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岐阜県博物餌の特別展における参加・体験型展示について
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1，はじめに

生涯学習社会の到来の中で、博物館の展示は、ただ貴

重な資料を並べ、解説をつける展示から、来館者が参加

でき、体感できる展示、自ら行動し、学ぶことのできる

展示が、つまり自己学習のための動機付けを行うことが

望まれるようになってきた。その中で、参加・体験型展

示の重要性は大きくなってきた。欧米におけるハンズオ

ンの子ども博物館については梁川・吹田（1996）、コール

トン（梁川ほか訳、2000）などが報告している。日本にお

ける参加・体験型展示の趨勢は石川・庄司（1999）などに

よって紹介されている。しかし、多くは博物館施設全体

や常設展示の一室を参加・体験型にしたもので、企画展

における参加・体験型展示の取り組みの報告例は少なく、

坂本（2001）、太田（2003）などに過ぎない。

当館では、郷土学習室の一角に「さわってたいけんコー

ナー」を設置し、樹木・はく製・化石などの実物資料や

さわれる土偶レプリカ、大型模型などを常設配置してい

る。この他、館内に「恐竜の実物化石にさわってみよう」

「浮世絵体験コーナー」などを設置しており、これらの

参加・体験型展示は来館者から好評を得ている。

また、当館では、さまざまな企画展においても、実物

を活かして様々な参加・体験型展示に取り組んできた。

特に、自然担当が扱う生物・岩石鉱物・化石などの自然

資料は立体的なものであり、表もあれば裏もあり、臭い

もあれば、音を出すものもある。従って、展示の中で、

視覚のみならず、聴覚・触覚・嗅覚に関わる展示が可能

であり、まさしく自然の素材を活かした展示を行うこと

が望まれている。

当館の自然担当では、平成14年度に地学分野（主担当

古田）、15年度に植物分野（主担当　井上）、16年度に

動物分野（主担当　説田）を主とする特別展を行ってき

た。今回はこの3回の特別展において、参加・体験型展

示にどのように取り組んできたかを報告する。

2，平成14年度春季特別展

「温泉展～湯の華からのメッセージ～」

（1）開催趣旨と主な内容

温泉をおもに自然科学の目でとらえ、温泉のしくみ、

温泉の自然誌、温泉沈殿物、熱水鉱物、温泉の泉質、温

泉の開発技術、岐阜県や日本各地の主な温泉の紹介、温

泉とくらし、温泉体験コーナー等の展示を行い、温泉の

本質や素晴らしさを楽しく紹介した。主な展示項目（参

加・体験型を除く）は次の通りであった。

・温泉って何？（温泉の定義、温泉スケール　等）

・温泉をとりまく自然（温泉地形、温泉湧出ジオラマ、

温泉沈殿物、熱水鉱物、温泉地特有の生物・自噴泉ビ

デオ映像　等）

・お湯を見つめる（温泉の成分、全国の湯の華、温泉分

析書の見方　等）

・温泉発見伝説と今時の温泉開発（伝承の動物のはく製、

掘削・引湯の道具・データ　等）

・温泉の利用（温泉グッズ　等）

・日本の温泉と文化（温泉ガラス製品等の工芸品、温泉

地ポスター・パンフ、温泉番付、温泉絵図　等）

（2）温泉展における参加・体験型展示

①温泉水のにおいを嗅ごう（全国の約30カ所の温泉水を

500mlボトルに詰めてテーブルに配置。外から水の色、

沈殿物の色・量など温泉水の多様性が如実にわかる。

フタをあけてにおいを喫ぐことも可）
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図1　温泉水のにおいを嘆ごう

＊岐阜県博物館　＊＊各務原市立中央小学校（前岐阜県博物館職員）
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②温泉水の酸性アルカリ性を調べよう（強酸性泉の玉川

温泉、強アルカリ性泉の生津温泉、水道水を並べ、

来館者はガラス棒で万能pH試験紙につけてpHを測

定比較することができる）
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図2　温泉水の酸性ア）レカリ性を調べよう

③温泉たまごができる

よ（実際の温泉水と

恒温器で温泉卵を作

製。ただし来館者に

食べてもらうわけに

はいかず、できあがっ

た温泉卵を割って展

示した）
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図3　温泉たまご作製

④インターネットで調べよう（温泉成分の変化と地震予

知関連サイト等へ直結し、来館者が自由に使用）
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図4　コンピュータ使用の様子

⑤湯の華にさわろう（全国10カ所の温泉の湯の華を入れ

たシャーレを展示。来館者は湯の華にさわったり、に

おいを嗅いだりして「湯の華」の色・においの多様性

がよくわかる）
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図5　湯の華にさわろう

⑥温泉スケール（温泉沈殿物）にさわろう（温泉水には

多量の成分が溶け込んでおり、地中から外へでた時点

で析出する。引湯管の中や岩の表面に析出したものを

展示した）

⑦珪化木にさわろう（珪化木は地下深所で、地下熱水の

作用によって、成分が珪酸塩に置き換わったものであ

る。県内産の実物化石を使用）

⑧温泉工芸品にさわろう（カルシウム塩を多く含む温泉

水をビンや小物類に霧状に振りかけると、まわりに炭

酸カルシウムが沈着し、石灰華細工ができる）

⑨下呂温泉の湯（下呂温泉協会の協力で会期始めの10日

間実施。博物館玄関に展示用ひのき風呂を置き、下呂

温泉のお湯を入れ、ヒーターで適温に調節。お湯は毎

日入れ替えをした。来館者は手を入れ、下呂温泉のお

湯を体感できた）

⑲平場温泉の湯（平湯温泉協会の協力で、博物館玄関外

に平場温泉のお湯、湯の華を展示、体感していただい

た。平場の温泉水で飼育しているスッポンや、自然に

繁殖しているティラピアも展示）
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図6　平場温泉の湯
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「野の幸・山の幸、岐阜

～発見！キノコと山菜、薬草の魅力～」

（1）開催趣旨と主な内容

キノコ・山菜・薬草は昔から人々に利用され、産物帳

にも数多く取り上げられており、最近は健康食ブームに

ものり、注目されている。これらキノコ・山菜・薬草を

各種の標本資料やレプリカなどを用いて紹介した。主な

展示項目（参加・体験型を除く）は次の通りである。
・キノコって何？（キノコの定義、キノコの一生、マツ

タケジオラマ　等）

・野山の恵み、食べられるキノコたち（岐阜県内で見ら

れる多彩な食用キノコ）

・ちょっと変わったキノコたち（形態・生態の変わった

キノコ、冬虫夏草　等）

・野山の香りいっぱいの山菜（薬草）たち（山を代表す

る山菜、里を代表する山菜）

・気をつけよう！毒キノコと毒草たち（多種多様な毒キ

ノコたち、危険信号、毒草たち）

・命の結晶、草木の実や種たち（草木の種子、果実、果

実酒、草木染め、古代の穀物　等）

・植物と人とのかかわり（産物帳とキノコと山菜　等）

・DVD画像（ボランティアの方の作成した山菜などの

画像）

（2）野の幸展における参加・体験型展示

①樹木レプリカ

（幹の部分は実物、

枝葉はレプリカ。

幹にふれたり、レ

プリカで形態を

よく観察できる

ようにした）

②山菜等レプリカ

（約20種。大型ア

クリル標本と並

列展示）
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図7　樹木レプリカ

③高山の朝市（高山の朝市で売られているキノコの様子

を再現した。ザルやトレイに乗せたキノコ約20種を展

示した。さわることも可。多くはレプリカだが、種子

など一部は実物を展示）
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提く朗・ 劔凵S 

図8　高山の朝市

④春日村の朝市（山菜・薬草がよく販売されている、春

日村の朝市をレプリカや実物で再現。薬草弁当レプリ

カなども展示）

⑤これなあーんだ？（約50種の植物の花・果実・葉など

の乾燥標本を透明袋ごしに観察してもらう。袋の下に

解答・解説文がある）

図9　これなあーんだ？

⑥木の実・草の実にさわろう（35種類の植物の種子をクッ

パ一に入れて展示。実際にさわって観察できる）

図10　木の実・草の実にさわろう
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⑦ドングリ体験コーナー（岐阜県森林文化アカデミー学

生が協力作成。ドングリ型やキノコ型のおもちゃなど。

ドングリなどにさわったり、キノコ型のおもちゃをた

たいたり、ドングリゴマを回す）

i∴読喜藍藻霧緩葺 吶㈹ｰ一浩言霊 刹l・詰詰詰 劔���-B�5h�h*ﾘ+ｲ� 豫��ﾙｸﾎﾂ��h�X�X�ﾈ�h�R�　　●‘：鑑離総 ．灘・認露語” ”書．・）： 劔�� ��h�X�gFﾂ� 

藤 子♪ヽ 撥 ��撥i艦 剴ﾅ※ ：＊：・ 滋・綱 ．・：虫 剴� 俾�*b�ﾉﾂ�瑳 �����5h6ﾘ�h�X�ﾂ��h�h�X�H�Xｻykb�絶・：・： 亳2�4ﾒ�緩… ��h<���h�ﾈ�X���b� 亦�綴 ��亰b� ��h�X5h�b�ｴR�ｬ��-ﾈ�X�h�R��2�ﾇｲ�ｼ��●：・：・シ 絨；も楽；ま 　● 

鸞繊‘ ��I-I>X�B�亳2����ﾂ�����X�X���H�X�h�X�X�ﾈ�R�劔 劔� 

漢田霊誓言吉田霊鳥寮諒闇磐… 劔 � 剪�叨ｲ��X�h�X5b�凝然i：美湊 ��∴ふ； � 儉��-B�+��B�ｴ��総： 饗 ・：・：・：′ �� 
● 

”‘：綴 凵R 漆 亢Xﾈ����i 劍ﾇｲ� � 劔薯 を ��X�H4(���梺� 

駿鱗：；； �� 

羅…；…；…鱗鱗 鮫巌 ：鰯慾撥※懸 �/����ﾈ�b�緩 劔ﾙｲ�d����h���i|��xｬ��ｴX���x���H7��i�ﾙ&ｸ�x�r�凵_ヽ � �����6ﾈ5h�X6ﾘ�R�凵怐怐彿i● 

枇 ��恕 剪������ � �� �� ����

i 俾�� ��� 

綴 亢xｴX�x�xｴYk9�ﾈｮﾂ� �B�� � 劔�� � ��b�敬三； ：；駿 ：ヽ・．・．・． 凵�R・ 冽ﾉﾙｸ�x�H6ﾒ��h�ﾈ�X�X�X�ﾈ6ﾒ�

鬱 仍ﾈ�����b� � � � �� ���� � 剪�‘一ヽ； シ：・． 

諦薄．：・：・灘；繍ノ i‘i、‘ノ‥‘綴総務． �� ��X�H�X�H�X5h�h�R���ンシ：・シ �5h5h�f��b� � � ���� 劔%r��ﾈ�h�X�h�R�

、．こ．湛 剽g 剪�・事 �������� � �� �� �� �� 

図11ドングリ体験コーナー

図12（右図）

キノコタワー

（上の穴からドングリを入

れ、落とすと鈴が鳴る。

タワーの下箱にはアベマ

キの実）
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“ノー：：∴ 劔刪� ��� 

⑧雑穀（タカキビ・シコクビ工など8種の雑穀の乾燥標

本を展示。さわっても可）

；；総’・：： ��緩畿 i● �,X�X98�h�"��9-Iﾙｲ� ��(�ﾈ�V��F��H�ﾂ�油 ����シ：｛ 愛 剩ｮ 務 

；撥 �� � ��怒霊薬懸驚 ��xｴX�����������h�x�YﾙｸｯH���������-B���Xﾉﾈ咤����H�X�b�繁緩緩翳綴 凵怺﨟怐e鞍務 

・誉・ 劍�x�X�h/��Hｲ� 叨ｹ�8ｼ�ｮﾈ�r���輔 �9$~<鮎���虜ｵｸ�96(ｼ�����������hｶ2�������Wﾒ�倬ﾉ���>R��I�｢�顗�IN�� ��閣 婆懸態撥 

：耕：：：ま※擬 や：∴「ベ： 剪�撥鱒醸 綴 剌c；： 綴閻醗閣議 � ��鷲撥総；； 

綴i ；懸；i i・： �����X5h�b���ﾈ�ﾂ�D��：・：・：ヽ・ 畷 騒 ：・‘′・“ ：′ ”イ・ ��R�k���h�i)h�b�亳2�{��b��X5h5b��X5b��X�h�X�F�����剋氈F ‘イ・：・： 

二言．高 ��

．蘭籍撥襲懸饗●灘嬢鰭撥謡，‥＿． 剪� 

図13　雑穀

⑨薬草のにおいを嗅ごう（春日村で作られているゲンノ

ショウコ等12種の薬草（乾燥標本）を透明アクリ）レ容

器に入れ、蓋を開けてにおいを嗅ぐ。さわっても可）

⑲インターネットで調べよう（キノコの関連サイトへ直

結し、来館者が自由に学習できるようにした。温泉展

とほぼ同形態で実施）

図14　薬草のにおいを嗅ごう

⑪キノコを探そう（ベニヤ囲みの中に、丸太・落ち葉を

入れ、丸太についている4種のキノコを探す。キノコ

はレプリ．カだが、落ち葉自体は本物。落ち葉にさわる

ことも可）
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図15　キノコを探そう

⑫ヒノキのおふろで遊ぼう（1坪の木枠の中に、ヒノキ

のカンナクズを入れ、そこで遊ぶ。カンナクズの下に、

変わったキノコの生態写真がある）

⑬岐阜県の栽培キノコたち（岐阜県健康キノコ推進会の

御協力により、会期中ブナシメジ等7種のキノコの生

体を、展示室外フロアに入れ替え展示。来館者は新鮮

なキノコのにおい、栽培の様子を見ることができた）

図16　岐阜県の栽培キノコたち



岐阜県博物館の特別展における参加・体験型展示について

4，平成16年度秋季特別展

「里山ミュージアム

～ドングリころころオオタカびゅ－ん～」

（1）開催趣旨と主な内容

近年人間と環境の共生の例として注目をあつめる「里

山」の自然について、岐阜県博物館の立地する岐阜県百

年公園に生息する生物、特に動物を中心に紹介した。主

な展示項目（参加・体験型を除く）は次の通りである。

・里山てくてく（いろいろな方の里山の定義や岐阜で見

られる里山の風景、かって里山にいたニホンオオカミ

のはく製　等）

・ドングリころころ（百年公園の主な植物、樹木の幹、

主な草本、ドングリの幹・枝・実　等）

・ギフチョウもぞもぞ（ギフチョウを初めとする公園内

の蝶類とその増減、カブトムシの特徴　等）

・オオタカびゅ－ん（公園周辺で観察できる鳥類約70種、

当館壁面で衝突死したオオタカの羽根、かつて岐阜に

も生息したトキのはく製　等）

・タヌキぽんぽこ（公園内のほ乳類、自動センサーカメ

ラと、カメラによって撮影されたほ乳類画像、絶滅し

たニホンカワウソの毛皮　等）

・メダカすいすい（公園周辺の水生動物）

・わいわい里山（公園内の経塚から出土した資料、古文

書（入山権の争い、茸山等の記録）、岐阜県の里山へ

の取り組み　等）

・DVD画像（ボランティアの方作成の里山の映像や、

当館ハイパーハイビジョン風土記より里山に関する映

像を随時放映）

・里山関係団体の活動紹介（7団体の活動をパネルで紹

介。ドングリの芽生えの竹鉢植えや竹炭も展示）

（2）里山展における参加・体験型展示

①ドンダ）の葉っぱ（10枚。8種のドングリの葉を大小

12枚程度ずつラミネート。表裏を見比べる。なお、う

ち2枚は間違い探しのクイズ）

翳擬擬態．、・ii諾怒犠　　・” 1醗撥：※※畿黙認※懇 

国選臨開謹謂頴短寵語間韻語諒．・ 　　：、ヽヽヾ 霊邁議艶鶉騒・溺籠議 ��

図17　ドングリの葉っぱ
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②ドングリにさわろう（6種のドングリの実を皿にのせ

て展示。ドングリにも色々な種類があることを認識で

きる）
．i．i●i �� � ��灘蟻酸 

●ii●ii． � � 
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饗擬撥欝 � 
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図18　ドングリにさわろう

③さわれるかな？（絵の描かれたドングリをマジックミ

ラーに入れて展示。さわろうとしても触れない）
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図19　さわれるかな？

④ドングリごまの競技場（競技場の上面は緩やかな凹面

にしてあり、コマはよくぶつかる。アベマキで作った

ドングリゴマを配置し、子ども達に好評であった）

・浩子・詰 

線 
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図20　ドングリごまの競技場
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⑤はく製にさわろう（公園内に生息するほ乳類のうち、

小型種は立ちケース内にしたが、中大型ほ乳類のはく

製7種をさわれる資料として展示。「前から後ろへ、

やさしくさわって」と注意書さした）
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図21はく製にさわろう

（D鳥の鳴き声を聞こう（オリンパス製スキャントークと

バーコードの本を設置。スキャントークを用いて、聞

きたい鳥の鳴き声を聞くことができる）
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図22　鳥の鳴き声を聞こう

⑦アベマキの木（アベマキの幹の輪切りを配置。におい

を嘆いたり、年輪の観察をする）
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図23　アベマキ

⑧ヒノキのおふろで遊ぼう（ヒノキのカンナクズを入れ

たお風呂で遊ぶ。ヒノキの薫りを実感）
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図24　ひのきのおふろで遊ぼう

5。参加・体験型展示の運営について

（1）ビンゴゲーム

春季・秋季の特別展期間中は、小学校の社会見学が相

次ぐ時期でもある。また土・日・祝日は家族連れで賑わ

う時期でもある。せっかく特別展開催時に来館した子ど

もたちが、いたずらに展示ケースを眺め通り過ぎるので

はなく、展示物に注目すると共に、参加・体験してもら

えるようにと、ビンゴゲームを作成している。このゲー

ムは、解説員（管理業務推進職）が、学芸員との打ち合

わせの上、作成した。

14年度～16年度の自然担当特別展では、図25－30のよ

うに、おのおの低学年用・高学年用の2種類のビンゴゲー

ムを作成した。どのゲームも、展示物のうち、子ども達

に理解しやすい項目と、参加・体験型展示を含むように

した。これを、会場内で館職員が、家族連れなどの希望

者に配布し、実施してもらい、できあがれば館職員が解

答に○をつけるようにした。学校の社会見学には、下見

に来られた先生と打合せの上、実施した。

このようなビンゴゲームにより、ともすれば一部の参

加・体験型展示のみで通り過ぎる子ども達が、展示ケー

スの中の重要な展示物にも関心を向けることにもなった。

また、ゲームの用紙を持ち帰り、子ども達が博物館で何

を見て、何を体験したか記録に残る資料としていただいた。

（2）　催しもの

特別展関連事業として、講演会などの他、下記の参加・

体験型催しものを行った。



岐阜県博物館の特別展における参加・体験型展示について

圏 「温泉展」のビンゴゲームをしよう

しょうがく　　　わんtい　い　か∴ふ，

☆I1　4　　、 

① ���顥�ﾈ�7H�Y�ﾈ�2�t��亳�徂6�888ﾈ985x5(�ﾈ6��ﾈ�｢�③ 
◆　はな 場の章にさもったよl �(X惓�X,ﾉ?ﾈ,�+ﾘ7ｸ6x8ｸ/�-8,��持んtん　か　た　　　み 着意が薫き出すしくみを見て 

ニオイもかいでみてね． ∈∋ （） �+ﾘ.���?�ﾜｸ48/�*�*(,X-ﾘ.h*H������｢�もけい要具∴∴∴と みようl（義塾の前に立って みてね．2つあるよ．） 諒闇 （） 

④ �H�偬Hｶ�,ﾈ�h什6�ｺ85(�ｸ6��ｲ�⑥ 
ざよくで裏書き　つぶ　　　み 玉葉石の櫨をル－ぺで見て ��｢�濃の季（霊泉）細工にさも 

みよう！ 告辞 ● �ｨ葎/��/�ｦﾘﾋ���*�/��(X�8/�Jﾘﾊ�+X+ﾘ,h*(.�.ｨ,H*"�,x*H馼,(ｾ���������*��.�:饂�,ﾈ､x/�V�+�*Fﾂ����｢�ってみようI－・一一 　‾○○‾ 　軍誓 lきま 

（　　　　　　　） 凵i　　　　　　　） 

⑦ �r�*�*)4�*ﾒ�ﾉｨ峪m�/�+8.�,�,H-ﾘ.h*H���.�/�+ｲ��ﾂ����｢�⑨ 

重義水を使ってできた食べ物 を暮to● の名調を2つ書いてね． ① ② （） 凾｢んtん 飲果カップを見たかな？ 〔＝ニラ 置 く） 

小鬼たり、できたらマスのなかに○をつけよう．

図25　温泉展ビンゴゲーム（低）

「温泉展」のビンゴゲームをしよう

☆小学5年生以上用☆

①【温泉て何だのコーナー】 �-8/�H/�,h�ｨ���⑨��+x*"�t�ｩｹ8ﾉ88,ﾉlﾘﾅ�,ﾘ巉孳�(,ﾈ.��③【温泉の利用コーナー】 

遭農法で言温泉といえるのは、 �,ﾈ*�,����}��　　ようしふく 温泉で義輝されている生物 

お鵜1kgに対して何gの 成分が含まれているものの こと？㊥ 凾ﾉは何があるかな？ 愛▲ ● ● 〔つ 

〔　　g〕 ��ｸ����������ﾂ�

④王滝石は何という継物でで �IEｨ,ﾈ扎,�+8.ﾘ,�+ﾘ.fﾂ������t��⑥下の蛤のような、豊泉を飲 

さているのかな？ （宝石にもあるよ！） も鶉 凾ﾞカップを何というかな？ 露 

〔　　　〕 凵k＿　　　　〕 

⑦【温泉の蒐鬼伝説コーナー】 下呂義貞を乗員したといもれ ている動物は何かな？ 〔〕 �ｨ��y�(6�888ﾈ985x58�ｸ6��ｸ�｢�?ｩgｸ耳襌�ｸ,ﾈ孳�(,ﾘ嶷幌�"�⑨どこの雲集に行ってみたい ですか？ 

かな？ 

● 俥�ｮﾈ耳,ﾈ<��ﾂ�

l ��ﾈ�ﾂ��ﾘ忸��ﾘｪﾘ.r�

d→需71；高雄 ��

〔　　　〕 ��ｸ�������ﾂ�

♪見たり、できたらマスのなかに○をつけよう。

図26　温泉展ビンゴゲーム（高）

轟叢（キノコと山菜、薬草）のビンゴゲームをしよう
初・中級用（幼稚園～小学校）

②たべられるキノコ �(*�.ﾘ,�+ﾘ4ﾈ6ﾘ5"�②たべられるきのこ �(*�.ﾘ,�+ﾘ4ﾈ6ﾘ5"�

くろいキ �5(4X7�8"�まったけにそ �*�+(,ﾈ.b�

ノコのク �4�8��つくりなバカ �*H,�4ｨ52�

ノ ��闔ｨ蓼耳耳蓼耳爾�耳�����闔ｨ耳��ﾆﾂ�m�8��井�,h��耳v��ー �5�?Y��

③かわったキノコ �(*�.ﾘ,�+ﾘ4ﾈ6ﾘ5"�⑦ひととのかかわり ��禰*�*�.�*(,�yh��,ﾈ+8/�+8*"�

むしからキノコ �*�*�*ｸ,��きれいな �4�5H5ﾈ6R�

ツガサルノ �7ｨ4�6ﾘ4ﾂ�,ﾈﾇx���ﾂ�ツ 

④かおりいっは？、のきんか �X*ﾘ+8*ｸ,ﾈ-ﾘ.(+ﾘ,ｲ�④かおりいっ譲1、のさんきい �H,x*ﾘ4ﾈ6ﾘ5(,h,x*ﾘ+ｸ*B�

コシア 　き �-(/�,�,ﾒ�おおきな �*�*�*(,b�

ラ銘木 7 、－、＿一一 �*(,�+ﾘ7ﾒ�まっばの �*ﾘ4ﾈ6ﾘ5"�

タタ韻 �4釥r� 

⑦ひととのかかわり �h-h.(,ﾈ+ﾈ,b�⑦へやのぞと �h-h.(,ﾈ+ﾈ,b�

どんぐりごま �*�/�,�*ﾘ+�,ﾂ�やくそうのにお �+8*(,ﾘ*(4ﾈ6ﾘ5"�

－ �,�*�,ﾈ4ﾈ6ﾘ5"�/��,(-ﾘ,(*��.h*I�b�いを2ついじょ �,ﾈ,�*�*(/�*�*"�,X-ﾙX��

鬱よう てん 
どこでも、たて、よこ、榔めに4マスそれて1点（

≪ゲ－∠主のやとつ方≫

・マスの中に書いてあるもの槻つけよう

・できたり、見つけたら大きな0釦拭う露

出5年月　日（なまえ

図27　野の幸展ビンゴゲーム（低）

特展（キノコと山菜、籍）のビンゴゲームをしよう
上級用（中学校～）

①キノコって伺？ ��4ﾈ6ﾘ5(,�,H詆���①キノコって何？ ����-x.x.ｨ.�4ﾈ6ﾘ5(+ﾘ+��

iキノコは何によ �4ﾈ6ﾘ5(*ｩ^8,ﾈ.b�キノコの．・・∴虜 僞ﾘ,ﾉ���ydR�

って増えるのか �*H,��h*h.�+�,b�地面にあ �/���Yﾈ+8+�.�:ﾒ�

漢字2字で答え �/�ｫ�｣(鬨,X嶬�る部分の �*ｸ*ｨ*�.僮(*(4ﾂ�

ましょう �,h*(*H*��名前は？　ココ �6ﾘ5(,ﾘ���

（　　　　） ������������｢�（　　　　） ������������｢�
②食べられるキノコたち ����-x.x.ｨ.�4ﾈ6ﾘ5(+ﾘ+��②食べられるキノコたち �(+�.X,�,i¥�.ﾘ,�+ﾘ4ﾈ6ﾘ5"�

おいしいキノコ �6�6�5�5�/�ﾇ8,��アガマツ林に生 僮(*(8ﾈ�ｸ5�,ﾈｽｲ�

のもととなる成 �+8+X,H鰄+��,��えない、赤みが 俟ｨ*ｨ*�.�,ﾈ,X4ﾂ�

分は主に核酸と �+ﾘ+�,h*�.ykﾈ*｢�浅くにおいが強 �6ﾘ5(,ﾈ�唏,h.b�

何か？ �,(*(+ﾙ��Z�,ﾘ���いマツタケは？ �,�.ｨ.�4ﾈ6ﾘ5(,ﾒ�

（　　　　） ������������｢�（　　　　） ������������｢�
管よっと姿わったキノコ ��+�.X,�,i�ｸ.ﾘ,�+ﾘ4ﾈ6ﾘ5"�④野山の篭りいっ軌＼の山麓 �9nﾈ�(,ﾉ�.�*(,�,�*(,ﾈ�)E｢�

柄が長く伸び、 �7�6ｨ5�5�怦,ﾈ4ﾂ�フタパハ羊とい ���Z�,ﾈ4�4�,ﾘ嶬�

モグラの便所か �6ﾘ5(,ﾈ��,ﾈ�8*��う別名やアズキ �,ﾈ+ﾘ-�,仂�+Ij��

ら生えてくるキ �.y�h*h.�4ﾈ6ﾘ5"�ナという万雷”名 ��x,�,(*�+ﾙf穐��

ノコは？ �,ﾉkﾉ��,ﾘ���がある山菜は？ 倚H,�,ﾈ*������

（　　　　） ������������｢�（　　　　） ��｢�
④露山の香りいっ尊いの山麓 �i�ﾈ,h,ﾈ*�*�.ﾘ.��⑩毒キノコと毒草 ���9MH4ﾈ6ﾘ5(,i<Y���

善の七草の「ほ �#S�D���,ﾈｯ"�以前は30～40 弍)Xﾈﾊx,ﾈ4ﾈ6ﾘ5"�

とげのざ」は現 儿ﾈﾊx,ﾈ�(ﾝ�,ﾃ��種類の毒キノコ �(i<X,ﾉo�Kﾉ�H/��

在のどういう名 �ｨ,ﾘ5ｨ8ｨ��,X,ﾒ�は現在、何種類 ���-�.價ﾘﾏY�ｸ,ﾂ�

の植物か？ ��ch肩,ﾘ���になっているか �*�.�4ﾈ6ﾘ5(,ﾘ���

（　　　） ������������｢�（　　　　） ������������｢�

どこでも、だて、よこ、ななめに4マスそれて1点（
≪ゲ－∠ふのやり方≫

・マスの中に書いてあ調題輔いて掘う

・（）にできた答え書き込もう。

H15年月　日（なまえ

図28　野の幸辰ビンゴゲーム（高）
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石田　克・井上好章・古田靖志・説田健一・千藤克彦・脇本晃美

里山ミュージアム
～ドングリころころオオタカびゆ－ん～

のビンゴゲームをしようII　〈低学年用〉

①いまは、もういなくなっきゃった ��4ﾘ7H6�8x4X*ｨ+ﾘ-ﾈ+(/��③かわいそうっ！！ 

きちょうな �*H-ﾘ,(*�.�,ﾘ,�,�,ﾘ���カラスにたべられた 

ニホンオオカミのはくせいを 　みたよl I 冖x���あたまたけのカブトムシ！ 騨 

書裏 ④山であったらこわ～いll �Ih�.ｨ*(+ﾘ-ﾈ*�*�,�+�*(*(,�*��⑥オオタカのはくせいを 

さにいった、ぢょうのなまえを �-ﾘ,(*�+ﾘ.h���ｫ��Eh�2������H�2�

ヤマカガシ　　ニホンマムシ �*�+�*H���

㊨ ���B�⑪ �4�6�����ﾝ｢�

⑦すさなどうぶっのはくせいに �x,h.�,ﾈ,�*ｸ+�*h/��　　　　　　　etうきじよう ◆ 

古　さめったよl �*ｸ*(,H-ﾘ.h*H���棈�8-842�ｺﾒ�㊥‾ドングリごまの競技場」 

∈参遷≡⊃ あたまからしっはのほうへ やさしくさめってal 凾ﾄこままわしたいげっ！！ 高く騎 

さbったどうふっのきまえ 凵�ﾏし 

まる

◆持つ柵磨り、できた5　0　をつけようIl

◆購うせんのし痔には、こなえを加Il書紀II

ホ管轄　蛍　経鯵まえ

図29　里山展ビンゴゲーム（高）

豊山ミュージアム　　～ドングリころころオオタカびゅ－ん～

のビンゴゲームをしよう！　　　（高学年用）

①藷議したニホンオオカミ。 ��U9D靠hﾙ�,�,ﾘ巉,h*(*H6�8x4R�　　　　　　　　慮＜せい ③オオタカの成鳥と若鳥の剥製 
尊くせい 剥製は　日本に何体あるかな �*ｨ��+ﾘ*ﾘ+8/�*(.�,X+X.X*H���を見て、気がついたことを害い てね． 

④動物の剥製にさわろう．さわ �h6�984�8ｨ,ﾈｼh,�-ｨ���ｸ兢(�B�⑥トキはなせ絶滅してしまった 

ったものの顔を描こうl 翻・i �.ﾘ*�.�*�,������ﾈ,h��*Hﾄｸ,ﾘ嶬�MH,X+X.X*H�｢�7�986x,ﾘ4X8�/�-ﾘ,Fﾂ�の？ 

⑦お経を土の中にうめ崩龍 ��x,ﾉ8�*ｹ�ｨ/�[x*(,Hﾊ�.h*B�⑨マツタケが取れなくなったの 
を何と言いますか？ こふん ①古墳 ぎょうつか ②経塚 かいつか ③貝塚 儘H*ｸ,�x,h+ｸ,ﾉY�*ｹ�ｨ/�4ｨ5�4｢�6�,X��+�*H���は、いつ頃ですか？ ①昭和10年代から ②昭和30年代から ③平成になってから 

全部できたら、ビンゴ！

図30　里山展ビンゴゲーム（低）

平成14年度特別展「温泉展」

・岐阜の温泉現地解説ツアー（飛騨小坂温泉郷にて、温

泉湧出状況や温泉沈殿物を観察）

・「温泉展」展示解説（特別展の展示の説明だけではな

く、実際の温泉水を使用して実験観察も実施。

平成15年度特別展「野の幸・山の幸、岐阜」

・自然観察会～山菜をとって食べよう～（宮村にて、山

菜の採集。午後は現地の山菜料理の催しものに参加。

5月実施）

・自然観察会～キノコ探検隊～（百年公園内にてキノコ

の採集）

・キノコ．と山菜・薬草オリエンテーリング（館内及び百

年公園内の20ポイントで、問題に解答）

平成16年度特別展「里山ミュージアム」

・自然観察会～ギフチョウを観察しよう～（百年公園内

で、ギフチョウの生態・卵などの観察。4月実施）

・自然観察会～キビタキをさがそう～（百年公園周辺

で野鳥の観察）（4月実施）

・里山オリエンテーリング（館内及び百年公園内の20ポ

イントで設問に回答。2回実施）

・秋の里山ウオッチング（百年公園内の秋の動植物の様

子を観察しながら、自然の遊びを紹介）

O l00　　　200　　　300　　　400　　　500m

図31岐阜県百年公園



岐阜県博物館の特別展における参加・体験型展示について

「里山オリエンテーリング」問題用紙10月24日用

番号 冢(�������������������������答　え 

l �5�5�5x48��5h48�ｨ,ﾈ抦+8,�,x/�*�.�*ｨ+ﾘ*ﾘ+8/�x�+�,H*(-ﾈ+x�"� 

どんぐりを3個ひろいましょう。 

2 們Y�h��+X+�-8�ｨ*�.x�(,��8,�?���,H*ﾘ�X*�.�,ﾈ-ﾘ+��h/�ﾊ�,(*�-ﾈ+X.X*H�"� 

「この下に00がとおるけものみちが・・・」の札には、どんな動物がと 

おると酋／ヽてありますか？ 

3 ��隘���*(+X*ｨ+8�ｨ,ﾈ�8,��X6ﾘ5(984ﾘ4��h,ﾈ扎*ｨﾞx*(,H*(-ﾈ+x�"� 

「ノコンギク」の花は何色でしょう？ 

4（博物㈲ ��Yz(�(7�8X�ｸ5x4�8��h,ﾈ檍�ｨ,�,ﾘ*(.�,h�X6ｨ7ｨ984�4�4ｨ7��h,ﾈ,ﾘ*ﾘ+�*(*｢� 

あります。日本にニホンオオカミのはくせいはJくつ残っていますから 

5（博物館） �:饂�,ﾈ,ﾘ*ﾘ+�*(,�+8.ﾘ.�-ﾈ+X.X*H�"� 

すきな動物の顔をかこう。 

6（博物㈲ 佝�5H��*ｸ.X*H,H/��h*�*ｸ.X*H,ﾈ+�,h�ｨ/�7�,ﾉ(h,�*H-�+ﾙ,y�X��*(+�*ｸ�ｨ/�,�/�� 

というでしょう？ 

①古墳（こふん）②経塚（きょうづか）③貝塚（かいづか） 

7（博物館） �4�7�7ﾘ4ﾈ,ﾉD驀h��,ｸ/�.�/��ｨ/��H*h.h*H�(*(*ﾘ,(*�.�-ﾈ+x*���� 

8（博物館） �+�,ﾈ,�*ｹ�ｨ/�[x+�*H�(巉,h*(*I+�,ﾈ,�*ｹ�ｨ*ｨｴ8,�?ﾈ.�-ﾈ+X+ﾘ*��(肺,ﾈ,�-ﾂ� 

えを害う。 

9 伜(*ｨ*ﾘ+�.ｨ,�*(.h*H,���,h+�.ｸ,x+�.ｹ��*ｩ��/�,X*�.�-ﾈ+x�)���x-ﾘ,ﾈ.h*B� 

すをスケッチしましょう。 

10 ��S���h,ﾈ-8+�/�ﾊ�,(*�+ﾘ.x���ｸ/���*ｸ-ﾈ+X.X*H�(+�,ﾈ�X-ﾘ,ﾘ.x+X+�*(�h,�� 

は、経塚（きょうづか）がありました。 

番号 冢(�����������������������答　え 

ll 俘(*)88��,h*H�ｨ*ｨ*�.�-ﾈ+x�(+�,ﾉ88,ﾘ�X巉,ﾉ88�h,X+X.X*H��� 

①百年の塔　②百寿（ひやくじゅ）の塔③百薬の塔 

12 冕�h,ﾈ-ﾈ.ﾘ.�/�^�����,H�������+X.(+X/��ｨ/�%H+X-ﾈ+X.X*H�(,h*ｸ,x*ｸ��+�,ﾉj�� 

家（みんか）に入る動物は何？ 

13 �+�,ﾈ*ｨ*�,ﾘ��,x,ﾈ.h*H,�.�.h*H,�,�,�,H*(.�,X+X.X*H�(.�.h*H*ｩZｨ*�.�.h*B� 

にスケッチしましょう。街灯（がいとう）を右に見て書こう。 

14 �+�,ﾈｬYL(��*�/�-ｸ/��ｨ,�,ﾘ�X巉/�+X,�*(,X�h,h��*(,H*�.�,X+X.X*H�"� 

15 �+�,ﾈｩｸ蝎�ｨ*ｩ[x+�*h.�-ﾈ,X��.H,�*ﾘ.姐�-ﾘ-ﾈ+X.X*H�"� 

聞こえた烏の鳴き声をカタカナで書こう。 

16 �5yeﾙ�H��,H/�-�*H+�*(�ｨ,ﾈ,H,�-�/�,�,ﾈ-ｨ.�-ﾈ+X.X*H�"� 

何が見えたか書こう。 

17 �+�,ﾈ*�+ﾘ.�,ﾉOhﾚｨ+ﾈ*(,�,ﾘ4�4ｨ7ﾘ68*ｨ+ﾘ*ﾘ+8/�*�.�-ﾈ+x�"� 

なるべく形のよい「まつぽっくり」をひろいましょう。 

18 �;�,ﾈ�顗�h+8,��ﾈ*ｨ*�.�-ﾈ+x�"� 

川底の色はどんな色でしょう。 

19 ����*ｨ*�.�-ﾈ+x�(､ｹ&�/�,ﾈ-ｨ,�,H��*�-ﾈ*(.�+X-ﾈ+X.X*H�"� 

さて、石筒は何段あるでしょう。 

20 倡ﾘ,�,x/�*�.�*ｨ,(*(,H*(.冦�/�%H+X-ﾈ+X.X*H�(+ｸ,ﾉm�,ﾉwH,�,�/�5�5�6"� 

チしよう。 

図32　里山オリエンテーリング
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里山オリエンテーリングの場合、図31に示す岐阜県百

年公園内に15問と、当館特別展会場に5問を用意した。

問題用紙は図32で、A4用紙表裏を用いた。

（3）会場における来館者対応

このようにビンゴゲームや関連催しものの充実によっ

て、特別展の展示に注目いただくと共に、参加体験型展

示を体感いただき、それによって、特別展の趣旨・内容

を、楽しみながら、より深く理解し、より身近なものに

してもらうようにした。

しかし、参加・体験型展示もビンゴゲームも、ただ置

かれているだけでは来館者に気付かれない場合もあれば、

使用方法のわからない場合もある。

当館では、特別展会場に解説員一名が必ず詰めており、

来館者に随時声をかけ、参加・体験型展示の説明を行っ

た。また、自然担当学芸員も日に何度となく会場を巡視

し、展示状態の確認をすると共に、来館者対応を行うよ

うに努めた。

6，結果と考察

（1）参加・体験型展示の内容

3回の特別展の参加・体験型展示の内容は表1のよう

にまとめられる。実物資料を使用した参加体験型展示を

多く行うことができた。また、触れるだけでなく、嗅覚・

聴覚を刺激するものなど、多様性とバランスのある参加・

体験型展示を行うことができた。

これらの参加・体験型展示の、特別展全体の中で占め

る割合は、展示点数で比較すれば、温泉展では約20％、

野の幸展では約30％、里山展では約15％であった。野の

幸展は「⑤これなあーんだ？」、「⑥木の実・草の実にさ

わろう」で85点を占めるため多めになったが、これらを

1式1点と数え直せば、約2割となり、特別展の2割程

度を参加・体験型展示が占めていたと言えよう。

（2）特別展に関する来館状況とアンケート結果

3回の特別展の入館者数は次の通りである。

年度 �<�¥ｩ5r�開催日数 况8揵(hﾘ"�大学一般 俘x��ﾇb�

14 �y�)5r�57 塗�3C�"�11，829 ����33���

15 冢ﾈ,ﾈﾔｲ�51 ����3�唐�9，301 �#��33湯�

16 凛(�)5r�50 ����3c�"�8，201 ����3��2�

14年度は4、5月のゴールデンウイークが好天に恵ま

れ、家族連れでにぎわった。15、16年度は秋の開催ため、

小学校の社会見学の入館者が多くなっている。

15、16年度は同一形式で特別展アンケートを実施した。

結果を次に示す。なお、10代以下の回答はすべて土・日・
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特別展名 伜����Y�ﾈﾋ�ﾅ�5x麒kﾂ�実物使用 ��ﾈｫB�劍ﾗ9:��
視覚 ��xｦ��嘆覚 �*隕��

温 泉 展 ��禰孳�)�X,ﾈ,�*�*(/�%�+�*B�○ ��ｲ�○ ��ｲ� ��ｲ�

（D温泉水の酸性アルカリ性 ��ｲ�○ ��○ ��○ 

（D温泉たまごができるよ ��ｲ�○ �� �� 

④インターネットで調べよう ��○ �� ��○ 

⑤湯の華にさわろう ��ｲ�○ ��ｲ�○ �� 

（㊦温泉スケールにさわろう ��ｲ�○ ��ｲ�○ �� 

（D珪化木にさわろう ��ｲ�○ ��ｲ� �� 

（①温泉工芸品にさわろう ��ｲ�○ ��ｲ� �� 

（D下呂温泉の湯 ��ｲ�○ ��ｲ�○ �� 

⑩平湯温泉の湯 ��ｲ�○ ��ｲ�○ �� 

野 の 幸 展 ��禰�m�8ﾈ7h8ｨ4｢�△ ��ｲ�○ �� ��

②山菜等レプリカ ��○ ��ｲ� �� 

③高山の朝市 ��"�○ ��ｲ� �� 

（D春日村の朝市 ��"�○ ��ｲ� �� 

⑤これなあーんだ？ ��ｲ�○ ��ｲ� ��○ 

⑤木の実・華の実にさわろう ��ｲ�○ ��ｲ� �� 

（Dドングリ体験コーナー ��ｲ�○ ��ｲ� ��○ 

（㊦雑穀 ��ｲ�○ ��ｲ� �� 

（D薬草のにおいを嘆こう ��ｲ�○ ��ｲ�○ �� 

⑩インターネットで調べよう ��○ �� ��○ 

⑪キノコを探そう ��ｲ�○ ��ｲ� �� 

⑫ひのきのおふろで遊ぼう ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��○ 

⑬生体キノコの展示 ��ｲ�○ ��ｲ�○ �� 

堂 山 展 ��6�984�8ｨ,ﾉwH,�,��○ ��ｲ�○ �� ��ｲ�

（Dドングリにさわろう ��ｲ�○ ��ｲ� �� 

（①さわれるかな？ ��ｲ�○ ��ｲ� �� 

（Dドングリごまの競技場 ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�〇 〇 〇 

⑤はく製にさわろう （D鳥の鳴き声を聞こう （Dアベマキの木 ��ｲ��ｲ�〇 〇 〇 ��ｲ��ｲ�

⑧ひのきのおふろで遊ぼう ��ｲ�○ ��ｲ�○ 

表1（註）　実物使用：○＝実物資料使用、　△＝実物資料を一部使用、　空欄＝実物資料を使用せず。

行　動　　　○＝「さわる・においを嗅ぐ」以上の参加をしたり、推理を伴う場合。



岐阜県博物館の特別展における参加・体験型展示について

祝日に回答されたものであり、社会見学で来館した子ど

もの回答は含まれていない。

アンケート枚数

年度 �<�¥ｩ5r�男 傚r�未記載入 俘x��ﾇb�

15 冢ﾈ,ﾈﾔｹ5r�139 ��cr�6 �3�"�

16 凛(�)5r�174 ��澱�3 �3s2�

アンケート回答（以下の数値は　％）

年齢 祷決屬�10代 �#��2�30代 鼎��2�50代 田��2�70以上 

15 途�8 釘�15 ��B�24 �#��7 

16 ��b�14 澱�24 ��B�11 ��"�3 

15年度はキノコ・山菜とりに関心の深い50代以上の方

の回答が多かった。16年度の回答者は子どもとその親の

30代が多かった。会場では、親子で回答される姿も目立っ

た。

住所 侈y>��（岐阜市） ��亊h�8�｢�愛知県 ��ﾉWｸﾊr�

15 塔��21 湯�18 ���

16 塔��17 �#��18 �"�

15年度特別展は県下の広範な範囲から来館いただいた。

16年度特別展は、当館の立地する岐阜県百年公園の自然

を中心とした展示のため、地元関市の方々の関心が深かっ

た。

情報源（複数回答可） ��YD�7��16年度 

新聞 �8��R�2　9 

テレビ �2�3 

「くらしと県政」などの広報誌 ��b�11 

タウン情報誌 �2�2 

インターネット �"�4 

友人・知人からの紹介 ����12 

学校からの紹介 釘�7 

来て初めて知った ����2　0 

チラシ 唐�19 

ポスター 唐�11 

その他 釘�3 

情報源としては、第一に新聞が挙げられた。これは、

特別展が新聞社との共催のため、新聞社が積極的に広報

していただいた成果である。広報誌と答えた人は、来館

4回目以上の、50代以上の方に多い。16年度に「来て初

めて知った」が多いのは、親が何かの情報を得て来たの

に、回答者した子どもが知らなかったためと考えられる。
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全体の感想 ��YD�7��16年度 

とてもよかった �3��33 

よかった 鼎2�43 

ゝ ふつう ��2�14 

あまり良くなかった ���2 

良くなかった ���1 

無回答 �2�7 

どちらも4分の3以上の人が「よかった」と答えてお

り、全体に好評だった。

よかった点（複数回答可） ��YD�7��16年度 

テ．－マがよい �3r�37 

展示が見やすい 鉄r�52 

雰囲気がよい �#B�24 

解説がわかりやすい �#��21 

解説が見やすい ��r�15 

体験できる展示が多い ��2�30 

15年度はキノコの実物封入標本やレプリカなど、普段

目にすることのない展示が注目を集めた。その一方、参

加・体験型展示は、展示会場内に分散し、展示番号⑨、

⑪、⑫、⑬の展示は会場外のフロアーにあったため、

「体験できる展示」は「ドングリ体験コーナー」だけを

念頭に少ないと回答された傾向があった。16年度は展示

番号①から⑦までのコーナーが展示会場中央にまとまっ

ており、子ども連れが参加・体験型展示をよく楽しんで

もらえたという傾向があった。

（3）特別展について

温泉展は、健康や癒しに関心が高い現代、タイムリー

で、他県からの来館者も多く、高齢者を中心に広く注目

された。参加・体験型展示では「温泉水のにおいを喫ご

う」「湯の華にさわろう」「下呂温泉・平湯温泉の湯」が

特に好評だった。

野の幸展は、健康食ブームでキノコなどに関心が高い

中、タイムリーで親しみやすいと好評だった。特にキノ

コのレプリカやアクリル封入標本で、大きさ・形・色彩

を実感できる展示が好評だった。参加・体験型展示では

「山菜等のレプリカ」「朝市」などが好評だった。また、

「雑穀」や「木の実・草の実」に昔を懐かしむお年寄り

の方々の声をよく聞いた。

里山展は、最近注目を集めている内容であり、ドング

リなど子ども達に親しまれる展示としても好評であった。

特に岐阜県百年公園の自然を中心にしたためか、地元関

市からの来館者が多くを数えた。また、「ドングリころ

ころ」が副題についていたためか、特に例年に比べ、幼
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児連れの若い夫婦が多かった。参加・体験型展示では

「はく製にさわろう」「ドングリごま競技場」「鳥の鳴き

声を聞こう」が特に好評だった。

また、どの特別展でも「実物にさわれる」ことが、特

に目の不自由な方にも好評だった。

（4）問題点

参加・体験型展示の難点の一つはメンテナンスの問題

である。多くの方に体験してもらえば、それにつれて壊

れることも加速する。当館の場合は、解説員が常に会場

にいるためか、全体にていねいに扱われていると思える

のだが、それでも、破損する部分もあった。ドングリご

まなどは毎日10－20個を消耗していった。実物資料を使

う場合ほど、そのメンテナンスに力を入れる必要が出て

くる。

また、参加・体験型展示を重視するとはいえ、当館の

特別展の中に占める割合は全体の2割にすぎない。8割

を占めている他の展示が当館の特別展のメインなのであ

る。しかし、参加・体験型展示に興味を引かれる中で、

本来の特別展開催の趣旨が理解されない場合もある。こ

のことをふまえ、特別展全体の中で、参加・体験型展示

の配置も充分に考慮して進める必要がある。

さらに、参加・体験型展示には、他館施設に学ぶこと

も多く、工夫なきままに学べば、他館と「どこを切って

も金太郎飴」的な展示の増加の恐れもある。岐阜県博物

館なりの個性をどう発揮するか、なおいっそうの工夫が

必要である。

（5）今後の方向性

しかし参加・体験できることの感動は大きいし、その

教育的効果は大きい。また、特別展の参加・体験型展示

が来館者に活用されるには、館職員（解説員・学芸部員）

の働きかけが重要であった。この働きかけによって来館

者と館職員との交流も深まり、来館者が何に満足し、何

を望むかが分かってくる。

今後の特別展にもメインの展示の充実はもちろん押し

進めながら、誰でもできる参加・体験型展示の充実を図

ることが必要ある。

さらに特別展で得たものを、館の財産として常設展示

などへの活用を図ることが重要になる。15年度「野の

幸」展の「薬草のにおいをかごう」は、現在は郷土学習

室の「さわってたいけんコーナー」に配置している。常

設化が難しい展示についても、他の企画展示（資料紹介

展、スタディコーナー　等）に生かしていくことも考え

ていく必要がある。

参加・体験型展示を充実させる中で、館職員と来館者

の間にも、来館者相互の間にも「会話のはずむ博物館」

とできることが今望まれているのではなかろうか。
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