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平成２６年度海外科学館視察研修 参加報告
■研修概要■
期 間：平成 27 年 2 月 4 日（水）～2 月 9 日（月） 4 泊 6 日
訪問国：アメリカ合衆国テキサス州
訪問先：スペースセンター・ヒューストン
ヒューストン自然科学博物館
■所属館■ 飯能市市民活動センター
■氏 名■ 萩原勝夫
■目 的■ 私の所属する飯能市市民活動センターで
は子供たちの夏休みや冬休みを利用して科学体験教
室を開いている。そのために実験器具を借りたり巡
回展を借用したりするために２年ほど前から科学館
ではないのに連携協に加入している。また私が未来
館でボランティアをしていて、サイエンスミニトー
クの番組で“ダークマター”について話をしている。
この中で私がいつも強調しているのは“NASA の観測
衛星が驚くべき結果を報告している。私たちが光や
電波で観測できる星などのすべての物質を集めたとしも宇宙の全質量の５％にしかならな
い。他の９５％は得体の知れないダークマターやダークエネルギーで満たされている。”で
ある。こんなことを発表している NASA とはどんなところか、また未知の９５％のほんのわ
ずかでも理解につながるヒントでも得られればという思いに駆られて、上長の許可を得て
自費参加した。
１．SEEC2015
ＳＥＥＣ：Space Exploration Educators Conference
参加したセッション一覧
項目

日時

１

2/5 10:00～

Amazing Hands-on Learning

２

2/5 12:45～

Come Fly with Us

３

2/5 14:45～

Tram Tour

４

2/6 10:00～

Explorations

５

2/6 12:45～

Vehicle Building Mock up Tour

ツアー

６

2/6 14:45～

Space Center Houston’s 747

ツアー

７

2/6 19:15～

Banquet

セッション

形式
ワークショップ
同上
ツアー
ワークショップ

パーティー
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２日間のコンファレンスで私は６つのセッションに参加した。そのうち結果的には３つ
がワークショップであり３つがツアー形式であった。また２日目の夜は打ち上げ式に相当
する Banquet が行われた。
各セッションの内容について報告する。
１－１．Amazing Hands-on Learning
宇宙に関する絵本をいかに有効活用して子供たちに興味を持たせるかを目的としたワー
クショップであった。参加者は９名で２グループに分かれてワークショップを実施した。
自分一人が異国人で、他の８名は米国内で教師を職業としている人達であった。
私たちの身近な宇宙である太陽系に属する惑星について理解を深める１ケ月間のトレニング・カレンダー付きのぶ厚い資料(ASTRONAUT TRAINING MANUAL)が先ず配布された。
今回の限られた時間内で実施したことは、各グループで宇宙探検のイラストと探検隊の名
称を決めてグループごとに発表することであった。
次に火星を例に挙げて、ミッションノートを完成させることであった。ミッションノー
トの主な項目は①目指す天体の名称

②太陽系のどの位置に属するか

何か

④そこに行くべきか、行くべきでないか

描く

⑥イラストの説明とあなたの夢は何ですか

また理由は

③興味ある事実は

⑤目指す天体のイラストを

であり、これを完成させるための参考

にする教本は豊富に与えられた。教本を参考にミッションノートを完成させるのに精いっ
ぱいで発表するところまではいかなかった。
約８０冊の提示されたブックリストを参考にして添付のワークシートを完成させること
で楽しく太陽系の惑星について理解を深めることができるコースと理解した。
１－２. Come Fly with Us to the Edge of Space
このワークショップは気球を作成しドライヤーで熱風を気球に送り込み気球が上がる
ことを確認するものであった。４人くらいでグループを組み作業を行った。参加者は３０
名くらい。自分除き他はすべて米国内で教師を職業としている人たちばかりであった。
まず気球を作成するのに必要な材料（色紙、ハサミ、ノリ、サインペン等）が与えられ、
気球の１／８のテンペレートを利用して色紙に８枚分トレースし、ハサミで裁断する。こ
の８枚を糊付けし完成。ドライヤーで熱風を送り込み気球がうまく上昇すれば成功。
うまく上がらなかった場合は何がいけなかったのかを考えて、さらに改良してテストを
するというのが主たるワークショップであった。これが正解という答えがあるのではなく
作成した作品を評価してそれに考察を加えてさらに改良するといいうプロセスを重視する
ワークショップであった。
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作成した気球の評価

アポロ・ミッション・コントロールセンター

１－３. Tram Tour
本来はこの時間、Neutral Buoyancy Lab

のセッションを申請していて楽しみにしてい

たのだが、当日急遽中止と知らされ別の session を探していたところたまたま Tram Tour
があったのでこれに参加した。
このツアーは３両の屋根付き客車に乗りスペースセンター内の３つの主な会場を９０分
かけて見て回るものであった。５０人程の参加者がいて中国人の団体客を含めいわゆる外
国人が半分以上締めやっと一安心。でも相変わらずの早口英語で苦労したが、自分一人が
目立つということはなく良かった。
最初に立ち寄ったのがアポロ関連の建物であり、アポロ１１号月面着陸時のミッション
コントロール・センターがそのままの形で見られた。当時は丁度自分が結婚した年でもあ
り懐かしくも思い、また当時は最先端であったが現在ではもう過去の技術であり歴史の進
歩を感じた。
次に立ち寄ったのが国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）関連の施設であり、実物大の ISS
や、次世代火星探査機 ORION のカプセル、また最先端惑星探査車ローバーや次世代(軽量化
を図った)宇宙服等を眺めながら解説を聞いた。
最後に立ち寄ったところはアポロ宇宙船を月に送り込んだ SATURN ロケットの展示施設。
規模の大きさに圧倒された。
１－４．Explorations
本 session は同じパラシュートを２個作製し、１個は風洞実験用に、他の１個は落下試
験を行うものであった。このセッションは同行の寺田さんも一緒だったので心強かった。
“飛行には抗力、揚力、重力および推力の４つの力ある。大気中のすべての物体は抗力
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の影響を受ける。パラシュートは重力と抗力の２つの力だけを受け最終速度では抗力と重
力は等しくなる。本ワークショップでは簡単な手作りの実験を通してパラシュートの抗力
係数の測定と算出方法の詳細を学ぶことである。
”というような書き出しで始まる１０ペー
ジほどの冊子とパラシュート作成に必要な材料が配布された。
４人くらいのグループで作業開始した。我がグループでは落下試験は時間の関係ででき
ず、風洞実験を２個について行った。この写真のように１個はほぼセンターに位置したが
かなり振動していた。他の１個は上部に位置して非常に安定していた。同じように作成し
たのであるが４本の糸の微妙な結び方でこのような差が出たと思われる。ここまで行い時
間切れで終了となる。
この後なぜこのような差が出るのか、また冊子に掲載されていた抗力係数を求める測定
まで行えばパラシュートに対する理解が深まり更に設計まで出来るようになるのではと感
じた。

センターに位置しているが振動あり

上方に傾いているが安定している

製作した２個のパラシュートの風洞実験
１－５. Vehicle Building Mock up Tour
本 session は宇宙への乗り物や宇宙での移動手段および宇宙飛行士の訓練装置等の展示
のある施設へのバスによるツアーであった。国際宇宙ステーション(ISS)や日本の実験棟
KIBO の実物大模型が展示されていた。またスペースシャトルの代替えとして利用される次
世代有人ミッション ORION 宇宙船の展示もあり、非常に興味あるものであった。また軽量
化を図った次世代宇宙服、ORION 宇宙船内の人間の居住空間も見ることができた。また宇宙
飛行士にとって宇宙滞在中に体を鍛えることも重要でそのための各種機器が見学できた。
また惑星表面を移動する各種多足ロボット等の開発も行われていてこれらを見学すること
もできた。太陽系惑星への有人探査に向けての最先端の技術体系の一コマを垣間見たよう
な気がした。
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ISS における日本の実験棟ＫＩＢＯ

次世代宇宙船 ORION

１－６. Space Center Houston’s 747
本 session はスペースシャトルの輸送機とし
て改造したボーイング７４７の実物とそ
の上に搭載したスペースシャトル本体
“INDEPENDENCE”の実物大レプリカの展示を見
ながらその解説を聞くというものであった。
スペースシャトル本体の輸送機への搭載・固定
方法の解説や、ボーイング７４７を輸送機とし

INDEPENDENCE を搭載し

て使用するために軽量化を意図したキャビンの内

たボーイング７４７

装や乗客用座席の撤去、胴体の補強等の解説を
聞いた。またヒューストン宇宙センターに運び込むのにずいぶん苦労したことまた展示の
ために本体の固定方法等工夫を凝らしている等の解説もあった。詳細は英語力の不足で理
解出来ず概略しか掴めなかった。しかし輸送機もスペースシャトルも実物大でありとても
迫力のあるものでこのセッションを選択し良かったと思った。
１－７．Banquet
今回のコンファレンスに参加した人は全員参加資格がありセミフォーマルな服装、アル
コールはビールとワインで３杯までは無料チケットで可という条件付きのブッフェ形式の
パーティーであった。セミフォーマルな服装とはどんなものかもわからず、小さな旅行バ
ッグの片隅に場所を確保して用意はしていった。
幹事さんの計らいで一行１１名全員が一つのテーブルに就くとこができとても和らいで
雰囲気でパーティーを迎えることができた。
折角テキサスに来たのだから地元のビールをと思い所望したところ SHINER を出してくれ

5

た。普段はキリンフリーしか飲んでいない小生にとってはかなりアルコール度が強い感じ
がした。アルコールが回り食事もほぼ腹いっぱいになったころ生バンドの演奏が始まった。
２日間のコンファレンス、英語には苦労したが全セッション無事参加できたという満足も
ありビールも食事もとてもおいしく感じた。生バンドのリズムはほとんどジルバのステッ
プに会うものであった。年齢をかえりみずしばしジルバのステップに酔いしれる。それこ
そ何十年ぶりかで青春が蘇った感じであった。ホテルに帰り床に付いてもしばらくは次々
とシーンが浮かんできていた。
２．ヒューストン自然科学博物館
４日目、宇宙センター直近のホテルを後に、専
用車でダウンタウンエリアの当日宿泊するホテル
に寄りまず荷物を預け、最後の研修場所である
ヒューストン自然科学博物館に向かう。
ここは米国で３番目の規模を誇る科学館である
とガイドから説明を受ける。この館の一番の見も
のは宝石類とのことで、歴史上に名を残している
富豪たちの身に着けていたという宝石類がイルミ
ネーション効果を１２０％付加して展示してあっ
た。この後主として見学したのは恐竜関連と自然

ヒューストン自然科学博物館

エネルギー探索関連であった。恐竜博ではトラキ
ュートップスの実物化石の展示は印象的であった。
またエネルギー探索では天然ガス、石油、シェールガス等の展示があり、特に海底でのエ
ネルギーの探索を体験できるシミュレート・エレベータがありこれに搭乗して擬似体験で
きたのが印象的であった。
３．全般的な感想
３－１. JCB カード拒絶される。
SEEC への参加申し込みに関して、当初連携協で一括して申し込みと思っていたのだが、
実際には NASA の方式で参加者個人がクレジットカードで申し込む方式であった。指示通り
ネットで申し込みを試みるもエラーで受け付けられず。
“予期せぬエラー発生”のメッセイ
ジのみで何のエラーかの表示もなく拒絶された。連携協にも相談してやって頂いたが結果
を同じ。段々と出発の日にちも迫り心の焦りを感じる。このままではと NASA に直接メール
を出して聞いてみた。すると返事が返ってきた。これにはうれしかった。NASA とのメール
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のやり取りを掲載する。
こちらからのメール：
“ Hello, I want to attend SEEC 2015.

I submitted the filling cart.

unexpected error has occurred” appeared.

But “Un

In this case what shall I do ? Do you

accept JCB CARD ? “
NASA からのメール：
“Hello,

We do not accept JBC cards as one of the forms of payment. We take Amex,

Visa and Mastercard. “
３－２．3 種のワークショップと 3 つのツアーに参加して
折角参加するのだから時間を有効に使おうと思い、内容が良く分からないまま英文の表
題だけでエントリーした。
この中でワークショップは米国内で理科系の先生が対象でどう宇宙の教育を行ったら良
いかというテーマであった。この中で感じたことはワークショップの最終成果にこれが正
解というのがあるわけではなく、作り上げたものを評価してそれに対して考察を加え理想
の形にもっていくというプロセスを学んだような気がする。教育において個人の創造性を
引き出す重要な手法のように感じた。
ツアーについては、その時点では最先端であった完成した技術(アポロ関連)、現在正に
現役で活躍している技術(ISS 関連)、近未来に向けて開発中の技術（次世代有人スペースシ
ャトル関連)等具体的な形で見ることが出来とても有意義であった。
３－３．益々夢とロマンが広まる。
今回の研修を通して宇宙技術・産業のすそ野の広さを感じた。宇宙の全質量の９５％も
占める未知の物質であるダークエネルギーやダークマターに対する夢とロマンを一層感じ
るようになった。今後の未来館での活動、市民活動センターでの科学体験教室等で今回の
経験を生かしていきたい。
最後に今回同行の皆さん、連携協の事務局の方々には大変お世話になり有難うございま
した。また飯能市市民活動センター及び市民参加推進課の皆様には私の我儘を聞き入れて
頂き感謝しています。
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平成 26 年度海外科学館視察研修 参加報告
■研修概要■
期 間：平成 27 年 2 月 4 日（水）～ 2 月 9 日（月） 4 泊 6 日
訪問国：アメリカ合衆国テキサス州
訪問先：スペースセンター・ヒューストン、ヒューストン自然科学博物館
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
■所属館■ 福岡県青少年科学館
■氏 名■ 吉村 真司
■目 的■ 当館は開館から 25 年目で、「地球」をテーマに体験を通して科学を感じて
いただくことを重視しており、常設展・企画展、天文企画などは地域に認知されて一定
の成果を挙げている。そこで、新しい事業の開発・展開や、館内展示をより充実したも
のに発展できるように、海外施設での展示方法や実践事例などを調査することを目的と
した。また、宇宙を教育に利用するためのワークショップ（SEEC）への参加を通じて、
宇宙教育の教材研究の視点や展開事例を得て、今後実施する企画をより充実したものに
する手がかりをつかむことも目的として今回の視察研修に参加した。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●スペースセンター・ヒューストン
【展示物】
宇宙開発の拠点 NASA があるスペースセン
ターでは多くの展示物を見ることができた。建物は
２階建てで、フロア中央は吹き抜けで開放的で、天
井からアポロの着陸船や ISS の模型が吊るされてい
た。１階には、使用されたブルースーツや船外活動
服、歴代のミッションクルーの写真、ISS 内での設
備模型やロボット、月の石や月面着陸のジオラマ、
隕石などが展示されていた。宇宙に関する模型や実
物を見ることで、宇宙開発の歴史について理解した
【船外活動服の展示】
り、宇宙環境の過酷さを実感したりできた。知識としては
理解していたが、「本物を実際に見て理解する」というこ
との重要性に改めて気づかされた。2 階には、模型や実物
などの展示品以外にも体験を通して宇宙を体感する展示物
や場もあった。例えば、アポロ着陸船内再現展示物やロボ
ットアーム操作の体験展示物である。展示物をただ見るだ
けではなく、体験を通して形作られる理解を促そうとして
いることがよく分かった。単に展示するだけでなく、来館
者の姿を考えて工夫して展示することの大切さを学べた。
また、屋外にも数点展示がされていた。ボーイング社の飛
行機、スペースシャトル、アポロの帰還船、T-38 訓練機な
【ロボットアーム操作展示】
どが精巧に作られていた。ダイナミックな展示で関心が高
める手立てを理解できた。
【講演】宇宙飛行士 Clay Anderson 氏の講演は、宇宙空間(ISS)での生活の紹介や宇宙教
育が子どもたちに与える役割についての内容であった。また、「Future of Spaceflight
Panel」では、昨年 12 月に試験された次世代宇宙船 Orion の仕組みや、今後の宇宙開発
の展望についての内容であった。どちらも宇宙開発の最前線の内容であり、未だ解明で
きていない謎や、未踏の地への挑戦している姿を目の当たりにした。このような子ども
たちに夢や希望を与える最先端の内容を話したり教材として提示したりして、宇宙を教
育に活用していくことこそが今必要とされていると感じた。
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【NASA ツアー】Neutral Buoyancy Lab(NBL)、Space
Vehicle Mockup Facility(SVMF)、Mission Control
Center、Orion-Tour、Tram-Tour に参加した。宇宙
飛行士の訓練が実物大の宇宙と似た環境下で行われ
ている様子を見て理解できた。また、ISS 管制室や
Orion の実物模型などを見学して、宇宙に出るとい
うことは多くの人の支えがあってこそできると実感
できた。宇宙開発を語る時には表に出る人だけでな
く、裏で支える人の存在をしっかり伝えていきたい。
【セッション】身近な材料を使って宇宙飛行士のト
レーニング活動を体験する提案と、惑星や宇宙につい
ての理解を促すゲームや教材の提案の 2 つに参加し
た。特殊なゴーグルで視野を制限してのキャッチボー
ルやゲームを通して、宇宙教育の教材化の視点を学べ
た。特にゲームでは惑星のイラスト、環境のヒントが
書かれたカードを使ってどの惑星かを推測するので、
惑星についての知識や関連づけが必要になるようにル
ールが仕組まれていた。2 つのセッションを通じて、
宇宙の素材をうまく加工して教材化し、意図的に活動
させることが宇宙教育のポイントであることを理解で
きた。
●ヒューストン自然科学博物館
【展示物】アメリカでも大規模の自然科学博物館
で、物理・化学・生物・地学の幅広く、かつ深い内
容の物が展示されていた。スペースセンター同様、
ダイナミックな展示物が入館者の関心を寄せてい
た。特に説明のない展示物もあり、利用者が「これ
は何だろう」と自発的に関心を高め、追究できるよ
うな展示する側の仕掛けがあった。
また、数十点の恐竜化石が展示されており、恐竜
のミイラも見学することができた。骨格標本の動き
を後ろの絵と対応させて展示する工夫が施されて
いた。見る側も、恐竜の動きを想像しながら化石を
見ることができる効果的な展示だと感じた。

【Mission Control Center】

【惑星カード】

【トリケラトプスのミイラ】

■まとめ■今回視察した両館に共通することは、利
用者の疑問や体験を軸にして展示や企画を実践して
いることである。当館の展示物でも、利用者に科学
的な視点を与える体験などの細かで意図的な工夫を
施していきたい。そのためにも、日常現象について
常にアンテナを張りながら、展示の視点をもつこと
【想像図と対応させた展示】
が重要だと感じた。また、宇宙教育を展開する場合
には、題材とする素材や現象が宇宙の何と関連しているのかを明確にし、発達段階に応
じた実験提示やゲーム活動を取り入れるなど、意図的・計画的な活動を重視することが
企画充実のために必要だと理解できた。
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平成26年度海外科学館視察研修	
 参加報告	
 
	
 
■研修概要■	
 
期	
 間：平成27年2月4日（水）～2月9日（月）	
 4泊6日	
 
訪問国：アメリカ合衆国テキサス州	
 
訪問先：スペースセンター・ヒューストン	
 
	
  	
  	
  	
  ヒューストン自然科学博物館	
 
参	
  加：第21回	
  SEEC（SPACE	
 EXPLORATION	
 EDUCATORS	
 CONFERENCE）	
 

	
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————	
 
■所属館■	
  名古屋市科学館	
 
■氏	
  名■	
  鈴木雅夫	
 
■目	
  的■	
  名古屋を含む東海地区は航空宇宙産業が盛んで愛知県は「アジアNo.1航空宇
宙産業クラスター形成特区」にも認定されている。関連企業が多いために従事している人
も多く「航空や宇宙」に対する地域の注目度も高い。特に「宇宙」に関して世界をリード
してきたNASAの研究施設のあるヒューストンのスペースセンターで開催された今回のセ
ミナーでは、NASAの職員から直接話が聞けることや、施設の見学もできることに加え、世
界から集まった「宇宙・宇宙開発」を題材とする教育を取り組む教育者向けのセッション
であり魅力的であった。今後、今まで以上に「宇宙開発」について国民・市民への科学・
技術普及を進める役割を担う可能性がある我々「科学館」にとって、その「教育カリキュ
ラム」「普及手法」などを知るまたとないチャンスと思い、それらを現場で体験すること
を目的として参加した。	
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————	
 
	
 
★効率的な全体行程	
 
	
  今回の研修は成田−ヒューストン間の直
行便を利用。飛行機移動はこの往復便のみ
であること、現地滞在型で移動日以外の 3
日間をヒューストンだけで活動できたこと、
コンファレンス参加した 2 日間はスペース
センター・ヒューストンに歩いて行けるホ
テルを選択していただいていたことなど、
全体的に大変効率良く研修、視察を行うこ
とができた。科学館は市民利用施設であり
開館日に何日間か現場を離れて参加する職
員の都合を考慮すると全体日程を長くでき
ないという制約がある中、大変良い企画を
立てていただいたため、自分も参加しやす
かった。	
 
	
 
★実績のある研修“ＳＥＥＣ”	
 
	
  コンファレンスＳＥＥＣは、今回が２１
回目の開催。今年の参加者数は３００名を
超えており、高評価であるため２０回以上
事業が継続できていることが分かる。参加
費＄２２０（約２６０００円）は、公務参

加・私費参加など立場によって金額の評価
は分かれるかもしれないが、企画立案側に
はその金額に見合ったコンテンツを提供す
る責務が生じる。その点、３日間、１日３
回（午前１回午後２回）、全１１６セッショ
ンという選択肢から自分が好む、必要なク
ラスを選んで学ぶ体験することができる上
に、宇宙飛行士（というよいほとんどエン
ターテナー）クレイトン・アンダーソンの
講演、今後の NASA および民間の有人宇宙開
発計画の発表などの全体プレゼン、空き時
間には一般の来館者と同じスペースセンタ
ー・ヒューストンの展示体験やツアーコー
スにも参加できるため、総合的に費用対効
果は十分高い内容であった。	
 
	
 
★ＳＥＥＣで特に印象に残った内容１	
 
	
  今回ＳＥＥＣでは、参加者が別れてセッ
ションに参加しており、この報告でも多様
な内容が上がってくると思われるので、自
分が特に印象に残った項目に的を絞って報
告する。最初は、やはりミッションコント
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ロールセンターのツアーである。	
 

ミッションコントロールセンター	
  矢印の
モニターがＩＳＳ内部	
  宇宙飛行士が写っ
ていた	
 

	
 
	
  このツアーでは、ＮＡＳＡがＩＳＳ（国
際宇宙ステーション）を実際に運用してい
るコントロールセンターを視察した。国際
的な宇宙ステーション管理体制の中で、特
に中心的な役割を果たしているＮＡＳＡで
あり、当然一番重要な役割や指令を送る管
制室をガラス越しにではあるが視察するこ
とができた。	
 
	
  ＩＳＳ内ではグリニッジ標準時で生活・
業務している。標準時とヒューストンの時
差はマイナス６時間。従って、視察した午
後２時はＩＳＳでは既に午後８時となって
おり、宇宙飛行士は夕食も終わって各自自
由時間であった様子であった（その時間に
視察を組んでいると思われる）。管制室のス
タッフも機器調整スタッフがいただけであ
った。コントロールセンターに映し出され
るマルチスクリーンには残作業をしている
のか、２名ほどの宇宙飛行士が活動してい
るだけであったが、当然無重力状態の動き
方であった。	
 
	
  我々の仕事柄、宇宙船のドッキングや、
マスコミ通して地球との交信、こども向け
の教室などのＩＳＳでは特別な状況を目に
することは良くある。しかし、今回は毎日
の宇宙空間での通常業務を成し遂げた後で、
静かな時間が流れているようなＩＳＳ内部
の様子を管制室のモニターから見た。自分
にとっては、こうした状況こそ実際に宇宙
飛行士があの空間で暮らして仕事をしてい
るという実感を感じることができ貴重な体

験となった。	
 
	
 
★ＳＥＥＣで特に印象に残った内容２	
 
	
  先に挙げたクレイトン・アンダーソンの
プレゼンはアメリカンジョークをふんだん
に盛り込んだ内容で、英語圏の参加者はと
ても楽しそうに聞いていたが、自分は２日
目に全参加者対象で行われた“Future	
 of	
 
Spaceflight	
 Panel”は印象的であった。	
 
	
  ＮＡＳＡは昨年１２月に試験で無人では
あるが次期有人宇宙船ミッションの ORION
（オライオンと発音）の打ち上げ、回収に
成功した直後であった。その ORION 計画の
ＮＡＳＡチーフエンジニアのジュリー・ク
ラマー・ホワイト氏のプレゼンであった。	
 
	
  今回の試験飛行の詳細紹介や今後の計画
を話す最後には、やはり「火星に向けての
第１歩」という文言でプレゼンを終えてい
る。やはりこのような高い目標に向かって
突き進んでいくところこそ、アメリカらし
く感じることができたプレゼンであった。	
 

ORION ロケットの解説をするジュリー・ク
ライマー・ホワイト氏	
  今後のこのロケッ
トの活躍を期待したくなる！内容だった	
 

	
 
	
 
★ヒューストンダウンタウン視察	
 
	
  ＳＥＥＣではまだ他にも貴重な体験がで
きたが、到着日を除いて３日目にあたる土
曜日に訪問した「ヒューストン自然史博物
館」は、規模も入館者も大きく多く、アメ
リカの中でも屈指の科学館であると説明を
受けた。ワークショップなどの体験できる
コーナーも充実しているし、展示品の前で
子どもたちに化石を触れさせてミニ講座を
行っている場面をみたりした。	
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化石の展示の前で移動型ワゴンを持参して
そこから資料を出して子どもたちに触らせ
ながら説明をしていた	
 

	
 
	
  この現場で行う講座は現在当館でも「タ
ッチ＆トーク」と題して地球科学系の学芸
員と特別な研修を積んだ展示ボランティア
が実施しており好評であるが、多数の恐竜
化石がある広い展示室で行われているミニ
講座は子どもたちがとても真剣に聞いてい
た。	
 
	
  午後はフリーで各自視察先を選んだが、
メトロ（地下鉄では無い）に乗っての移動
など、現地の暮らしの一環を体験すること
もできた。	
 
	
 
★アメリカの研修会・施設らしい内容	
 
	
  ＳＥＥＣは朝８：００からセッションが
始まることや、２日目のバンケットでは「ア
ストロノーツバンド」の生演奏会があるな
ど、まさにアメリカの研究会の雰囲気を堪
能できた。エンターテインメントの国らし
く参加者への問いかけも多く、参加者もそ
れに呼応するため、退屈することは無い。
これは自然史博物館のスタッフによる来館
者に対する対応でも同じ事を感じることが
できた。ＳＥＥＣでは、もちろん英語の理
解力が高ければさらに楽しめるであろうが、
南部の早い英語と相当理解できないと楽し
める域まで達しない難しいアメリカンジョ
ークにはついていけなかったことが少々残
念であったが雰囲気だけでも十分楽しめた。	
 
	
  今回の研修を通じて、やはり本物の素材
をたくさん持ち、最前線の研究者が多数集
結し、自分たちの活動に常に自信を持ち邁
進するアメリカらしさは以前と変わらない
ということを再認識することができた。	
 

スペースセンターヒューストンの館内２階
にあるスペースシャトルの操縦席	
  実物を
持っている国の象徴的展示品	
 

	
 
	
  最後に、この様な企画を立案いただいた
連携協関係の皆様、特にご同行いただいた
谷村様、原様には大変お世話になり、ご支
援いただいたつくば科学万博記念財団、そ
して何のストレスも無く楽しい時間を共有
できた同行者の皆様に感謝して報告とさせ
ていただく。	
 

アストロノーツバンドの生演奏	
  皆でダンスし
て盛り上がった	
 

	
 
ヒューストン自然史博物館では「珪化木」だけの
コーナーもあり収集者のこだわりを感じた	
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