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イベントカレンダー
実施日 事前申込イベント名

1 3 月

■開館時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
■休館日　　木曜日（祝日の場合は翌平日），年末年始（12/28～1/3）
■開館時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
■休館日　　木曜日（祝日の場合は翌平日），年末年始（12/28～1/3）

■料金■料金 （　）内は30人以上の団体

※ただし，12/24（木），3/25（木）は開館※ただし，12/24（木），3/25（木）は開館

※プラネタリウムの観覧には入場料が必要です。
※土曜日と日曜日は，京都市内に住所または通学先を有する小・中・高・総合支援学校・

民族学校の児童・生徒の入場料及びプラネタリウム観覧料は無料です（祝日と振替休日
は有料）。

※乳幼児は無料です。

※プラネタリウムの観覧には入場料が必要です。
※土曜日と日曜日は，京都市内に住所または通学先を有する小・中・高・総合支援学校・

民族学校の児童・生徒の入場料及びプラネタリウム観覧料は無料です（祝日と振替休日
は有料）。

※乳幼児は無料です。

小学生 中・高生 大人

プラネタリウム観覧料

入場料 100円（90円）

100円（90円）

200円（180円）

200円（180円）

520円（470円）

520円（470円）
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〈アクセス〉 ●京阪電車　藤森駅（KH32）下車　西へ400m
 ●地下鉄・近鉄電車　竹田駅（K15）下車東へ1km
 ●市バス　105・南⑤・臨南⑤・南⑧　青少年科学センター前下車　南へ100m　　　　　　　　　　

※駐車台数に限りがあります（普通車約30台）。公共交通機関をご利用ください。外部の駐車場
の駐車券の発行等はありません。

要

要

1/8（金）～
4/7（水）

1/30（土）
1/31（日）

2/10（水）

2/14（日）

2/21（日）

3/7（日）

〒612－0031 京都市伏見区深草池ノ内町13

科学センター
マスコットキャラクター
「ティララちゃん」

令和2年11月

URL  http://www.edu.city.kyoto.jp/science/
TEL.075-642-1601 FAX.075-642-1605 この印刷物が不要になれば

「雑がみ」として古紙回収等へ！

プラネタリウムリニューアル記念
オーロラ写真展

瀬戸口所長のサイエンストーク
「恐竜ってどんな動物？
～恐竜にも気嚢（きのう）があった！！～」

プラネタリウムリニューアル記念
「オーロラ・ワンダーランド
 ～プラネタリウムでオーロラを感じてみよう～」

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり『星の一生』」

「プラネタリウム駅伝　
  ～春夏秋冬・星空を翔る～」

プラネタリウムリニューアル記念

市民天体観望会
「冬の大六角とオリオン大星雲」

・発熱，咳，強い倦怠感，風邪のような症状がある方はご来館をお控えください。
・マスクの着用等，咳エチケットにご協力ください。
・展示場内の混雑を緩和するため，状況によってはご入場いただけない場合があります。
・館内の滞在時間は，概ね２時間までとしていただきますよう，お願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，
以下の内容について，ご理解・ご協力をお願いいたします。

冬号
20202020
冬号

土日祝と冬季・春季期間は，不思議で楽しい演示実験等を行います。
冬季期間：12/24（木）～1/5（火）ただし，年末年始の休館日を除く。
春季期間：3/25（木）～4/7（水）

サイエンスタイムサイエンスタイムサイエンスタイム
※実施日時等の詳細は，ホームページ等で
　ご確認ください。

20分 ◆液体チッ素による低温の科学　
◆毎日内容が変わる楽しい実験

【対　　象】小学校就学未満の乳幼児に同伴する保護者1名
【内　　容】4回目以降の入場料無料 
　　　　　　 ※1～3回目の入場の際は左記料金が必要です。

【利用期間】発行日から1年
　　　　　　 ※ただし,1年間の途中に小学生となる場合は3/31まで 

ご希望の方は「親子ふれあいサイエンスルーム」まで。

入場料優待カード 「親子でパスッ!!」入場料優待カード 「親子でパスッ!!」

珍しい玩具，不思議な鏡など，
乳幼児が親子で楽しめる
科学遊具がいっぱい！ 

いきもの研究室で
新展示！
いきもの研究室で
新展示！

親子ふれあいふれあいサイエンスルーム

セグロセキレイ マンリョウ（万両） 冬の野鳥
ムクドリとツグミ

ハボタン
※ご覧いただけない場合もあります。

屋外園が呼んでますよ！！屋外園が呼んでますよ！！
屋外園では，四季折々の樹木や草花，野鳥，
岩石・化石などを観察できます。

1Ｆ

2Ｆ

※入室は乳幼児と保護者のみ
　（小学生は入室不可）
※開室日時等の詳細は，ホーム
　ページ等でご確認ください。
　　　　　　　　　

京都鉄道博物館
「手回し発電機でGO！」

自分で作った電気で鉄道模型を動かしてみよう！力
や速さを変えて回したらどう動くかな？観察しなが
ら学ぶイベントです。 
●日時：1/16（土）10：30～16：30
　　　　※12：00～13：00は休止
●対象：小学生　●問合せ：0570-080-462

京都市動物園
「動物園DE サイエンストーク」

毎月，多彩なゲスト講師が生き物の不思議を
お話してくれます。
●日時：1/24（日），2/28（日），3/28（日）
　　　　各回14：00～15：00
●場所：動物園レクチャールーム　●定員：20名（先着順）
●参加費：無料（高校生以上は別途入園料が必要）　●問合せ：075-771-0210

京都府立植物園
「早春の草花展」

まだ寒さが残る早春に，色鮮やかな春の草花が会
場を彩ります。テーマは「春を感じる風の中で」。
ひと足早い春を体験ください。
●日時：2/13（土）～3/14（日）10：00～16：00
●対象：全世代　●参加費：無料（入園料は別途必要）
●問合せ：075-701-0141

さすてな京都
「親子科学実験教室『電気のはてな？
〈自然の循環〉～人と地球のつながり～』」

楽しい実験を通して地球の循環を知ろう！
●日時：2/6（土）
　　　　10：00～12：00，13：00～15：00（途中参加不可）
●対象：小学生とその家族（低学年でも楽しい！）　●参加費：無料
●定員：30名　●申込：不要・当日先着順　●問合せ：075-606-2548

島津製作所 創業記念資料館
「京都の近代化の歩み」

島津製作所が145年前から製作してきた理科の実
験器具や標本，レントゲン装置などを展示。小学生
以下のお子様は，ワークシートに挑戦すると記念品
がもらえます！
●期間：2/1(月)～2/26(金)　●参加費：無料(入館料のみ)
●申込：要申込・先着順（申込期間：1/25～2/19）
●問合せ：075-255-0980

京エコロジーセンター
「ライトの光で動く！クワガタサッカーゲームに挑戦！」

パネルにライトの光をあてると動き出すクワガタ
サッカーの体験を通して自然エネルギーについて学
びます。
●日時：2/14（日）
　　　　①10:00～②11：30～ ③13：30～ 
　　　　④15：00～　※各回1 時間
●対象：小学生，中学生（小学3 年生以下は保護者同伴）
●定員：各回8 名　●参加費：無料
●申込：要申込・先着順（申込期間：1/9～2/13）
●問合せ：075-641-0911

森林総合研究所関西支所　森の展示館
「森林教室『真冬に昆虫ひょうほんを作ろう！』」

この夏実施できなかった「昆虫ひょうほんを作ろ
う！」をあえて真冬に行います。ひょうほん作りのほ
か，枯れ木の中で越冬する昆虫の姿を観察して楽し
くお勉強をします。
●日時：2/13（土）
　　　　9：30～11：00，14：00～15：30の二部制
●対象：小学生とその家族（定員各部10名程度）
●参加費：無料　●申込：要申込・抽選により決定（申込期間：1/5～27）
●問合せ：075-366-9905

京都市青少年科学センター
「瀬戸口所長のサイエンストーク『恐竜ってどんな動物？
～恐竜にも気嚢があった！！～』」
科学センターの瀬戸口烈司所長（京都大学名誉教
授）が，恐竜のことを子どもたちにも分かりやす
く，楽しくお話しします。所長に質問もできます。
●日　時：2/14(日)11:00～
●対　象：小学生以上を対象としたお話ですが
　　　　　幼児も参加可（幼児は保護者同伴）。
●参加費：無料（入場料は別途必要）　●問合せ：075-642-1601

き のう

※京都市科学系博物館等連絡協議会とは，京都市内の科学系博物館等が連携して，子どもたちが知的好奇心や探究心を持って学べる環境づくりのために
平成17年に設置したものです。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，今年度は，科学センター・京エコロジーセンター会場に各加盟館等のブースが集まるのではなく，各加盟館
がそれぞれの施設でユニークなイベントを開催します。

科博連（京都市科学系博物館等連絡協議会）に加盟している各博物館等で１～３月に理科・科学に関する様々な
イベントを開催します！

科博連サイエンスフェスティバル分散
開催

かけ 京都市立鞍馬小学校の子ど
もたちが育てていたとても
珍しい「雌雄モザイク型」ミ
ヤマクワガタの標本や飼育
中のカブトムシの幼虫が新
たに登場！



※諸事情により，イベントは中止・変更する場合がありますので，ご来館の際は必ず
　ホームページ等でご確認ください。
※諸事情により，イベントは中止・変更する場合がありますので，ご来館の際は必ず
　ホームページ等でご確認ください。

大人のための星空めぐり（６０分）

一般投映 （45分） ☆小学３年生～大人向け

ちびっこプラネタリウム （40分）

プラネタリウムリニューアル記念事業

プラネタリウム投映時刻

月曜日

団体投映火～金曜日

平　日

団体投映 団体投映 一般投映

団体投映 一般投映 団体投映 一般投映

土・日・祝
冬季・春季期間

平日

■時刻／表のとおり
■対象／１５名以上の団体
■内容／右の番組からご希望に応じて投映します。

●一般投映（４５分）
●ちびっこプラネタリウム（４０分）
●学習番組「星の動き」または「月の形と動き」（４５分） 
　※小学校４年生の学校団体向けです。どちらかの番組をお選びください。
●「星空さんぽ」（３０分） ※当日の星空をシンプルに紹介します。

　【団体投映】

一般投映 ちびっこ
プラネタリウム

ちびっこ
プラネタリウム 一般投映

１1：0０ １３：００ １４：２５ １５：４５

１1：0０ １３：００ １４：２５ １５：４５

☆４才～小学２年生向け（幼児は保護者同伴）

科学センターが誇る個性あふれる４人の解説者が，前半は当日の夜の星座や天体，
後半は科学センターのオリジナル番組を「生」で解説します！

札幌市在住のオーロラメッセンジャーの中垣哲也氏によるプラネ
タリウム特別投映。美しいオーロラ映像を映しながら解説します。

落ち着いた音楽と満天の星で心身ともにいやされる大人向きの番組で
す。ベテラン解説員が季節の星空の魅力を語ります。

「あなたの知らない　小惑星のひみつ」 １０/１０（土）～１/６（水）
「オーロラ　～太陽のおくりもの～」 １/８（金）～４/７（水）

「ベツレヘムのほし」（クリスマス） １２/１（火）～２５（金）
「かみさまがばけた うし」（おうし座） １２/２６（土），２７（日），１月
「ほしになったふたご」（ふたご座） ２月
「てんごくのばしゃひき」（北斗七星） 3月

「星の一生」　　２/２１（日）　１３：００～１４：００

「オーロラ・ワンダーランド   
 ～プラネタリウムでオーロラを感じてみよう～」　

【ファミリー向け】１１：００～，１３：００～（４５分）
【大人向け】１５：４５～（６０分） ※幼児は入場不可
 

プラネタリウム

※都合により変更する場合があります。
※冬季期間・・・12/24（木）～1/5（火）（ただし，年末年始の休館日を除く）
　春季期間・・・3/25（木）～4/7（水）

その日の「星空案内（星や星座の見つけ方など）と星にまつわるお話（月替わり）」をします。

※12/6（日）13：00～，15：45～は聴覚障害者向けに字幕付きで投映します。

申込不要
先着順

申込不要
先着順

※１/８（金）～４/７（水）にはオーロラ写真展も開催。

イメージ「みらい地球儀」

展示品デジタルガイド展示品デジタルガイド
　科学センターにある展示品の見どころや観察のポイントなどをわかりやすく紹介
するとともに，理科・科学の原理や原則，不思議な現象などをよりくわしく解説し
ています。ホームページで閲覧することができますので，ぜひご活用ください。

展示品デジタルガイド▶ 理科オンライン事典▶

他にもたくさんの工作や
自由研究に役立つ情報を
紹介！

「KYOTO Wi-Fi」
つかえます。

プラネタリウムのマスコット
プララちゃん   

プラネタリウムのマスコット
プララちゃん   

冬の星空

3/31 2/1
火星

１/３０（土）
１/３１（日）

☆高校生～大人向け（中学生以下は入場不可）

新しいプラネタリウムでの過ごし方についてみなさまへおねがい
リニューアル後のプラネタリウムドーム内では，安全のため，以下の諸注意をお守りください。

お申込みが必要なイベントお申込みが必要なイベント

 電話  075-661-3755  ＦＡＸ 075-661-5855
パソコン▶
携帯電話▶

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/mobile/main/page/0000180068.html

市民天体観望会・プラネタリウム駅伝　申込方法

京都いつでもコール
（電話：8時～21時・年中無休）

京都いつでもコールへ電話・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれか。ＦＡＸの場合は，下記の事項を記入のうえ，送信してください。

市民天体観望会水2/10

テーマ 申込期間実施日
2/10（水） 冬の大六角とオリオン大星雲 １/１３（水）～１/２５（月）

科学センターの屋上で，夜間に天体を
観望するイベントです。

対象：小学生以上（小・中学生は保護者同伴）　★幼児は不可
定員：9０名（先着順）　　時間：１９：００～２１：００（受付は３０分前から）
申込方法：京都いつでもコール
※雨天の場合も観望天体の解説を行います。
※内容・定員を変更する場合があります。　※参加時は必ずマスクをご着用ください。

参加無料
（入場料も不要）

要事前申込

プラネタリウム駅伝 ～春夏秋冬・星空を翔る～日3/7

申込期間実施日
3/7（日） ２/９（火）～２/２２（月）

個性の違う４人の解説者が，春夏秋冬それぞれの季節の星空解説を，２時間かけて一気に紹介
する超ロングバージョンのプラネタリウム。解説者たちのいろいろな語り口が楽しめます

（プラネタリウムリニューアル記念事業）。 対象：小学生以上　★幼児は不可
定員：９０名（先着順）　　時間：１０：００～１２：００（１２０分）
申込方法：京都いつでもコール
費用：入場料及びプラネタリウム観覧料

要事前申込
かけ

イベント名，代表者の氏名（ふりがな），電話番号，大人の人数，子どもの人数，子どもの学年 ※申込人数には代表者を含む。必 要 事 項

※１申込みにつき，５名まで（団体を５名以下に分割してのお申込みはご遠慮ください。）。

※FAX・Eメールは申込開始日の午前０時から受付。

（おかけ間違いにご注意ください。）

Ｅメールは右記の
ホームページから

参加可能な場合，
返信はありません。

祝日等は
特別イベント開催！　
祝日等は
特別イベント開催！　
祝日等には，当日，気軽に参加できるユニーク
な科学工作・体験のイベントを開催します！ 
※実施日時等の詳細は，ホームページ等でご確認ください。

参加無料
（入場料は別途必要）

ベビーカー
持込できません マスクの着用

投映中の
おしゃべりは
しないでください

間隔をあけて

・投映中のお立ち歩きや，途中入退場は原則としてできません。開演時間に間に合うようお越しください。
・ドーム内へのベビーカーの持込はできません。入口前のベビーカー置き場をご利用ください。
・立ち歩くおそれのある小さなお子様は保護者のお膝の上での観

覧をお願いいたします。
・プラネタリウムドーム内では，マスクをご着用ください。
・投映中のおしゃべりはしないでください。
・ご家族，同一グループ内でも，座席は間隔をあけてお座りくだ

さい。

一般投映は小学生にもおすすめ！
YouTube に新しいプラネタリウムの動画を

アップしているので見てね。

「プラネタリウムの残席状況」が
ホームページで確認できます。

（事前予約不可）

北を見る時は，北を下にして
空と合わせてください。



※諸事情により，イベントは中止・変更する場合がありますので，ご来館の際は必ず
　ホームページ等でご確認ください。
※諸事情により，イベントは中止・変更する場合がありますので，ご来館の際は必ず
　ホームページ等でご確認ください。

大人のための星空めぐり（６０分）

一般投映 （45分） ☆小学３年生～大人向け

ちびっこプラネタリウム （40分）

プラネタリウムリニューアル記念事業

プラネタリウム投映時刻

月曜日

団体投映火～金曜日

平　日

団体投映 団体投映 一般投映

団体投映 一般投映 団体投映 一般投映

土・日・祝
冬季・春季期間

平日

■時刻／表のとおり
■対象／１５名以上の団体
■内容／右の番組からご希望に応じて投映します。

●一般投映（４５分）
●ちびっこプラネタリウム（４０分）
●学習番組「星の動き」または「月の形と動き」（４５分） 
　※小学校４年生の学校団体向けです。どちらかの番組をお選びください。
●「星空さんぽ」（３０分） ※当日の星空をシンプルに紹介します。

　【団体投映】

一般投映 ちびっこ
プラネタリウム

ちびっこ
プラネタリウム 一般投映

１1：0０ １３：００ １４：２５ １５：４５

１1：0０ １３：００ １４：２５ １５：４５

☆４才～小学２年生向け（幼児は保護者同伴）

科学センターが誇る個性あふれる４人の解説者が，前半は当日の夜の星座や天体，
後半は科学センターのオリジナル番組を「生」で解説します！

札幌市在住のオーロラメッセンジャーの中垣哲也氏によるプラネ
タリウム特別投映。美しいオーロラ映像を映しながら解説します。

落ち着いた音楽と満天の星で心身ともにいやされる大人向きの番組で
す。ベテラン解説員が季節の星空の魅力を語ります。

「あなたの知らない　小惑星のひみつ」 １０/１０（土）～１/６（水）
「オーロラ　～太陽のおくりもの～」 １/８（金）～４/７（水）

「ベツレヘムのほし」（クリスマス） １２/１（火）～２５（金）
「かみさまがばけた うし」（おうし座） １２/２６（土），２７（日），１月
「ほしになったふたご」（ふたご座） ２月
「てんごくのばしゃひき」（北斗七星） 3月

「星の一生」　　２/２１（日）　１３：００～１４：００

「オーロラ・ワンダーランド   
 ～プラネタリウムでオーロラを感じてみよう～」　

【ファミリー向け】１１：００～，１３：００～（４５分）
【大人向け】１５：４５～（６０分） ※幼児は入場不可
 

プラネタリウム

※都合により変更する場合があります。
※冬季期間・・・12/24（木）～1/5（火）（ただし，年末年始の休館日を除く）
　春季期間・・・3/25（木）～4/7（水）

その日の「星空案内（星や星座の見つけ方など）と星にまつわるお話（月替わり）」をします。

※12/6（日）13：00～，15：45～は聴覚障害者向けに字幕付きで投映します。

申込不要
先着順

申込不要
先着順

※１/８（金）～４/７（水）にはオーロラ写真展も開催。

イメージ「みらい地球儀」

展示品デジタルガイド展示品デジタルガイド
　科学センターにある展示品の見どころや観察のポイントなどをわかりやすく紹介
するとともに，理科・科学の原理や原則，不思議な現象などをよりくわしく解説し
ています。ホームページで閲覧することができますので，ぜひご活用ください。

展示品デジタルガイド▶ 理科オンライン事典▶

他にもたくさんの工作や
自由研究に役立つ情報を
紹介！

「KYOTO Wi-Fi」
つかえます。

プラネタリウムのマスコット
プララちゃん   

プラネタリウムのマスコット
プララちゃん   

冬の星空

3/31 2/1
火星

１/３０（土）
１/３１（日）

☆高校生～大人向け（中学生以下は入場不可）

新しいプラネタリウムでの過ごし方についてみなさまへおねがい
リニューアル後のプラネタリウムドーム内では，安全のため，以下の諸注意をお守りください。

お申込みが必要なイベントお申込みが必要なイベント

 電話  075-661-3755  ＦＡＸ 075-661-5855
パソコン▶
携帯電話▶

https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/mobile/main/page/0000180068.html

市民天体観望会・プラネタリウム駅伝　申込方法

京都いつでもコール
（電話：8時～21時・年中無休）

京都いつでもコールへ電話・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれか。ＦＡＸの場合は，下記の事項を記入のうえ，送信してください。

市民天体観望会水2/10

テーマ 申込期間実施日
2/10（水） 冬の大六角とオリオン大星雲 １/１３（水）～１/２５（月）

科学センターの屋上で，夜間に天体を
観望するイベントです。

対象：小学生以上（小・中学生は保護者同伴）　★幼児は不可
定員：9０名（先着順）　　時間：１９：００～２１：００（受付は３０分前から）
申込方法：京都いつでもコール
※雨天の場合も観望天体の解説を行います。
※内容・定員を変更する場合があります。　※参加時は必ずマスクをご着用ください。

参加無料
（入場料も不要）

要事前申込

プラネタリウム駅伝 ～春夏秋冬・星空を翔る～日3/7

申込期間実施日
3/7（日） ２/９（火）～２/２２（月）

個性の違う４人の解説者が，春夏秋冬それぞれの季節の星空解説を，２時間かけて一気に紹介
する超ロングバージョンのプラネタリウム。解説者たちのいろいろな語り口が楽しめます

（プラネタリウムリニューアル記念事業）。 対象：小学生以上　★幼児は不可
定員：９０名（先着順）　　時間：１０：００～１２：００（１２０分）
申込方法：京都いつでもコール
費用：入場料及びプラネタリウム観覧料

要事前申込
かけ

イベント名，代表者の氏名（ふりがな），電話番号，大人の人数，子どもの人数，子どもの学年 ※申込人数には代表者を含む。必 要 事 項

※１申込みにつき，５名まで（団体を５名以下に分割してのお申込みはご遠慮ください。）。

※FAX・Eメールは申込開始日の午前０時から受付。

（おかけ間違いにご注意ください。）

Ｅメールは右記の
ホームページから

参加可能な場合，
返信はありません。

祝日等は
特別イベント開催！　
祝日等は
特別イベント開催！　
祝日等には，当日，気軽に参加できるユニーク
な科学工作・体験のイベントを開催します！ 
※実施日時等の詳細は，ホームページ等でご確認ください。

参加無料
（入場料は別途必要）

ベビーカー
持込できません マスクの着用

投映中の
おしゃべりは
しないでください

間隔をあけて

・投映中のお立ち歩きや，途中入退場は原則としてできません。開演時間に間に合うようお越しください。
・ドーム内へのベビーカーの持込はできません。入口前のベビーカー置き場をご利用ください。
・立ち歩くおそれのある小さなお子様は保護者のお膝の上での観

覧をお願いいたします。
・プラネタリウムドーム内では，マスクをご着用ください。
・投映中のおしゃべりはしないでください。
・ご家族，同一グループ内でも，座席は間隔をあけてお座りくだ

さい。

一般投映は小学生にもおすすめ！
YouTube に新しいプラネタリウムの動画を

アップしているので見てね。

「プラネタリウムの残席状況」が
ホームページで確認できます。

（事前予約不可）

北を見る時は，北を下にして
空と合わせてください。



2019
冬号

イベントカレンダー
実施日 事前申込イベント名

1 3 月

■開館時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
■休館日　　木曜日（祝日の場合は翌平日），年末年始（12/28～1/3）
■開館時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
■休館日　　木曜日（祝日の場合は翌平日），年末年始（12/28～1/3）

■料金■料金 （　）内は30人以上の団体

※ただし，12/24（木），3/25（木）は開館※ただし，12/24（木），3/25（木）は開館

※プラネタリウムの観覧には入場料が必要です。
※土曜日と日曜日は，京都市内に住所または通学先を有する小・中・高・総合支援学校・

民族学校の児童・生徒の入場料及びプラネタリウム観覧料は無料です（祝日と振替休日
は有料）。

※乳幼児は無料です。

※プラネタリウムの観覧には入場料が必要です。
※土曜日と日曜日は，京都市内に住所または通学先を有する小・中・高・総合支援学校・

民族学校の児童・生徒の入場料及びプラネタリウム観覧料は無料です（祝日と振替休日
は有料）。

※乳幼児は無料です。

小学生 中・高生 大人

プラネタリウム観覧料

入場料 100円（90円）

100円（90円）

200円（180円）

200円（180円）

520円（470円）

520円（470円）

241

N

城南宮北

京都南I.C.
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京都市青少年科学センター

京(みやこ)
エコロジーセンター
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線

〈アクセス〉 ●京阪電車　藤森駅（KH32）下車　西へ400m
 ●地下鉄・近鉄電車　竹田駅（K15）下車東へ1km
 ●市バス　105・南⑤・臨南⑤・南⑧　青少年科学センター前下車　南へ100m　　　　　　　　　　

※駐車台数に限りがあります（普通車約30台）。公共交通機関をご利用ください。外部の駐車場
の駐車券の発行等はありません。

要

要

1/8（金）～
4/7（水）

1/30（土）
1/31（日）

2/10（水）

2/14（日）

2/21（日）

3/7（日）

〒612－0031 京都市伏見区深草池ノ内町13

科学センター
マスコットキャラクター
「ティララちゃん」

令和2年11月

URL  http://www.edu.city.kyoto.jp/science/
TEL.075-642-1601 FAX.075-642-1605 この印刷物が不要になれば

「雑がみ」として古紙回収等へ！

プラネタリウムリニューアル記念
オーロラ写真展

瀬戸口所長のサイエンストーク
「恐竜ってどんな動物？
～恐竜にも気嚢（きのう）があった！！～」

プラネタリウムリニューアル記念
「オーロラ・ワンダーランド
 ～プラネタリウムでオーロラを感じてみよう～」

プラネタリウム特別投映
「大人のための星空めぐり『星の一生』」

「プラネタリウム駅伝　
  ～春夏秋冬・星空を翔る～」

プラネタリウムリニューアル記念

市民天体観望会
「冬の大六角とオリオン大星雲」

・発熱，咳，強い倦怠感，風邪のような症状がある方はご来館をお控えください。
・マスクの着用等，咳エチケットにご協力ください。
・展示場内の混雑を緩和するため，状況によってはご入場いただけない場合があります。
・館内の滞在時間は，概ね２時間までとしていただきますよう，お願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，
以下の内容について，ご理解・ご協力をお願いいたします。

冬号
20202020
冬号

土日祝と冬季・春季期間は，不思議で楽しい演示実験等を行います。
冬季期間：12/24（木）～1/5（火）ただし，年末年始の休館日を除く。
春季期間：3/25（木）～4/7（水）

サイエンスタイムサイエンスタイムサイエンスタイム
※実施日時等の詳細は，ホームページ等で
　ご確認ください。

20分 ◆液体チッ素による低温の科学　
◆毎日内容が変わる楽しい実験

【対　　象】小学校就学未満の乳幼児に同伴する保護者1名
【内　　容】4回目以降の入場料無料 
　　　　　　 ※1～3回目の入場の際は左記料金が必要です。

【利用期間】発行日から1年
　　　　　　 ※ただし,1年間の途中に小学生となる場合は3/31まで 

ご希望の方は「親子ふれあいサイエンスルーム」まで。

入場料優待カード 「親子でパスッ!!」入場料優待カード 「親子でパスッ!!」

珍しい玩具，不思議な鏡など，
乳幼児が親子で楽しめる
科学遊具がいっぱい！ 

いきもの研究室で
新展示！
いきもの研究室で
新展示！

親子ふれあいふれあいサイエンスルーム

セグロセキレイ マンリョウ（万両） 冬の野鳥
ムクドリとツグミ

ハボタン
※ご覧いただけない場合もあります。

屋外園が呼んでますよ！！屋外園が呼んでますよ！！
屋外園では，四季折々の樹木や草花，野鳥，
岩石・化石などを観察できます。

1Ｆ

2Ｆ

※入室は乳幼児と保護者のみ
　（小学生は入室不可）
※開室日時等の詳細は，ホーム
　ページ等でご確認ください。
　　　　　　　　　

京都鉄道博物館
「手回し発電機でGO！」

自分で作った電気で鉄道模型を動かしてみよう！力
や速さを変えて回したらどう動くかな？観察しなが
ら学ぶイベントです。 
●日時：1/16（土）10：30～16：30
　　　　※12：00～13：00は休止
●対象：小学生　●問合せ：0570-080-462

京都市動物園
「動物園DE サイエンストーク」

毎月，多彩なゲスト講師が生き物の不思議を
お話してくれます。
●日時：1/24（日），2/28（日），3/28（日）
　　　　各回14：00～15：00
●場所：動物園レクチャールーム　●定員：20名（先着順）
●参加費：無料（高校生以上は別途入園料が必要）　●問合せ：075-771-0210

京都府立植物園
「早春の草花展」

まだ寒さが残る早春に，色鮮やかな春の草花が会
場を彩ります。テーマは「春を感じる風の中で」。
ひと足早い春を体験ください。
●日時：2/13（土）～3/14（日）10：00～16：00
●対象：全世代　●参加費：無料（入園料は別途必要）
●問合せ：075-701-0141

さすてな京都
「親子科学実験教室『電気のはてな？
〈自然の循環〉～人と地球のつながり～』」

楽しい実験を通して地球の循環を知ろう！
●日時：2/6（土）
　　　　10：00～12：00，13：00～15：00（途中参加不可）
●対象：小学生とその家族（低学年でも楽しい！）　●参加費：無料
●定員：30名　●申込：不要・当日先着順　●問合せ：075-606-2548

島津製作所 創業記念資料館
「京都の近代化の歩み」

島津製作所が145年前から製作してきた理科の実
験器具や標本，レントゲン装置などを展示。小学生
以下のお子様は，ワークシートに挑戦すると記念品
がもらえます！
●期間：2/1(月)～2/26(金)　●参加費：無料(入館料のみ)
●申込：要申込・先着順（申込期間：1/25～2/19）
●問合せ：075-255-0980

京エコロジーセンター
「ライトの光で動く！クワガタサッカーゲームに挑戦！」

パネルにライトの光をあてると動き出すクワガタ
サッカーの体験を通して自然エネルギーについて学
びます。
●日時：2/14（日）
　　　　①10:00～②11：30～ ③13：30～ 
　　　　④15：00～　※各回1 時間
●対象：小学生，中学生（小学3 年生以下は保護者同伴）
●定員：各回8 名　●参加費：無料
●申込：要申込・先着順（申込期間：1/9～2/13）
●問合せ：075-641-0911

森林総合研究所関西支所　森の展示館
「森林教室『真冬に昆虫ひょうほんを作ろう！』」

この夏実施できなかった「昆虫ひょうほんを作ろ
う！」をあえて真冬に行います。ひょうほん作りのほ
か，枯れ木の中で越冬する昆虫の姿を観察して楽し
くお勉強をします。
●日時：2/13（土）
　　　　9：30～11：00，14：00～15：30の二部制
●対象：小学生とその家族（定員各部10名程度）
●参加費：無料　●申込：要申込・抽選により決定（申込期間：1/5～27）
●問合せ：075-366-9905

京都市青少年科学センター
「瀬戸口所長のサイエンストーク『恐竜ってどんな動物？
～恐竜にも気嚢があった！！～』」
科学センターの瀬戸口烈司所長（京都大学名誉教
授）が，恐竜のことを子どもたちにも分かりやす
く，楽しくお話しします。所長に質問もできます。
●日　時：2/14(日)11:00～
●対　象：小学生以上を対象としたお話ですが
　　　　　幼児も参加可（幼児は保護者同伴）。
●参加費：無料（入場料は別途必要）　●問合せ：075-642-1601

き のう

※京都市科学系博物館等連絡協議会とは，京都市内の科学系博物館等が連携して，子どもたちが知的好奇心や探究心を持って学べる環境づくりのために
平成17年に設置したものです。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため，今年度は，科学センター・京エコロジーセンター会場に各加盟館等のブースが集まるのではなく，各加盟館
がそれぞれの施設でユニークなイベントを開催します。

科博連（京都市科学系博物館等連絡協議会）に加盟している各博物館等で１～３月に理科・科学に関する様々な
イベントを開催します！

科博連サイエンスフェスティバル分散
開催

かけ 京都市立鞍馬小学校の子ど
もたちが育てていたとても
珍しい「雌雄モザイク型」ミ
ヤマクワガタの標本や飼育
中のカブトムシの幼虫が新
たに登場！


