
小学生～大人
10月1日（土・都民の日）～11月10日（木）
12月3日（土）～2023年1月9日（月・祝） 場所
2023年1月28日（土）～2月26日（日）

・応募点数は1人3点まで（ただし、入賞は1人1点まで）とします。写真は本人が撮影したもので、未発表のものに限ります。

L版、2L版、A4　※写真はA4サイズで展示するため、画質が悪くなる場合があります。

必要事項：氏名（フリガナ）、参加する部門（子どもの部（高校生まで）・大人の部のどちらか）、年齢（子どもの部は学年）、住所、電話番号、
メールアドレス、応募点数、作品名、撮影場所、作品解説（180字以内）、作品の向き（上下）を必ず明記の上、以下の方法でご応募ください。

①メールの場合 件名を「写真コンテスト」にして、info@itbs-sem.jpにデータ（合計9MB以下）でお送りください。

②郵送または直接持参の場合 写真の裏面に氏名とタイトル、作品の向き（上下）をご記入の上、当館までご郵送（送料は応募者負担）もしくは1F受付までお持ちください。

子どもの部（高校生まで）・大人の部の部門ごとに最優秀賞2点、優秀賞3点を選定します。
最優秀賞：受賞作品をプリントしたパズルとエコバッグ　　優秀賞：受賞作品をプリントしたエコバッグ

・撮影時期に制限はありません。合成写真は不可とします。被写体について必ず許可を得た上でご応募ください。
※画像データ及び原版、展示した作品は返却いたしません。

場所 教育科学館内
教育科学館内

板橋の自然板橋の自然 写真コンテスト写真コンテスト
応募資格
募集期間
一般作品展示期間
優秀作品展示期間
応募規定

サイズ
応募方法

審査

板橋区内で自然を撮影した写真を大募集！　
カメラはデジカメでもスマホでも、何でもOKです！

昨年のようす

ー1－

■ 審　　査 一次審査 … 教育科学館の科学研究員が行います。一次審査を通過した作品以外は、この時点でお返しします。（※ 参加賞はありません）　

■ 展示期間 一次審査を通過した作品は、10月27日（木）～12月4日（日）まで、教育科学館にて展示し表彰します。

■ 審査基準 「科学的な思考に基づいているか」「小中学生らしい着想があるか」
「動機⇒実験・観察⇒考察といった流れがあるか」などを考慮し、総合的に判断します。

二次審査 … 一次審査を通過した作品の中から、審査委員会が選んだ優秀な作品に賞状と賞品を授与します。　

板橋区内の公立・私立小中学校の児童・生徒 （板橋区内の中学校に限り、科学クラブ等の団体可）および板橋区在住の公立・
私立小中学校の児童・生徒

9月10日（土）～9月30日（金）

応募用紙は科学館ホームページからダウンロードできます。（8月2日（火）より）

応募用紙に所定の事項を書き込み、学校
の担当の先生に提出してください。

最大で模造紙 1枚程度（壊れやすい作品は写真でご応募ください。）

応募用紙に所定の事項を書き込み、教育科学館
まで作品とともに送付、または持参してください。

①学校推薦 ②個人応募

時間：9:30～10:00、13:00～13:30
対象：どなたでも       場所：1Fホール
定員：特になし           費用：無料

9/11(日) 9/25(日)

10/9(日) 10/23(日)サ
イエ
ンス

サ
イエ
ンス

ショ
ー

ショ
ー

ど

きどき
！

応募資格

応募方法

作品の大きさ

応募受付期間

のご案内のご案内

〒174-0071　東京都板橋区常盤台4丁目14-1
TEL：03-3559-6561 FAX：03-3559-6000
https://www.itbs-sem.jp 

9:00～16:30
●板橋区内公立小中学校の
夏休み期間は 9:00～17:00

月曜日（祝日にあたる場合はその翌日）
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
※その他臨時休館日有り

▶2022年4月より〈CTC共同事業体〉が指定管理者となり運営をしております。 
▶新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載内容は変更になる場合があります。
▶開館時間、休館日、ご予約等の詳細はホームページをご覧ください。

区制施行
90周年

プラネタリウム
入場無料

アマチュア無
線

イベント開催

10/1(土) 10/2(日)

ー1－
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開館時間 休館日

プラネタリウム入場無料日時：
10/1(土・都民の日) 11:30～,13:50～,15:30～
10/2(日) 9:30～のみ



（区内在住・在勤・在学優先）※ となります。抽選

ホームページの申込ページから、または往復はがきでお申込ください。

科学教室とプログラミング教室の申込について▶▶

ー2－ ※表示の金額はすべて税込です。

対象 年長～小学生 初級～中級

毎回異なる内容となります。これまでご参加いただいていない方も、ご応募いただけます。

往復はがきで申込の場合 文面上部に講座／教室名をご記入の上、以下項目をご記入いただき当館住所にお送りください。

①希望日時  ②氏名（ふりがな）  ③年齢　④住所　⑤電話番号    ⑥ （小学校3年生以下は）保護者氏名    ⑦返信はがきにご自分の住所・名前を記入

事前申込（抽選） |  インターネット・往復はがき

事前申込（抽選） |  インターネット・往復はがき科学教室科学教室

1F / 2F展示コーナー 

開館中はご自由にご覧いただけます

科学展示科学展示

9：00～16：00 

あそびに
きてね！

混雑時はお待ちいただく場合がございます

9：00～16：30 

地下科学展示室
毎日 毎日

プログラミング / STEAM / 探求学習プログラミング / STEAM / 探求学習

時間
場所 2F 研修室2

10：00～11：00
13：00～14：00

時間
場所 2F 実験室2

10：00～11：00
13：00～14：00

時間
場所 2F 教材製作室

13：00～15：00

プログラミングで色々な動きができる「MESH」
を使って、みんなで教育科学館をもっとおもしろ
くしちゃおう！

対象 小学生

②プログラミングで科学館をもっと
   おもしろくする部＝「プ科部」

①プログラミングであそぶ！
　vol.6 ～つりをする人～

対象 小学校3年生～6年生

③板橋区立教育科学館×(株)島津理化
   プログラミング＋理科＝「プ理部」

ご希望の日付と時間を選択してお申込みください（抽選）。

9/17(土)～9/20(火)プログラミング教室
②、③の募集期間

科学教室
①、②、③の募集期間 9/24(土)～9/27(火) 9/24(土)～9/27(火)プログラミング教室

①の募集期間

定員 各回12人

対象 小学校4年生～中学生

費用 1,000 円

時間
場所 2F創作室

10：00～12：00
14：00～16：00

定員 各回12人 費用 800 円

時間
場所 2F創作室

10：00～12：00
14：00～16：00

定員 各回12人 費用 1,000 円

時間
場所 2F実験室1

10：00～12：00
14：00～16：00

定員 各回12人 費用 1,500 円

 ①植物からDNA検出

植物からDNAを取り出し持ち帰ります。
DNAについての解説も行います。

定員 各回12人

対象 年中～小学生 ※小３以下は保護者同伴

費用 800 円

 ②スライムクエスト

子どもたちに大人気のスライムを作ったり
実験したりしながら化学の基礎を学びます。
作ったスライムは持ち帰れます。

定員 各回6人

対象 大人

費用 2,800 円

 ③つくってうつす幻燈会

約百年前の日本の衛生に関するスライドを
実際にみてみよう！スライドプロジェクター
「幻燈」について紹介します。

「理科の実験」に「プログラミング」をかけ合わせ！
「MESH」を使うよ！

大人の科学教室大人の科学教室

ー募集期間最終日必着ー

10/8(土)、10/9(日)、10/22(土)、10/23(日)vol.6： vol.2：10/2(日)10/1(土)、10/15(土)vol.2：

予約不要 

10/23(日) 10/30(日) 10/15(土)

初級～中級 中級～上級

9/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

サイエンスショー
科学教室

サイエンスフェスタ
プラネタリウム番組

クレヨンしんちゃん

プラネタリウム一般向け投影

プログラミング教室

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

※小学生以上中学生以下1名まで同伴可

プラネタリウム特別投影

想像力を育成するロボットプログラミング学習キ
ット「KOOV」を使って、オリジナルの「アソビ」を
つくって遊んじゃおう！

（写真はイメージです。）

LINEはじめました！
LINE公式アカウント

当科学館のイベント情報をお届けします♪

＠itbs_sem

友だち
募集中

映像文化史体験



サイエンスフェスタにご予約された方は、当日１Ｆ受付へお越しください。

9/10(土)9時より受付開始 ※ いずれも先着順。定員になり次第、受付終了。

サイエンスフェスタの予約について▶▶

※表示の金額はすべて税込です。ー3－

事前予約 |  インターネット・電話サイエンスフェスタサイエンスフェスタ

時間

定員 各回15人

場所 2F 実験室2

対象 年中～小学生 ※小３以下は保護者同伴

費用 700 円

 ①ミラーボックス

鏡でできた箱の中はどうなっているかな？
ふしぎなミラーボックスを作ろう！

10：00～10：45、13：00～13：45、
14：30～15：15

時間

定員 各回15人

場所 2F 実験室2

対象 年中～小学生 ※小３以下は保護者同伴

費用 600 円

 ②オリジナルキャンドル

色のついた粘土シートを使ってオリジナル
のキャンドルを作ろう！

10：00～10：45、13：00～13：45、
14：30～15：15

時間

定員 各回15人

場所 2F 実験室2

対象 年中～小学生 ※小３以下は保護者同伴

費用 800 円

 ③プロペラカー

電気とモーターの力でプロペラを回して、
風の力で進む車を作ろう！

10：00～10：45、13：00～13：45、
14：30～15：15

①、②の予約 9/24(土)9時より受付開始③の予約

ホームページの予約ページから、または教育科学館に電話でご予約ください（TEL：03-3559-6561）。
※くわしくは科学館ホームページをご覧ください。
※サイエンスフェスタの予約は1グループ2人まで。

小学生～大人向け

※ となります。

ホームページの申込ページから、または往復はがきでお申込ください。

星を見る会の申込について▶▶

往復はがきで申込の場合 文面上部に「星を見る会」とご記入の上、以下項目をご記入ください。

①希望日（ⓐまたはⓑ）  ②代表者氏名（ふりがな）  ③年齢　④住所　⑤電話番号    ⑥参加人数（最大5人まで）   ⑦返信はがきにご自分の住所・名前も記入

※取得した個人情報は、厳重に管理し、抽選結果のご連絡以外の目的には使用いたしません。
※抽選結果は、ホームページより応募された方にはメールで、往復はがきで応募された方には返信はがきでご連絡します。
※締切後1週間以内にご連絡しますが、1週間を過ぎても連絡がない場合はお問い合わせください。

ー10/18(火)必着ー〒174-0071　東京都板橋区常盤台4丁目14－1 板橋区立教育科学館　「星を見る会」係　行

抽選 （区内在住・在勤・在学優先）

※小学生以下は保護者同伴

募集期間 10/15(土)～10/18(火)

定員：各日47人 料金：無料

前半はプラネタリウムで当日の星空の見どころを解説。後半は平和公園に移動し、天文サポーターと共に、
天体望遠鏡を用いて天体を観望します（自由解散）。なお、11/8(火)は、皆既月食を観望する予定です。

  9/23(金・祝)
～9/25(日)

  9/17(土)
～9/19(月・祝)

  10/8(土)
～10/10(月・祝)

10/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

星を見る会プラネタリウムコンサート

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

サイエンスショー
科学教室

サイエンスフェスタ
プラネタリウム番組

プラネタリウム番組 (10/8～)新番組

クレヨンしんちゃん

プラネタリウム一般向け投影

プログラミング教室

プラネタリウム
のハロウィン

※どちらかの日付をお選びください。

  ⓐ   ⓑ

（皆既月食）
11/8(火)10/29(土)

プラネタリウムプラネタリウム

アマチュア無線イベント

プラネタリウム
入場無料イベント

事前申込（抽選） |  インターネット・往復はがき星を見る会星を見る会



ご予約された方は、当日１Ｆ受付へお越しください。受付は、投影開始時刻の 30 分前に開始、10分前に終了 となります。
投影開始後の入退場はできませんので、時間に余裕をもってお越しください。

11月分の予約 10/15(土)9時より受付開始 プラネタリウム
コンサートの予約 9/3(土)9時より受付開始10月分の予約 9/17(土)9時より受付開始

プラネタリウムの予約について▶▶

小学校高学年～大人向け

小学生～大人向け前半は天文スタッフによる星空の簡単なご紹介、後半は番組を投影します。

※くわしくは科学館ホームページをご覧ください。

※9月分の投影は予約受付中。いずれも先着順。定員になり次第、受付終了。

※プラネタリウムの予約は1グループ5人まで。

※テーマの投影期間を２ヶ月間に延長しました。

※9/10(土)・10/30(日)・11/8(火) は特別投影に、11/23(水・祝)はヒーリングプラネタリウムに変わります。
　11/27(日)はイベントのため、10/12(水)はプラネタリウム保守点検のため投影はありません。
　その他イベントなどで中止になることがあります。

ホームページの予約ページから、または教育科学館に電話でご予約ください（TEL：03-3559-6561）。

11月8日は皆既月食が起こります。特別投影では、皆既月食の
しくみから観察方法までご紹介します（解説のみ）。
※解説＋観望会をご希望の方は「星を見る会」をご覧ください。

※イベントなどで中止になることがあります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プラネタリウムの投影は現在、事前予約制（先着順）です。

ー4－ ※表示の金額はすべて税込です。

時間

時間

クレヨンしんちゃん　宇宙からの来訪者
カスカベ大パニック

皆既月食

事前予約 |  インターネット・電話

事前予約 |  インターネット・電話

事前予約 |  インターネット・電話

簡単な仮装でのご来場も大歓迎です。

ハロウィンにぴったりな絵本の読み聞かせや、たのしい星座のお話のあるお時間です。

プラネタリウム de おはなし会 親子向け

11/8(火)

小学校高学年～大人向け

小学校高学年～大人向け

15:30～16:20

毎日　15:30～16:20 ※休館日はのぞく

曜日
時間

9月の土・日・祝

10/8以降の土・日・祝

そうだ 宇宙に行こう 太陽を大解剖
～私たちの太陽はどんな星？～

上映中 予告

13:50～14:30

10:00～10:40、11:30～12:10
13:50～14:30

料金：大人350円、子ども120円定員：78人

時間：50分間

時間：50分間

料金：大人350円、子ども120円定員：78人

料金：大人350円、子ども120円定員：78人特別投影特別投影

一般向け投影一般向け投影

プラネタリウム番組プラネタリウム番組

プラネタリウムプラネタリウム

  8/9(火)
～9/30(金)

  10/4(火)
～11/30(水)

前半はその日の星空について、後半はハロウィンの文化について、くわしく解説します。

時間

特別投影「ハロウィンの星空」

10:00～10:40、13:50～14:30（40分間）

時間 11:30～12:20、15:30～16:20（50分間）

8月・9月 10月・11月

10/8(土)より
土・日・祝 11:30 の回

（40分間）

10/30(日)

「ハロウィンのランプ」
今回の絵本は…

小林ゆき子  作・絵（岩崎書店）

事前予約 |  インターネット・電話プラネタリウムのハロウィンプラネタリウムのハロウィン

演奏とプラネタリウム演出の
コラボレーションコンサート

10/2(日)

対象：小学生～大人

定員：各回102人（先着順）
場所：1Fプラネタリウム

※小学生は保護者同伴、
　未就学児は入場できません。

出演：類家心平（トランペット）
            中嶋錠二（ピアノ）
時間：①14:00～ 
　　　②18:00～（各回90分間）
料金：1席2,000円

事前予約 |  インターネット・電話

星空にJAZZを添えて トランペット＆ピアノ
コンサート

トランペットとピアノによる生演奏を星空と共にお楽しみ下さい。
夜空の中で聴く JAZZ、プラネタリウムでしか味わえない体験を是非！

photo by Kayoko Yamamoto

プラネタリウムコンサートプラネタリウムコンサート
料金：大人350円、子ども120円定員：78人

新番組スタート！
お楽しみに！

前半はその日に見られる星空の解説、後半は天文や宇宙に関するテーマを解説します。
天文スタッフによる生解説をお楽しみください。
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