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３ 
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・青少年をはじめ、市民に親しまれる事業を通して、
宇宙や科学に対する興味・関心を高める。
・学校教育との連携を深め、科学的な思考や学習
意欲を高める。
・展示並びに普及事業等を通して、青少年の健全
な育成を図る。

来館者に『夢』や『希望』をはぐくみ、
来て良かった、また来たいと
思っていただけるような科学館

１ 運営基本方針

館長

・主任指導主事・指導主事・主査・会計年度任用職員
(科学指導員)

（１名） （５名） （２名） （３名）
・事業の企画、運営及び指導に関すること
・各種教室、講座等の開催に関すること
・科学に関する資料収集、整理、展示に関すること

・主査・会計年度任用職員(受付)・委託職員
（３名） （５名） （２３名）

・科学館の管理及び運営に関すること
・科学館の利用に関すること
・科学館の庶務に関すること
・科学館の予算、決算、契約に関すること

２ 組織
管理係

係長
(１名)

事業係

主任指導主事兼係長
(１名)
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３ コロナ禍における運営マネジメント

〇「青少年宇宙科学館の再開における
対応マニュアル」の作成

〇科学館ホームページに「科学館からのお願い
【必ずお読みください】」を掲載

再開マニュアルの作成 ホームページ掲載内容

３ コロナ禍の科学館内での工夫

看板や消毒液の設置

受付等への
飛沫防止シート

の設置

来館者記録
記入コーナーの

設置

順路とエリアを設定し
ローテーションによる見学

プラネタリウムでの３密回避や
「消毒済」札の使用
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４ 令和２年度の主な事業計画

〇『宇宙のまち さいたま』教育プロジェクト
の推進

〇展示事業（６月より再開）
「さいたまトリックアートミュージアム」、「SPORTS×SCIENCE」 他

〇プラネタリウム投影事業（６月より再開）
・一般投影「HAYABUSA2」、「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」

「名探偵コナン」、「ポケットモンスター」、「星宙散歩」
・特別投影「プラネタリウム de 読み聞かせ」

「はじめてのプラネタリウム」
「熟睡プラ寝たリウム in さいたま」

〇普及事業等
・天体観望会、科学実験教室、高校生ロケット教室 等

〇若田宇宙飛行士アカデミー
・若田宇宙飛行士アカデミー スペースコース、ロボットコース

〇学校等支援事業
・スクール・サポート・サイエンス事業
（出前理科事業、出前天体観望会）
・サイエンスフェスティバル ・中高生科学館ボランティア

・動画コンテンツの配信 【新規】
さいたま市生涯学習部『学びの玉手箱』『学びの泉』

・学習リーフレットの配付（QRコード付） 【新規】
・出前宇宙授業（中学校３年生向け） 【新規】
・出前サイエンスショー（幼稚園・保育園向け） 【新規】

４ 令和２年度の主な事業計画
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５ 施設・設備面等の事業計画

〇展示コーナーのリニューアル、プロペラサイネージの導入

〇動画コンテンツの定期更新

〇キャッシュレス支払いの実施

プロペラサイネージの展示導入常設展示コーナーリニューアル

６ 事業の進捗状況
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『宇宙のまち さいたま』教育プロジェクト

『宇宙のまち さいたま』
「宇宙時代をたくましく生き、未来を創造する人
材」を育成するため、「宇宙や科学技術への夢や希

望をはぐくむ教育」の推進

今年度の計画
●『宇宙のまち さいたま』教育プロジェクトの充実
「宇宙のまち さいたま」アクションプランの実践
●【『宇宙のまち さいたま』フォーラム】の開催
「宇宙のまち さいたま」教育プロジェクトを

広く市民に発信
・講師による講演
（講師：国立天文台水沢VLBI観測所所長・教授 本間 希樹 氏）

・企業、団体、高校、大学によるワークショップ

No. 企画展名 期間 概要 期間中
来館者数
（人）

１ さいたまトリッ
クアートミュー
ジアム

R2.6.2～
R2.7.26

再開をアピールする、ア
ミューズメント的な環境づ
くりの工夫により実施。

6,469

２ SPORTS×SCIEN
CE

R2.8.1～
R2.9.22

足で踏むことで音を鳴らす
体験や映像・クイズ等の工
夫により、ハンズオン無し
での実施。

8,278

３ デジタルアート
展

R2.10.3～
R2.11.15

足でのタッチゲーム等ハン
ズオン無しでの実施。

４ 「宇宙のまち
さいたま」
フォーラム
特別企画展

R2.11.21
～

R2.11.29

最新の天体観測における画
像や大型望遠鏡の模型、解
説パネル等を掲示し、ハン
ズオン無しでの実施。

R2.8.20現在

展示事業
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令和2年6月2日（火）～令和2年7月26日（日）

ハンズオンでな
い体験展示 中京大学より提供いただいた資料展示

令和2年8月1日（土）～令和2年9月22日（火・祝）
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１６

令和2年8月1日（土）～令和2年8月16日（日）

博物館実習生（フェイスシールド等を用い、
感染症対策をしながらのワークショップ運営

「ぐるぐる地球ごま」571人
「星座レジンキーホルダー」2,734人

合計3,305人の参加者

一般投影
番組名 投影期間 投影回数（回） 総入場者数（人）

HAYABUSA2 R2.6.16～
R2.11.29

28 1,055

忍たま乱太郎の宇宙大冒険 R2.6.16～
R2.11.29

66 3,024

名探偵コナン R2. 9. 1～
R2.11.29

ポケットモンスター R2.10.3～
R2.11.29

星宙散歩 R2. 9. 5～
R2.11.28

特別投影
番組名 実施日（予定）

プラネタリウム de 読み聞かせ R2.8.29
はじめてのプラネタリウム ①R2.8.30 ②R2.10.10
熟睡プラ寝たリウム in さいたま R2.11.23

R2.8.20現在

プラネタリウム投影事業
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★全ての市立小学校４年生、中学校３年生、特別支援学校の
児童生徒を対象とした「プラネタリウムを活用した学習利用」

コロナ禍により、小学校４年生は延期、中学校３年生は中止
○学習リーフレットの配付【新規】
QRコードを掲載し、プラネタリウムホールで撮影した動画を、

見ることができる。
○出前宇宙授業（中学校３年生 希望校）【新規】
実施期間：１０月～１２月（１４校 実施予定）

学習リーフレット 宇宙授業

★幼児投影…市内の幼稚園・保育園の園児を対象とした投影
★七夕投影…市内の幼稚園・保育園の園児を対象とした

七夕にまつわる投影
コロナ禍により、中止

○幼児向け「七夕のおはなし」動画の配信【新規】
○市内の幼稚園・保育園を対象とした

出前サイエンスショー【新規】
実施期間：８月～１１月（２４園 実施予定）

さいレンジャーや科学館職員
によるサイエンスショー七夕のおはなし
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●応募者数 １５人
●内 容
〇元ＪＡＸＡ職員による講義
〇ＪＡＸＡ筑波宇宙センターでの宇宙飛行士模擬訓練・体験
〇ディスカッションを通して考えを深め合い、発信するプログラム
〇大学との連携によるハイブリッド・ロケットの組み立て・発射実験

★最先端の科学技術をもつ大学・企業・団体と
連携した全４日間のプログラム

若田宇宙飛行士アカデミー スペースコース

プログラミングロボット教室 対象・定員 回数

プログラミングロボットを作って、
プログラミングとマシン制御で学
ぼう

小5～中3 18
組

2
(R2年度

中止)

プログラミングロボットで遊ぼう 小1～小4 10
組 2

コラボ・ロボット教室（大学連携） 対象・定員 回数

レゴブロックを使って宇宙
エレベーターロボットを作ろう 小3～中3 15組 ２

（R2年度
１回中止）

スカベンジャーロボットを作ろう 小3～中3 10組 1

ロボット作り教室 対象・定員 回数

プチロボを作ろう 小4～中3 8人 2
ねずみロボットを作ろう 小1～小4 20組 2

★発達段階に応じ、全ての学年を対象としたロボット教室 ３教室６講座

若田宇宙飛行士アカデミー ロボットコース
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★JAXAが開発した宇宙をテーマにした体験型学習

令和2年12月6日（日）
ジュニアコース
（宇宙劇場会場）

令和3年3月7日（日）
キッズコース
（宇宙劇場会場）

実験内容
〇簡易真空実験
〇空力翼艇

実験内容
〇星砂を探そう
〇バルーンロケット

バルーンロケット 空力翼艇

星砂を探そう

高校生ロケット教室

大宮北高校の生徒１２名が参加
＜参加生徒の感想＞
自分で実際につくり、飛ばしてみて、自分で作ったものが飛ん
でいくのに感動しました。

★ロケットの仕組みの学習、モデルロケットの製作、試射、記録会を実施

モデルロケットの製作や試射の様子
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「科学戦隊さいレンジャー」が
おうちでできる簡単な実験やもの
づくりを楽しく紹介！

デジタル科学館【新規】

若田名誉館長に続け！
「宇宙のまち さいたま」

「科学戦隊さいレンジャー」の
ワクワクサイエンスボックス

科学指導員が身近な科学の不思
議から宇宙の不思議までくわしく
紹介！

企画展や展示物の紹介等、定期的に新動画を掲載していきます

魅力ある教室事業

簡単なものづくりを行う
ワークショップ

事業名
当初
予定
回数
（回）

コロナ
禍での
回数
（回）

天体観望会 ９ 5
土曜ワーク
ショップ 58 11

特別
サイエンショー ２ 1

教室事業

館内イベント
（特別サイエンスショー）
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事業名 対象・定員
当初予
定回数
（回）

コロナ
禍での
回数
（回）

科学実験教室 小３～中学 4 2
身近な科学探検の会（ボランティア） 小２～中学 3 1
くらりか（ボランティア） 小３～中学 2 1
科学工作教室 小学～中学 6 4
自然観察教室 小学生以上 4 2
顕微鏡教室 小３～中学 4 3
天文宇宙教室 小３～中学 2 1
植物画教室 小３～一般 8 4
昆虫博士教室 小学生以上 7 0
切り絵教室 一般 2 2
プログラミング教室 小５～中学 1 1

合計 43 21

※R2.8.20現在

当館の職員による出前授業・出前天体観望会

令和２年度 受入予定学校数（１１月～３月）
出前授業：４３校 出前天体観望会：１６校
※昨年度 出前授業：１９校 出前天体観望会：８校

学校等支援事業

出前授業
（対象：小３・小６）

出前天体観望会
（対象：小・中・中等教育・特別支援学校）
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中・高等学校の生徒による
夏休みの科学館事業の運営補助（２～３日間）

参加校数・人数
中学校：１７校・６４人

※昨年度 中学校：２５校・１１２人 高等学校：３校・５人

活動の様子（ワクワクワークショップ）

中高生の
科学の祭典

さいたま市内の中・高等学校の科学部等の生徒による
ワークショップやサイエンスショー

令和２年度実施予定
令和２年１１月２１日（土）・２２日（日）

令和３年２月７日（日）

会場や各ブースの様子（昨年度）
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※R2.8.20現在

７ 統計
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※R2.8.20現在
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（１）テレビ・ラジオ
・Ｊ：ＣＯＭ ４月 ２日「デイリーニュース」（ワクワクサイエンスボックス）
・フジテレビ ４月 ２日「とくダネ！」（さいたま市「学びの玉手箱」）
・NHKさいたま放送局 ４月１７日FM「さいたま～ず」（ワクワクサイエンスボックス）
・テレビ埼玉 ６月２１日「のびのびシティさいたま市」（ワクワクサイエンスボックス）
・NHKさいたま放送局 ６月３日「首都圏ネットワーク」（さいたま トリックアート ミュージアム）

・テレビ埼玉 ６月１日「ニュース１１５５」（さいたま トリックアート ミュージアム）

・Ｊ：ＣＯＭ ８月１７日「ジモト応援！つながるNews」（子どもたちへのメッセージ）
＊他 ＲＥＤＳ ＷＡＶＥ「さいたまトピックス」で毎月２回 科学館から電話出演（録音）

（２）新聞（電子版含む）
・産経新聞 ６月 ５日朝刊 「科学館の開館情報」

（３）雑誌・情報誌
・市報さいたま
・地域情報専門サイト「itot 北浦和（緑区三室）付近」に掲載
・近畿日本ツーリストWeb版情報サイト「みちしるべ」に掲載
・情報サイト「ショッパー」に掲載
・情報誌「こどもりびんぐ『あんふぁん』」に掲載

８ 報道発表概要
※R2.8.20現在


