
むし展虫
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き

なひ
とも、にがてなひと
も
！

主催／
後援／静岡県教育委員会、静岡市教育委員会、ＮＨＫ静岡放送局、朝日新聞静岡総局、産経新聞社静岡支局、静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社、
日本経済新聞社静岡支局、毎日新聞静岡支局、読売新聞静岡支局、株式会社テレビ静岡、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ、全国科学館連携協議会、全国科学博物館協議会　
協力／三菱レイヨン株式会社、ケニス株式会社、帝人株式会社、株式会社ライトニックス、株式会社日立ハイテクノロジーズ、染織工房 日下田紺屋、磐田市竜洋昆虫自然観察公園、
ふるさと世界の昆虫館、豊田ホタルの里ミュージアム、ふくしま森の科学体験センター ムシテックワールド、橿原市昆虫館、埼玉県立自然の博物館、北杜市オオムラサキセンター、
よねざわ昆虫館、伊丹市昆虫館、学校法人 桐蔭学園高等学校、大場裕一(名古屋大学)、国立研究開発法人 農業生物資源研究所、的場ひろし（静岡文化芸術大学）、的場やすし（メディア・アーティスト）、
青柳誠司（関西大学）、井上徳之（中部大学）、丸山宗利（九州大学総合研究博物館）、静岡県自然観察指導員会 中部支部、杉山惠一（静岡大学） （順不同・敬称略）

2016年3月19日㊏～5月8日㊐
9：30～17：00（最終入場16：30まで）
※初日のみ10：00～

ＪＲ静岡駅南口より徒歩１分

※専用駐車場はありませんので、公共交通機関又は、
　エスパティオ駐車場（有料）ほか近隣の駐車場をご利用ください。

新東名新静岡ICから静岡駅南口をめざして車で約25分

東名静岡ＩＣから静岡駅南口をめざして車で約１５分

さらに

【開館時間】9：30～17：00（最終入館16：30）
【休館日】月曜日（祝日の場合はその翌日）・年末年始・臨時休館日
　　　　４月6日（水）、7日（木）は臨時休館
【入館料】小中学生120円(静岡市内在住・通学者は無料)、大人510円、
            静岡市在住70歳以上無料、未就学児無料
　　　　※障害者手帳など所持者とその付添者1名無料

TEL 054-284-6960／FAX 054-284-6988
H P http://www.rukuru.jp
指定管理者 公益財団法人静岡市文化振興財団

静岡県静岡市駿河区南町１４番２５号エスパティオ８～１０階

オープニングセレモニーに参加してくれた人には、企画展オリジナル
缶バッジをプレゼント！そのほかにも、上記イベント一覧の中にある 印の
付いているイベントに参加しても虫キャラバッジがもらえるよ。全部のバッ
ジをコンプリートできるかな!?

３日以上企画展会場に来場して、スタ
ンプを集めてくれたお友達は超限定
オリジナル缶バッジを差し上げます！

交換期間：５月５～８日限定
交換場所：企画展示室　受付

オープニングセレモニー ワークショップ
3月19日㊏
参加者にはオリジナル缶バッジをプレゼント！

10：00～   イベントホール

3月20日㊐㊗

食べられる前にとべ！
クリップバッタ

ぴょんとはねるクリップバッタの工作
です。上手にとばして天敵から逃げる
ゲームで遊んでみましょう！

4月3日㊐・4月29日㊎㊗

わくわく科学工作
「おどる虫おもちゃ」

ストローを回すと紙コップの上でおどり
だす“虫おもちゃ”を工作しましょう！

4月16日㊏・4月23日㊏

モンシロチョウのハネがパタパタ動
くおもちゃを作ります。

3月27日㊐

ぱたぱたオオムラサキを
つくろう！

国蝶に選ばれている美しいハネをもつ
オオムラサキ。そのはばたきは、実は
とても力強いのです。磁石の力ではばた
くオオムラサキを工作してみましょう！

5月7日㊏

虫のカタチを
かんがえてみよう！

世界にはふしぎなカタチをした虫が
たくさんいます。ペーパクラフトで自分
なりのカタチのムシを作ってみましょう！

（科学あそびミュウ）
おもしろい動きの毛虫おもちゃ・モニョを
作ります。

巣やハネの形には秘密があった！生き物の体や
生活に隠された工夫と、そこから学んだものづ
くりについて紹介するトークイベントです。

イナゴや蜂の子に続く、今注目の食べられる虫は？ 
試食もしながら昆虫食について解説します。

13:30～14:45
イベントホール3月21日㊊㊗

星野敬子氏
（アスクネイチャー・ジャパン　研究員）

13:00～15:00
創作ルーム4月17日㊐

水野壮氏
（NPO法人食用昆虫科学研究会副理事長）

「むしを食べる!? どんな味？ 
国連おススメ？ 
美味しいむしを科学する」

【定員】100人
【定員】30人

ワークショップスペース 

【要申込】
3/26㊏～
電話申込

13:00～15:30（時間内はいつでも体験できます）

イベントホール 100人程度定員

講演会 13：00～14：30 イベントホール
100人程度定員

【対象】小学校２年生以下  親子
10：00～11：00

4月30日㊏
ムシできない！タマムシのはなし

芦澤七郎氏（タマムシの里）

ヤマトタマムシ

美しいハネを持つタマムシの生態や
国内初のヤマトタマムシの人工飼育の
お話が聞けるトークイベントです。
参加者にはタイのタマムシのハネをプレゼント！

3月19日㊏
絶対にムシできない虫 クワガタのひみつ

北野伸雄氏（磐田市竜洋昆虫自然観察公園）

クワガタの実物を間近で見て、触って、そしてクイズで
遊びながらクワガタムシについて学びます。
貴重な雌雄モザイクの標本もやってきます！

5月5日㊍㊗

フェルトで
“もこもこイモムシ”を

つくろう！

フェ ルト 玉 を
つなげてもこもこ
イモムシを工作
します！幼虫から成体へ昆虫の
『変態』について学びましょう！

特に表記のないイベントは申込不要・参加無料・どなたでも参加できます (入館料別途)

※缶バッジがなくなり次第終了いたします。

4月9日㊏

スマホ顕微鏡で
昆虫観察

あなたのスマートフォンが顕微鏡に！？
スマホを使って昆虫観察しましょう！

【協力】JASC静岡支部

科学茶房

サイエンス
玉手箱

めばえの
かがく

イベントホール
①13：00～②15：00～3月26日㊏

ミクロの世界を見ることができる電子
顕微鏡で、虫のカラダのカタチを観察して
みましょう！

電子顕微鏡で

ミクロの世界
を

のぞいてみよ
う！

「春を探そう！有度山北麓と
吉田川の春の観察会」

春の草花と虫を観察しましょう！
【定員】30人　【参加費】100円　※小学生以下は保護者同伴
【共催】静岡県自然観察指導員会中部支部

【要申込】
3/12㊏～
電話申込

るくる
自然観察会

10:00～11:45
県立美術館周辺及び吉田川4月9日㊏

「てのうえのモニョ」
「パタパタモンシロチョウ」

こ、こいつは…！?

頑張って

スタンプを集めよ
う！

「昆虫はセンパイ発明家！ 
生物に学ぶものづくり」

4月2日㊏

（静岡科学コミュニケーター倶楽部）

「ムシできない虫の
折り紙を作ろう」4月17日㊐

ワークショップスペース
13：30～15：30

来場者の方に

缶バッジプレゼント！オリジナル

5月8日㊐
ホタルだけじゃない！？おどろきの光る虫たち

大場裕一氏（名古屋大学大学院
 生命農学研究科 助教）

光る生きものの専門家が、みなさんが
見たこともないような 世界 の
めずらしい光る虫について、写真や
映像をお見せしながら解説します。

世界最大のホタル（幼虫／タイ産）

スタンプラリーも開催♪

公益財団法人静岡市文化振興財団指定管理者

申込不要

左がメス？右がオス？

★

会期中は学生・教員入館料無料
※受付で証明証をご提示下さい。

春休みは

毎日開館！！
（3/17㊍～4/5㊋）



コレから
・・・

コレから
・・・

バイオミメティクス

ⓒ 関西大学　青柳誠司

ⓒ JAXA

ⓒ 株式会社ライトニックス

虫のにおいを

感じてみよう！

虫たちは恐竜が誕生するよりはるか昔、地球上にあら
われました。長い年月繁栄を続け、

なんと全生物の約70％が虫の仲間です。彼らは、奇想
天外なからだつきやコミュニケーション

方法を創り出して、さまざまな自然環境の中で生きの
びてきました。

大先輩である虫たちから、私たちが学ぶことはたくさ
んあるのです。

好きな人も、苦手な人も、知ってしまうと“ムシできない
”虫たちが持つすごいトコロを紹介します！

あなたは虫が好きですか？あなたは虫が好きですか？

※イベント・展示の内容は変更になる場合があります。　※イラスト・写真はイメージです。　虫キャラクター制作／アトリエサンゴ

コレが！？

コレが！？

コレが！？

ⓒ 株式会社帝人

生きもののカタチを

まねすると

こんなものができる！?

虫と
コミュニケーション！?

コレから
・・・

ⓒかとうまさゆき

ⓒ的場ひろし・的場やすし

季節はずれの
ホタルの光！

る・く・るの中に

草原トンネルが出現
!?

ムシできない！！ムシできない！！ムシできない！！

虫入りコハクにそっくり
！？

キーホルダーをつくろう

ムシできない！！ムシできない！！ムシできない！！

ムシできない！！ムシできない！！ムシできない！！

ヘラクレスオオカブトに

生きている

ちびっこ大集合！！

会える！

ムシできない！！ムシできない！！ムシできない！！

ムシできない！！ムシできない！！ムシできない！！ムシできない！！ムシできない！！ムシできない！！

ぼくと一緒に

写真も

撮れるんだぜ！

300匹の
ヘイケボタ

ルが

やってくる
！！

虫の目線でまわりを見てみよう！

大きな木や
葉っぱがあるよ！

虫になったつもりで

あそびながら学ぼう！

いつでも会場で、自分だけの

キーホルダーがつくれるよ!
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よねざわ昆虫館、伊丹市昆虫館、学校法人 桐蔭学園高等学校、大場裕一(名古屋大学)、国立研究開発法人 農業生物資源研究所、的場ひろし（静岡文化芸術大学）、的場やすし（メディア・アーティスト）、
青柳誠司（関西大学）、井上徳之（中部大学）、丸山宗利（九州大学総合研究博物館）、静岡県自然観察指導員会 中部支部、杉山惠一（静岡大学） （順不同・敬称略）

2016年3月19日㊏～5月8日㊐
9：30～17：00（最終入場16：30まで）
※初日のみ10：00～

ＪＲ静岡駅南口より徒歩１分

※専用駐車場はありませんので、公共交通機関又は、
　エスパティオ駐車場（有料）ほか近隣の駐車場をご利用ください。

新東名新静岡ICから静岡駅南口をめざして車で約25分

東名静岡ＩＣから静岡駅南口をめざして車で約１５分

さらに

【開館時間】9：30～17：00（最終入館16：30）
【休館日】月曜日（祝日の場合はその翌日）・年末年始・臨時休館日
　　　　４月6日（水）、7日（木）は臨時休館
【入館料】小中学生120円(静岡市内在住・通学者は無料)、大人510円、
            静岡市在住70歳以上無料、未就学児無料
　　　　※障害者手帳など所持者とその付添者1名無料

TEL 054-284-6960／FAX 054-284-6988
H P http://www.rukuru.jp
指定管理者 公益財団法人静岡市文化振興財団

静岡県静岡市駿河区南町１４番２５号エスパティオ８～１０階

オープニングセレモニーに参加してくれた人には、企画展オリジナル
缶バッジをプレゼント！そのほかにも、上記イベント一覧の中にある 印の
付いているイベントに参加しても虫キャラバッジがもらえるよ。全部のバッ
ジをコンプリートできるかな!?

３日以上企画展会場に来場して、スタ
ンプを集めてくれたお友達は超限定
オリジナル缶バッジを差し上げます！

交換期間：５月５～８日限定
交換場所：企画展示室　受付

オープニングセレモニー ワークショップ
3月19日㊏
参加者にはオリジナル缶バッジをプレゼント！

10：00～   イベントホール

3月20日㊐㊗

食べられる前にとべ！
クリップバッタ

ぴょんとはねるクリップバッタの工作
です。上手にとばして天敵から逃げる
ゲームで遊んでみましょう！

4月3日㊐・4月29日㊎㊗

わくわく科学工作
「おどる虫おもちゃ」

ストローを回すと紙コップの上でおどり
だす“虫おもちゃ”を工作しましょう！

4月16日㊏・4月23日㊏

モンシロチョウのハネがパタパタ動
くおもちゃを作ります。

3月27日㊐

ぱたぱたオオムラサキを
つくろう！

国蝶に選ばれている美しいハネをもつ
オオムラサキ。そのはばたきは、実は
とても力強いのです。磁石の力ではばた
くオオムラサキを工作してみましょう！

5月7日㊏

虫のカタチを
かんがえてみよう！

世界にはふしぎなカタチをした虫が
たくさんいます。ペーパクラフトで自分
なりのカタチのムシを作ってみましょう！

（科学あそびミュウ）
おもしろい動きの毛虫おもちゃ・モニョを
作ります。

巣やハネの形には秘密があった！生き物の体や
生活に隠された工夫と、そこから学んだものづ
くりについて紹介するトークイベントです。

イナゴや蜂の子に続く、今注目の食べられる虫は？ 
試食もしながら昆虫食について解説します。

13:30～14:45
イベントホール3月21日㊊㊗

星野敬子氏
（アスクネイチャー・ジャパン　研究員）

13:00～15:00
創作ルーム4月17日㊐

水野壮氏
（NPO法人食用昆虫科学研究会副理事長）

「むしを食べる!? どんな味？ 
国連おススメ？ 
美味しいむしを科学する」

【定員】100人
【定員】30人

ワークショップスペース 

【要申込】
3/26㊏～
電話申込

13:00～15:30（時間内はいつでも体験できます）

イベントホール 100人程度定員

講演会 13：00～14：30 イベントホール
100人程度定員

【対象】小学校２年生以下  親子
10：00～11：00

4月30日㊏
ムシできない！タマムシのはなし

芦澤七郎氏（タマムシの里）

ヤマトタマムシ

美しいハネを持つタマムシの生態や
国内初のヤマトタマムシの人工飼育の
お話が聞けるトークイベントです。
参加者にはタイのタマムシのハネをプレゼント！

3月19日㊏
絶対にムシできない虫 クワガタのひみつ

北野伸雄氏（磐田市竜洋昆虫自然観察公園）

クワガタの実物を間近で見て、触って、そしてクイズで
遊びながらクワガタムシについて学びます。
貴重な雌雄モザイクの標本もやってきます！

5月5日㊍㊗

フェルトで
“もこもこイモムシ”を

つくろう！

フェ ルト 玉 を
つなげてもこもこ
イモムシを工作
します！幼虫から成体へ昆虫の
『変態』について学びましょう！

特に表記のないイベントは申込不要・参加無料・どなたでも参加できます (入館料別途)

※缶バッジがなくなり次第終了いたします。

4月9日㊏

スマホ顕微鏡で
昆虫観察

あなたのスマートフォンが顕微鏡に！？
スマホを使って昆虫観察しましょう！

【協力】JASC静岡支部

科学茶房

サイエンス
玉手箱

めばえの
かがく

イベントホール
①13：00～②15：00～3月26日㊏

ミクロの世界を見ることができる電子
顕微鏡で、虫のカラダのカタチを観察して
みましょう！

電子顕微鏡で

ミクロの世界
を

のぞいてみよ
う！

「春を探そう！有度山北麓と
吉田川の春の観察会」

春の草花と虫を観察しましょう！
【定員】30人　【参加費】100円　※小学生以下は保護者同伴
【共催】静岡県自然観察指導員会中部支部

【要申込】
3/12㊏～
電話申込

るくる
自然観察会

10:00～11:45
県立美術館周辺及び吉田川4月9日㊏

「てのうえのモニョ」
「パタパタモンシロチョウ」

こ、こいつは…！?

頑張って

スタンプを集めよ
う！

「昆虫はセンパイ発明家！ 
生物に学ぶものづくり」

4月2日㊏

（静岡科学コミュニケーター倶楽部）

「ムシできない虫の
折り紙を作ろう」4月17日㊐

ワークショップスペース
13：30～15：30

来場者の方に

缶バッジプレゼント！オリジナル

5月8日㊐
ホタルだけじゃない！？おどろきの光る虫たち

大場裕一氏（名古屋大学大学院
 生命農学研究科 助教）

光る生きものの専門家が、みなさんが
見たこともないような 世界 の
めずらしい光る虫について、写真や
映像をお見せしながら解説します。

世界最大のホタル（幼虫／タイ産）

スタンプラリーも開催♪

公益財団法人静岡市文化振興財団指定管理者

申込不要

左がメス？右がオス？

★

会期中は学生・教員入館料無料
※受付で証明証をご提示下さい。

春休みは

毎日開館！！
（3/17㊍～4/5㊋）
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