
 １班

場所 項目 グループ イチオシ ニオシ 意見

3
3Dシミュレーターに小さい頃良く乗っていてすごい楽し
かったので科学館を新しくする時も置いて欲しい
（１０人～２０人が一緒に入って体験）

1

実際のスポーツ選手（ボルト）とかの足の速さをを再現
したものがあると楽しい
（動物や新幹線など様々なスピード、実際に模型が動
いて
見ることが出来る。映像でも面白い）

学校の授業から分からないことを体験

生物の生態（アリの巣のでき方）が視覚的に分かる設
備
（模型の横に文章がありボタンを押すと映像）

２押し 2

フライングなどのワイヤーを使ったものがやりたい
（重力を体験月・地球・木星の違いなど）
（月にいるような感じそこで写真を撮る）
（新日鉄のワイヤーを使う）

1 1
ボルタ人形を最初からつくりたい
（いつ行っても出来るように）
（デザインを自分で考えたり）
工場の仕組みや工程を知れる。工場見学はちょっと大
げさ。簡単な仕組み・話を聞きたい
（科学館に来ればいつでもその工場のことが分かり、
もっと地域のことを学べる）

地震・製鐵の仕組み

中庭
中庭とかに室蘭にいる魚など海の生物のタッチプール
があれば小さい子も大人も楽しめると思う
（地域の生き物に触れて学べる）

プラネタリウム
子どもの教育（ビデオ・本）可能なものがあれば
（プラネタリウムの空き時間に幼稚園・保育園に行って
ない子達が集まる子育て支援があれば）

イベント 1

工大生・市民のビブリオバトル開催。友達が参加して
いたら行ってみる
（おもしろい本があったらすぐに借りられるのがいい。
月に１回ぐらい定期的に）
テスト勉強などみんなが話し合ったり考えたりできるス
ペース。少ししゃべっても大丈夫
（組み合わせによって大きく使えたり小さいグループに
出来たりする机があればスペースが自在に変えられ
てお得）
座って本が読めたり勉強ができたりするテーブルがい
くつかあるといいと思う。今の図書館のテーブルは少
し狭いと感じる

テスト前とかに集中できる勉強場所が欲しい（小さい
子とか見る本が置いてある部屋から少し離れていると
いい）

共通 その他 友達とふらっといって楽しめる
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 ２班

場所 項目 グループ イチオシ ニオシ 意見

プラネタリウム
プラネタリウムの制作講座
（実際に上映するナレーションも中学生で）

いつでも勉強を教えてくれる職員（テスト対策等）

中学校の理科授業のおさらいが出来る体験

（教科書だけでは分からない。実験で教えてくれる！）

（いつでもふらっと行ってOK⇒専門の職員を）

月１回授業を科学館で行う（補講に近い）

お母様向け料理と理科教育。レパートリー増
（料理教室と科学のマッチング）

作ったものをその場かフリースペースで食べられる仕
組み

1
その他電子機器
（電気・はんだを使ったものづくり）

共通 アクセス 1
小中学生が無料で利用できるバスを土・日・長期休み
機関に走らせてほしい。
（月1回長期休暇専用バス。バス停＝学校）
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 ３班

場所 項目 グループ イチオシ ニオシ 意見

プラネタリウムは映像のクオリティを？げるただ星を投
影するのではなく、宇宙のいろいろなことを動画を加え
て紹介していく
プラネタリウムは大人用、子ども用に分けて解説があ
ると良いと思います。

プラネタリウムでコンサート

料理を科学の視点から見て実験する講座

普段はあまりコストのかからない小中学生向け実験月
に１～２回材料費をとってもいいから、ガラス細工等

工具を自由に使えるスペースを作り、自由に作業が出
来る

風力発電・火力発電どういう仕組みなのか違いが分
かるような展示

室蘭は風が強めで風速●●mを体験できたりする展
示

体験型というのはかもけんの最大の特徴、体験したこ
とを理論のつながりを実感するような展示があるとい
いと思います

企業 ボルタ作成

その他 話すロボット。ペッパー、アシモ。

スペース
学生向け自習室は仕切り付きの机を設置、社会人向
けに使える学習室などもあるといいと思います。

図書
大人が利用できる図書館としてビジネスに役立つ図書
コーナー
（セミナーもある、Wi-fi使える）

イベント 図書館　手作りワークショップなどの催し

サービス向上
障がい者向けサービスとして録音図書の貸し出し・展
示通訳・対面朗読サービスなどもやってみる価値があ
ると思います

その他 外を見て図書閲覧。森林　いやし

カフェのある自習室があると良いと思います
（個別ブース形式で）
図書館はワンフロアーを大きくして開放感のあるもの
とし、階で科学館と図書館を分ける。共通スペースとし
てカフェ

カフェ

カフェスペース。携帯電話スペース。

科学館へはICカードで入れ、カフェに行く時も自動
ゲートで気軽に行き来できる

カフェでキッザニアのように職業体験

児童→YA→ブラウジング→一般という流れを持ったワ
ンフロアだと小さい子どもを連れて行っても利用しやす
いです

真ん中から放射線状に展開していく

フリースペースの確保
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 ４班

場所 項目 グループ イチオシ ニオシ 意見

2 1
水素について良く分かる（MIRAIに乗れる）
（水素の作り方具体的に！！）

室蘭の産業（企業）で実際どんなものを作っているか
紹介し、体験できる

鋳物の体験。平日：授業で、休日：家族で

親子で実験や物作り体験

大人向け（主婦向け）の勉強会（科学大学みたいなも
の？）

大人も楽しめるサイエンススクールもう一度科学に興
味が出る内容

２～３回ぐらいの科学クラブを行ってほしい（長期間だ
と行きにくい）

星や月を観察するイベント（流れ星など）大人も子ども
も一緒

気象庁などと連携して

1日テントで寝る体験

サバイバル体験24時間

屋上に天体スペース

プラネタリウムの空き時間に室蘭の夜景や景色、イル
カウォッチングの様子を上映し、実際に体験できるよう
つなげる
プラネタリウムで上映したテーマの本を図書館で紹介
する（連携）

スペース
静かに本を読むスペースと雑談や飲食が出来るス
ペース

司書 2
司書さんがコンシェルジュ。気軽に相談、本を持ってき
てくれる。

イベント 1
親子で本を読み絵をかいたり感想を伝える。感想文の
書き方を学べる場があったり、好きな本を紹介する

スペース
1日を過ごせる場所行き来が自由食事もできる雨天で
も遊べるフリースペースで子どもたちが自由に本が読
める

昼休みふらっと気軽に立ち寄れる施設

一人でも行ける施設（人）さびしくない

（中庭で本が読める、夜酒を飲みながら読める）

アクセス 送迎バス（循環）（子ども・大人）

開館時間 会社終わってからも行ける時間まで
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 ５班

場所 項目 グループ イチオシ ニオシ 意見

自然エネルギー、水素・波力・雷・光・風力・地熱。お金
も取り戻せる

省エネについて考える場

原子炉のモデル

スタッフ 子どもと指導者と1対1で不思議を探る造る・遊ぶ

大昔から現代を歩いて体験できる

無重力体験型。ロケットに乗って宇宙へ、プラネタリウ
ムに
（宇宙に飛び出す体験）
（宇宙食）
（その時々の宇宙トピックを学べる）

国際救助隊

ひまわり衛星の画像を見たい

水難・地震発生のメカニズム

ハザードマップの展示

PM２．５について

原子力調査委員会の審査内容

学校教育との連携 1
学校教材施設、年5回程度授業として利用する。学校
との連携

工大生が参加しやすい仕組み

ロボット

ボルタのような物（木でも）オリジナルものづくり。メダ
ル

ペープサート作り長く読みつがれてきたもの

絵本作り（テーマを決めて）（名前の由来絵本）親の心
が名前

両施設の連携 1 図書館と科学館の相互効果・相互利用
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 ６班

場所 項目 グループ イチオシ ニオシ 意見

鉄を使った小物づくり、キーホルダー・ペンダントなど
鉄の街～むろらん～

天体・宇宙に特化したブース。（ロケット操縦体験）プラ
ネタリウムでの宇宙体験等も

バーチャルでOK（操縦できる）

テーマが固定化しないこと。自由な発想のテーマ

中庭での実験（ロケットなど）

ドラム缶大気圧実験。熱気球。ロケット噴射

新しいものを常に考える。そのためのスペースを。

空気（外）を感じる（自然）

１押し 1 3 精通（各所に）した人材の登用

1 （スタッフが固定化すると同じテーマに）

1 環境を考えた建物を工大中心でぜひ考えてほしい

光熱水費とかかからない仕組み

中庭 庭園ビオトープ。ニュートンのリンゴの木の活用

ＳＬ
SLは残してほしい遺産だが所有はJRと聞いている。
残す場合にJRとの調整は必要か？難しいのだろう
か？

古文書

添田家文書について。古文書の解読にはその場です
ぐには無理。コピー・写真撮影などが出来る体制にし
ていただきたい。室蘭の歴史には古文書の解読は必
要だ

ふくろう文庫 美術館的機能でふくろう文庫を展示・閲覧

明るく静かな閲覧室。一部デスク式など読書や調べも
のがゆったりできるスペース

図書スペースの周りを森林っぽく

子どもの部屋。お話しできる、絨毯

共通 両施設の連携
（子ども）科学図書室インターネットを設置し、いろいろ
な科学情報の収集や学習・調査が楽しく自由にでき
る。

10/1開催第2回WS　テーマ「私たちの行きたい科学館・図書館とは」

科学館

図書館

２押し 1 2スペース

2

スタッフ

体験

省エネ



 ７班

場所 項目 グループ イチオシ ニオシ 意見

2
工作カフェのように最新の工作機を操作し、ものづくり
を支援してくれる場所
（３Dプリンターやレーザーカッターでものづくり）

電子レンジで鉄づくり

鋳物でキーホルダー作り

クラッド鋼枝の切れ端で箸置きづくり

プラスチックの金型づくり

溶接体験

1
調理室が欲しい
（発酵食品作りなど）

企業 1 市内の企業や工大の機械の貸し出しを受けては

イベント 1
イベントをする。例えばミニシアター・ミニ講演会・研究
発表etc。科学館のプラネタリウム、図書館のスペース
利用

ふくろう文庫 ２押し 2
ふくろう文庫の常設や閲覧しやすい環境づくり
（館内での自由な貸し出し）

古文書 2 歴史の基礎となる文書が目に入る（古文書）

スペース 1 学習スペースの充実

他の図書館の紹介ができる

陶壁を大事に展示して欲しい（図書館）

スタッフ 1 教えてくれる先生がいると良い

カフェ
くつろげるカフェスペース
（軽食や室蘭名物があるとよい）

共通

１押し
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