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環境科学館・図書館検討ワークショップのまとめ

国立大学法人 室蘭工業大学大学院工学研究科
もの創造系領域 機械工学ユニット教授

清水 一道

第1回, 2回 環境科学館・図書館検討ワークショップの結果（皆様の意見）

・対面型による体験・参加型の展示 ・多彩なイベント

地熱発電 風力発電 体験型の展示

大人も学びたいと思えるよう内容に工夫が必要

理科実験の充実 読み聞かせ

・プラネタリウム

クオリティの向上

大きく分けると3つの意見
①大人も子供楽しめる

実験の充実などイベントの種類や内容に工夫が必要

会場の有効利用

稼働率を上げる工夫が必要

②室蘭ならでは

・地元企業や室蘭工大との連携 ・対面型による体験・参加型の展示 ・貴重な図書の展示

地域の産業に触れる機会として活用

企業展示 講演会の開催

鉄をはじめとした室蘭ならではの活用 ふくろう文庫の閲覧しやすい環境づくり

郷土資料室の活用現在の展示品を維持 対面型の体験

コスト低減，事業連携，
スペースの活用などの
効果に期待できる．

・共通スペース ・閲覧，自習スペース ・両施設のつながり

静かなスペースと集団学習が可能なスペース

科学館 図書館

気軽に行き来することで学びの連携に期待配置を変更できるようフレキシブルな造りに

カフェスペース イベントスペース

これらハード面の意見を数多く反映させるためにはどのようにしたら良いか？

③合築の利点

学習スペース

科学館と図書館で分けて整理すると

科学館 図書館

・展示(常設・企画) ・体験学習 ・閲覧，自習スペース・共通スペース

科学館に対するウエイトが大きい，イベント等を行うスペースの確保が重要

第1回, 2回 環境科学館・図書館検討ワークショップの結果（皆様の意見） 環境科学館に必要なハード面の検討 （WSの結果からの提案事項）

・季節展示（開催イベントに関連）

・常設展示（鉄の街に関する展示）

・企画展示（環境，鉄に関する展示）

＜展示について＞
・来場者に年間を通して，
飽きさせない作りと内容

・市外からの来場者の増加

＜イベントについて＞

・講演会の開催

・シンポジウムの開催

＜体験学習について＞

・ものづくり教室

・ワークショップ

・多数の来場者の確保が可能

・リピーターが増加

スペースが必要

・展示会場

・講演会場

・体験学習の会場

・バックヤード

・展示品の収容場所

スペースをどのように確保するのか？
4月 3月5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

常設展示（鉄の街に関する展示）

企画展示① 企画展示② 企画展示③ 企画展示④

季節展示① 季節展示② 季節展示③ 季節展示④

Built and broken方式

講演会 ものづくり教室 ワークショップシンポジウム

実験設備 水場 場所



環境科学館に必要なソフト面の検討 （WSの結果からの提案事項）

・季節展示（開催イベントに関連）

・常設展示（鉄の街に関する展示）

・企画展示（環境，鉄に関する展示）

＜展示について＞

＜イベントについて＞

・講演会の開催

・シンポジウムの開催

＜体験学習について＞

・ものづくり教室

・ワークショップ

従来 新規

？

何を企画するのか？
展示内容の検討

ものづくりの内容は？

何を企画するのか？

鉄やものづくりに関する
他の博物館や美術館を参考に

事例紹介(Built and broken方式) 室蘭工業大学の取り組み

室蘭工業大学の取り組み紹介
～ものづくり教室，講演会やワークショップについて～

※ＳＳＨとは文部科学省に指定され、学術振興機構（ＪＳＴ）の支援の下、未来を担う
科学技術系人材を育てる事を狙いとして、理系教育の充実をはかる取組です。室蘭
栄高校では「ものづくりひとづくりサイエンス」をスローガンに人材育成教育を行う。

室蘭栄高等学校（SSH指定校）「ものづくり巡検」 H22～H24 

「循環型社会へ対応したものづくり技術への転換」というタイトルで、北海道の産業、
室蘭の産業、ものづくりの技術や歴史、シップリサイクルなどについて講演。
また、ものづくり体験教室を行う。

地域貢献：ものづくり出前授業・環境学習

女子中高校向け出前授
業

キーホルダー カントリーサイン

出前授
業
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地域貢献：ものづくり出前授業・環境学習



平成25年から平成27年10月まで，7回開催．計160名の学生の参加
参加校：新川高校，北海高校，平岸高校，清田高校，藤女子高校

内容
鋳造に関する講義および実習(安全講習，鉄の溶解，ねじ切り加工，卵パッケージコンテスト)
工場見学（新日鐵住金㈱ 室蘭製鐵所，㈱日本製鋼所 室蘭製作所）
現役女子学生との座談会（ランチミーティング）
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理系女子
応援
プロジェクト

理系女子応援プロジェクト（第1回～第7回）
室蘭⼯業⼤学における地域貢献や、現在進めているCOC構想（知（地）の拠点）の⼀貫として、テクノカフェや、ものづくり
教室の開催、公開講座の実施など、地域住⺠や商店街の協⼒を得て学⽣が地域に出て活動を⾏う拠点（ひろば）として輪⻄地
区に「室蘭⼯業⼤学テクノアゴラ※」を開設する。 （※「アゴラ」とはギリシャ語で「広場」の意味）

室蘭⼯業⼤学テクノアゴラ

輪⻄地区商店街

【施設の概要】
場 所：輪⻄町2丁⽬2 横⼭アパート1階
⾯ 積：約130㎡
●アイアンフェスタ等の地域のイベントに
合わせて、ものづくり教室を開催。

●机・椅⼦等の什器類のみ設置して、他は
必要に応じて機材等を持ち込み。

●ものづくり教室（⽉１回程度）開催の他、
⾼齢者向け公開講座や学⽣のサークル
活動、地域住⺠との対話の場に活⽤。

輪⻄商店街は、我が国有数の⼤⼿製鉄会社の⾨前町的な商店街として発展した。昭和５０年代以降、鉄鋼産業の構造調整によって
⼈員削減が進み、この街にあった社宅も⼤きく減少、商店街も最盛期の約半数となった。

学⽣の拠点

ものづくり教室

地域活性化のた
めのPRイベント

テクノカフェ ものづくり教室 公開講座

必要なものは現地（商店街）で調達

⾐料品店跡（空店舗の活⽤）
まちづくり

リケジョ

まちづくり
活動⽀援補助⾦

公開講座

オープニングイベン
トは「学⽣による
ものづくり体験」

テクノアゴラ（大学の地域活動拠点）の活用

常設展示

ものづくり教室講演会・学会での利用

テクノアゴラ（大学の地域活動拠点）の活用 テクノカフェの開催（室蘭市内・札幌市内）



展示をどうしたら良いか？
～日本，海外の博物館や美術館を参考に考える～

和鋼博物館（島根県安来市）
（博物館・図書館併設）

基本データ
■所在地：島根県安来市安来町1058番地
■延床面積：4,138.4m²
■構造規模：鉄筋コンクリート, 鉄骨造2階建
■駐車場：普通車80台可能
■入場料：一般300円, 高校生200円

日本で唯一のたたらの総合博物館
明治32(1899)年，安来港の近くに近代的商業機能を備えた合資会
社が設立され，我が国の鉄生産量の80％以上を占めたとされる．
安来はハガネの町と呼ばれるようになる．

鉄に関する展示をしている博物館・科学館

和鋼博物館（島根県安来市）
（博物館・図書館併設）

常設展示 2箇所 「たたらと匠」「鋼の街」
企画展示 1箇所 「名刀展」 など
行事：公開講座，シンポジウム

たたら操業，たたら関係図書公開

鉄に関する展示をしている博物館・科学館

日本古来の製鉄法 “たたら製鉄” の操業見学

日本で生まれた製鉄の伝統技法が「たたら」である．
島根では，中国山地の砂鉄と木炭を原料に古代から鉄作りが
行われてきた．その生産量は江戸時代後期から明治時代初めの
最盛期には国内の生産量の半分以上を占めたと言われている．
一時途絶えたが，日本古来の製鉄法を未来に伝えるために復活している．

島根県奥出雲町
日刀保たたら，奥出雲たたらと刀剣館

奥出雲たたらと刀剣館

外観 館内

たたらのレプリカ

パネル展示 ジオラマ

たたらの作業工程 パネル展示 ケラ

玉鋼

鉄に関する展示をしている博物館・科学館



島根県立古代出雲歴史博物館
（島根県出雲市）

基本データ
■所在地：島根県出雲市大社町杵築東99-4
■延床面積：11,854.8m²
■構造規模：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造

地上2階, 一部地上3階, 一部地下1階
■駐車場：一般用：244台、大型バス用：15台
■入場料：一般610円, 大学生410円、中高生200円

鉄に関する展示をしている博物館・科学館

常設展示

出雲大社境内遺跡出土の宇豆柱

テーマ別展示室
出雲大社，出雲国風土記，青銅器の3つテーマから古代文化を紹介

出雲大社と神々の国の祭り 出雲國風土記の世界 青銅器と金色の大刀

神話展示室（神話シアター） 総合展示室

島根県立古代出雲歴史博物館
（島根県出雲市）

常設展示 3箇所 「出雲大社と神々」など
企画展示 1箇所 「神話展」 など
行事：リレー講座，シンポジウムなど

鉄に関する展示をしている博物館・科学館

広島県呉市
大和ミュージアム(呉市海事歴史科学館)
呉市は戦艦「大和」を建造した軍港，日本一の海軍工廠の街として栄えた．戦後，世界最大のタンカーを数多く建造する
「呉の歴史」と造船・製鋼を始めとした各種の「科学技術」を紹介する博物館

図 1階の様子

呉の歴史と技術の結晶大和についての展示 実物で戦争の悲惨さや平和の大切さを表現■延床面積：9,628m²

鉄に関する展示をしている博物館・科学館

操船シミュレーター，波の性質を学べる実験水槽，
科学の不思議を体験する実験や工作教室などを開催

地球や宇宙に関する科学技術のこれから，
名誉館長等によるのメッセージを紹介
大和シアターでは、映像資料やCG映像による
戦艦「大和」の建造プロセスなどを上映

図 3階の様子

鉄に関する展示をしている博物館・科学館



グッゲンハイム美術館
（スペイン・ビルバオ）

ビルバオはスペイン屈指の工業都市である。

鉱業と製鉄業はビルバオの主要な第一次産業であり、
高品質の鉄がヨーロッパ中に輸出された。
しかし、1990年代以降に産業が衰退した。

その後、グッゲンハイム美術館を経済活性化の一環と
して開館した。その開館後すぐに人気観光地となり、世
界中から観光客を集めている。

鉄に関する展示をしている博物館・科学館

グッゲンハイム美術館
(スペイン・ビルバオ）

ビルバオはスペイン屈指の工業都市だったが，1990年代以降に産業が衰退した．

美術館はビルバオの経済活性化の一環として開館し，世界中から観光客を集めた．

ビスカヤ橋(世界文化遺産) 

スペインのネルビオン川に架かっている世界最古の運搬橋．

エントランスホールは広々しており，室内・屋外に独特な展示物が展示されていた．

鉄に関する展示をしている博物館・科学館

ニューヨーク(アメリカ)
自然史博物館

動植物，鉱物など自然科学・博物学に関わる多数の標本・資料を所蔵・公開

鉄に関する展示をしている博物館・科学館

・季節展示

・常設展示

・企画展示

＜展示について＞

＜イベントについて＞

・講演会の開催

・シンポジウムの開催

＜体験学習について＞

・ものづくり教室

・ワークショップ

従来 新規

？

・常設図書

・ものづくりらしい本

＜選書＞

＜イベントについて＞

・企画展の開催

・科学館と連動した配架

図書館環境科学館

企画内容の検討，
カリキュラムの作成が必要

まちづくり協議会で話し合った内容を実現するために必要な組織。
検討結果を市民に説明

誰が作るの？

誰が検討するの？

提案：運営委員会の設立

環境科学館・図書館に必要なソフト面の検討



ハード面を活かすためにはソフト面の季節・企画展示，鉄に絡む展示，環境に関する展示が必要

情報機能

事務管理機能

サービス機能

調査機能

教育,体験機能

展示機能

常設展示

季節展示
企画展示

(鉄に絡む展示)

環境科学館

図書館

常設図書

科学館の季節展示，企画展示
に合わせた図書コーナー作り

ものづくり，鉄に関する
図書コーナー作り

・エントランス
・インフォメーション
・飲食施設など

・資料室
・作業室など

・事務室など

・情報発信，編集
・情報収集，保存など

何を企画するのか？
展示内容の検討

その他

・予算は？
・スペースは？

何を企画するのか？
展示内容の検討

ものづくりの内容は？

かもけん？
バックヤードは？

環境に関する展示

何を企画するのか？
展示内容の検討

リピーター，市外からの
来場者を集客

UP

リンク

理想の環境科学館・図書館新設に向けての運営委員会の役割

常設展示（鉄の街に関する展示） 企画展示（環境，鉄に関する展示）

種々の美術館，博物館を参考に検討

バイオコークスキュポラ たたら製鉄

季節展示（開催イベントに関連）

理系女子応援PJ テクノカフェ 鋳造実習

科学実験 工作教室

ハード面とソフト面を考えながら，展示内容やものづくり体験を変えていかなければならない．

予算やスペース等の検討も必要であり，これらをまとめるには運営委員会を立ち上げるべきである．

バイオコークスキュポラ，たたら製鉄を検討中

環境科学館展示スペース例 built and broken 方式でイベントスペース確保

室蘭市
資料コーナー

科学館の季節展示，企画展示
に合わせた図書コーナー

鉄に関する
図書コーナー

常設図書

常設展示

季節展示

企画展示

バックヤード？

イベントブース？

環境科学館と図書館のコンセプト・・・？

限られた予算の中で，スペースを上手く使用し，
ソフト面の検討（特に展示, 運営）を行う．

運営委員会の役割


