・ ・ ・⑦

【見学順序】
］班（担当；職員1）

①→②→③→④→⑤→⑥→⑦
2班（担当；職員2）

③→④→⑤→⑥→⑦→①→②
3班（担当；職員3）

⑤→⑥→⑦→①→②→③→④

4班（担当：職員4） ＊主担当職貝は全体を監督
⑦→①→②→③→④→⑤→⑥ （①の|偕段付近の補助と鍵管理）

る際には，以下の様な点に留意した

・館外には出ないこと．

鍵力、～そうをまとめよう

1 しゅうぞうこを探検して

－
■1■

がくげいいんの賭をきいて

桐べ熟

、ﾅ1
静／*鷲

ソ
3てんじしつやてんじのうら側を探検しておもしろかったことをひとつえらび､まとめ

てみよう． （膣にかいてもよい〉

、
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図1 参加者への課題

四一〉

図2 博物館の展示室内の配昔図

(5) 就寝(22:30～）

就寝場所は，常設展示室内1階の恐竜の足下及びボー

ソベッド付近である． トイレは常設展示1階Bコーナー

のもののみを利用させ，就寝後は展示室から外への出入

りは禁止した．照明はできるだけ暗くし， また空調は冷

房が切れてしまうため，換気のみとなった．

この時の空調や照明の設定には， 防災セソターにつめ

ている警備・空調担当の職員の|瑚力を得て実施した． こ

こでは興奮のあまりなかなか寝付けない児童が多かった

ようである．写真5 展示室の裏側見学・発掘現場を探検
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写真6 展示室での就寝

……第2日目……

(1) 朝の散歩(6: 15～7 : 15)

翌朝は6時15分に起床することになっているが，実

際には5時頃から起きて騒いでいる児童や, 611寺15分をすぎ

てもシュラフの中に潜り込んでいる児童など様々である．

起床・身支度後，博物館周辺の探検を行った． 出かけ

た先は，博物館の南側の山と南東のため池である． ここ

には富岡市によって遊歩道が整備されており，朝の運動

をかねて， いろいろな植物や虫などを観察した．

南の山では主に植物観察，ため池では，担当職員があ

らかじめ仕掛けておいた|､ラップ（わな）で，小魚やエ

ビ， ザリガニなどを採集した． （写真7）

参 加 証

No12

隊員

あなたは、平成1 1年8月28日・ 29日

に行われた、平成1 1年度自然史博物館探検

隊に参加し、勇敢にも館内を探検をしたこと

を証します。

平成1 1年8月29日

蕊県立鑿權鱗禦

写真7 朝の探検・池で小魚をとる

(2)警備室探検(7: 15～7:45)

バックヤード見学の一つとして防災センターで館の空

調や温度管理及び警備を行っている警備員や運転員の仕

事を見学した． これも展示からは見えてこない博物館の

仕事を知ってもらうためのものである．

(3) 解散式（7：45～8： 00）

オリエソテーショソと同様に，学習室において解散式

を行った． ．ここでは，教育普及課長による話のあと，参

加証（図3）が一人一人に配布され， この事業のまとめ

とした．解散式には，保護者もいっしょに参加した．

図3 参加証

ザ？
魁
寺

瀧

#…

鏡「

ー

I

一
口
一

写真8 解散式の様子

参加体験記の作成

探検隊終了後に郵送あるいはFAXによって児童から送

付してもらった感想文を展示解説員が中心となってワーフ

ロソフトで入力し， 当日撮影した写真や， イラストなどと

合わせて「参加体験記」を作成した． 印刷・製本は博物館

で行い， 参加者宛に送付した．
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など全く異なっており， その対応にスタッフの方が苦慮す

ることもあった． 参加児童のほとんどは，初対面であるが，

すぐに友だちになり， スタッフになついてくれるので， 人

間関係の面では特に問題はなかった． しかし，学芸員がで

きるだけわかりやすく説明したつもりでも， 6年生には理

解できても， 1年生には難しいということがあった． ただ

し， これは学芸員のﾉJ量の問題かもしれない．

一方，児童の様子を見るスタッフの仙康も，運営にあたっ

ての大きな問題点である． スタッフの多くは， 夕方から夜

にかけて興奮してはしゃく･児童の相手をしなければならな

い． また就寝時間後でも， 児童の様子を見続ける必要があ

るため， ほとんど眠れないケースが多く，体力を消耗する．

探検隊事業の場合，今まで3回開催しているが， ほとんど

のスタッフが，終了日を休日として体を休めるようにして

きた．

また，女性スタッフは不可欠なものといえる．女子の参

加者の場合， 男性スタッフになかなか話ができなくても，

お姉さんの様な女性スタッフには話がしやすい様子である．

男子の場合でも，女性スタッフに，一ﾉ| :懸命話しかける児

童が多かった．

第1回ならびに第2回の探検隊では， たまたま女性ボラ

ンティアの協力の打診があったので， 館としては特に女性

スタッフを出さなかった．第3回探検隊からは館としても

展示解説員（当館の場合，全員女性である）を準備段階か

ら参加させ， よりよい対応ができるよう配慮した．

この事業を実施するのに，現在のスタッフの数は最小限

である （見学順序を見れば， それは|ﾘl白である) ． できれ

ば事業の担当者もしくは畠l1扣当者は， 直接的に関与せず事

務室（すなわち，すぐに電話をかけられる場所）で常に待

機し，緊急時にすぐ･に対応できる様にしておいた方がよい，

という意見もある．

こうした人員不足を既存の館職員でIlliうことは難しい

なぜなら職員のシフ |､や休暇等に関する問題を生じること

になるからである． こうした不足部分は， 今後積極的にサ

ポートしてくれるボランティア等でﾄiliう方法が生涯学習な

どの観点からも効果的ではないかと考えられる．

そして，関係諸機関との密な連絡も必要となる． 当館も

含め人件費削減等の観点から最近は夜間のセキュリティに

機械警備を導入している館が増えている．博物館の館内で

宿泊する以上，警備会社との連絡は十分にしておく必要が

ある．

館の空調等の設備管理者についても|司様である． 当館の

場合，設備管理は委託業者が行っているので， その業者と

連絡を取り，空調等については一任できるようになった．

また， 当館では館|ﾉ1レストランで夕食を食べているが，

それについても注文数を中心に，連絡を密にしておく必要

がある．

他館での実施状況

この事業を始めた頃から， 国内の博物館や博物館相当施

設でも，学校の夏期休暇中に博物館内， あるいは博物鮪を

含む複合型施設において宿泊を伴うイベントが増えてきた

ようである． （他館への聞き取り調査及びイソターネッ |、

等による） （表3）

表3 他の博物館での類似行事

匝設名 実施時期 実施内容の主な特徴

サンシャイン旧際水族航

（東京都壁島区・会社）

夏休み中

数回実施

閉館後の水族館での宿泊

親子での参加が可能

鳥羽水族館

（三重県鳥羽市・会社）

夏休み中

｢合宿体験

文部省科学系博物館活用ネット

ワーク推進事業の一環

東海大学海洋科学博物館

（静岡県清水市・私大）

夏休み中

｢探求ｾミナ

2泊3日

夏休み中

魚の解剖や発生実験、水族館の

バックヤード見学、磯の観察

高校生以上

岐阜県博物館

（岐阜県側市・県立）

19”年の恐竜の企画展に合わ

せた宿泊イベント

レプリカ作りを実施

奥出雲多恨自然|W物鯆

（ ‘Wllj根県仁多町・財団）

夏休み中

2泊3日

科学教室

自然観察やレクリエーション

天体観望会（対象小1 ' 1学生）

この他の館でも同じ様なイベソトを行っている可能lyliが

極めて高いが， 今回行った簡単な調査では，餌|ﾉ1宿泊ﾉﾘ↓の

イベソトは， 水族館は活発だが， 自然史系|専物節ではあま

り活発ではない． また，民間の運営母体を持つ|専物館でよ

り活発に行われていることがわかった．

博物館探検隊の成果・課題

探検隊を3回実施した中で， 回を重ねるたびに実施のね

らいである，夜の博物館の神秘性を体験し自然への肌味関

心を高揚することが達成できたと思われる． これは，参加

した児童の表情や体験記（感想文）の中から知ることがで

きる．運営面でも特に大きな問題点は発生しなかった．

（表4）

表4 参加児童の作文

「博物館の夜」 小学校5年生女子

「うわ－」

10cmくらいから2mくらいまでの人骨がならんでいる。思わずぞっとする。小さ

な胎児の骨がエイリアンのようで気持ち悪い。

展示室では、 トリケラトプスの骨の発掘しているところ（床がガラスばりの地下）

にもぐった。頭以外は本物の化石らしい。化石はツルツルで気持ちよかった。
ダーウィンの部屋では、いろいろな昔の家具をいじった。ダーウィンの人形もさ

わったがプニプニしていて本物のようだった。 （これっていけないこと？）

ジリジリと夜がせまってくる。 （だけど眠くない！ ）寝袋を用意して寝ようとし

たら電気が消えた。きもだめしみたい1探検に二、三度でかけた。 さあ寝るぞと
寝袋に入ると、 目の前にプテラノドンの骨が！ちよってこわい・ ・でも参加してよ

かった1来年も来るぞ！

健康管理の面では，体調を悪くして， 当Hにキャンセル

するケースや，興奮のあまり，喘息の発作を起こし，落ち

着くまで別室で様子を見たケースなどもあった．今後も参

加児童の健康について留意することは，最も重要な点とい

える．保護者には事前に体調を万全に整えておくよう，注

意を喚起している．

同じ小学生といっても, 1年生と6年生では体格や知識
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株式会社スクェア， ケービックス株式会社，株式会社シ

ムックスの皆様には， 参加児童たちが快適に生活できるよ

う，毎回留意していただいている． また，松山悦子氏（当

時群馬大学学生)， 石井智子氏（当時駿河台大学学生）に

は第1回探検隊の際にボラソティアをしていただき， 内池

惠氏（富山大学学/la)には第21ul探検隊の際にお手伝いい

ただいた．柳出しのぶ氏（富岡市在住）には，参加体験記

にいつも素敵なイラス|､を提供していただいている．

また，他館の類似イベソトに間する情報の収集では， 田

口公則氏（神奈川県立生命の星・地球博物館)，柴正博氏

（東海大学自然史|#物鮴)，菅川康彦（奥出雲多根自然博

物館）の諸氏に情服を提供していただいた．

以上の方々に，厚く紙ll礼' ﾄ'し上げる．

以上，述べてきたように，探検隊事業は運営していく上

で若干の問題点がある． しかし， この事業は博物館が存在

する意味を直接児童に伝えられるきわめて重要なものであ

る．本館の様々な教育普及事業の応募者数の中でも最高倍

率をマークしており， この様な人気を誇る重要イベソトI土

これからも継続して実施していく価値のあるものと考える．

この事業を毎年実施して，何よりの収穫は参加した児童

一人一人の生き生きとした表情である．収蔵庫探検にして

も展示室探検にしても， 児童にとっては新鮮で， しかも他

の小学生が見ることのできない館の裏側を見られたという

満足感であふれていた． いっしょに参力||した児童同士がたっ

た一|塊で仲良しになって別れを惜しむといった感じである．

今後も， これまでの反省をふまえ， より充実した内容と

なるよう糸lll部を再検討し計Ⅲi ･実施していきたいと考える．

現在，理科離れがIII|ばれているが， こうした事業を実施し

ていく中で， 自然や理科について興味を持ってくれる児童

が増えることを期待する．

伊勢川聰・本井英次
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