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エキスポセンタープラネタリウムの星空と生演奏をお楽しみください。
星空コンサート

プラネタリウム –春の番組-

筝
奏者：樋口 雅礼瑤(ひぐち がれいよう)

長谷川 雅楽柚(はせがわ うたゆう)
演奏曲：さくら、日本の歌、ふるさと 他

ポケットモンスター

サン＆ムーン プラネタリウム

ゼンリョクで見逃すな！
太陽と月が奏でる“奇跡の瞬間”

＜こども番組＞

（土日祝） 10:10/14:10

※春休み期間(3月25日(日)～4月5日(木))は土日祝スケジュールにて上映します。
※全ての番組に日本語補聴補助（イヤホン・タイループ）貸出し有。 ※水・土・日曜日の13:00の回は、字幕版の上映となります。

※第二土曜日4/14(土)、第四土曜日4/28（土）の15:30の回は英語主音声（日本語字幕付き）での上映となります。

つくば発信の最新ニュース＆科学コラムつくば発信の最新ニュース＆科学コラム

つくばエキスポセンター

http://www.expocenter.or.jp/
検索

http://www.tsukuba-sci.com/

つくば発信の最新ニュース＆科学コラム

つくばサイエンスニュース

「世にも不思議な美術展 ～トリックアートの世界～」

3/31 (土) ～ 5/20(日)

会場：2階 多目的ホール 他

（入館券で見学可）

絵が飛び出す？絵の中に入れちゃう？？とっても不思議な「トリックアート」は、
見るだけでなく触ったり写真や動画を撮ったりして楽しむことができます。
不思議な見え方をする「だまし絵」や、錯視についての研究も紹介します。

3/1（木）～5/27 (日) 各回 約40分

天体観望会 「春の二重星」 5/19（土） 18:30-20:30

＜参加費 500 円＞申込：4/19（木）よりHPで受付x

※天候不良時は星空観察を惑星儀等の工作に変更します。

つくばから見える春の星座や天体をプラネタリウムで
鑑賞後、屋外で望遠鏡を使った星空観察を行います。

ハロー、ジュピター
- 木星、新たなる冒険の旅 –

さあ、木星とガリレオ衛星を巡る旅へ

出かけましょう。

（平日） 13:00/14:30
（土日祝） 13:00/15:30

＜オリジナル番組＞

ゴッホが描いた星空

ゴッホが描いた星の世界をプラネタリウ
ムで再現しました。ゴッホが描いた世界

へ…みなさまをご案内いたします。

リバイバル上映

＜オリジナル番組＞

（平日） 16:30 
（土日祝） 16:50

見上げてみよう！
今日の星空 －春－

スタッフがお話しする生解説番組です。
春の空で星座探しをお楽しみください。

（平日） 11:30 
（土日祝） 11:30

＜星空解説番組＞

13：00-16：30 場所：1階エントランスホール
＜参加費100 円 所要時間20分＞

3/24（土）～4/5（木）春休み科学教室 「ミニ空気砲」
「空気砲」をペットボトルと風船で作ります。
空気のかたまりが遠くまで飛ぶ仕組みを学んで、空気を飛ばしてみましょう。

①11：30-12：00 ②14：00-14：30
場所：1階第1休憩室 定員：各回20名

申込：3/22(木)よりHPで受付
参加費：200 円

トリックアートワークショップ
「イルカの数が変わる不思議な絵を作ろう」 錯覚が起きる不思議な図や絵を見ながら、

目や脳のしくみについて分かりやすくお話しします。

13：30-14：00 場所：2階創造の森“ワンダーラボ”
定員：30名 申込：3/29(木)よりHPで受付 参加費：無料

講師：竹内龍人 氏（日本女子大学）
※満席の場合は立ち見となります。

講演会 「錯覚の不思議」4/15
(日)

4/29
(日)

日 時 ：4/27 (金) 19：00-20：00

場 所 ：プラネタリウムホール
定 員 ：200名
申 込 ：3/27（火）10：00よりHPで受付

※要事前予約
参加費：500 円（年間パスポート不可）

ワンドリンクサービス付

こと



ゴールデンウィークイベント

科学技術週間イベント

定期イベント
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[お問い合わせ]    〒305-0031  茨城県つくば市吾妻2-9
TEL：029-858-1100

4月のご利用案内

各イベント紹介に記載されているマークで示しています。

開 館 時 間 9：50－17：00 (入館は閉館30分前まで）

入 館 券 おとな410 円／こども210 円 (3歳以下無料）
プラネタリウム券（入館含む） おとな820 円／こども410 円
※お得な年間パスポートもあります！ おとな2,000 円 ／ こども1,000 円

交 通 <車>常磐自動車道 桜土浦ＩＣ経由、約15分
圏央道 つくば中央IC経由、約10分

<電車>ＴＸ「つくば駅」下車、Ａ2出口から徒歩5分
駐 車 場 土日祝は有料 乗用車 200 円 （60台まで）

※3/25(日)～4/5(木)は春休み期間のため有料となります。

※3/25(日)～4/5(木)は春休み期間です。

※4/17(火)～4/22(日)は科学技術週間です。

13：00-16：30 場所：1階エントランスホール
＜参加費100 円 所要時間30分＞

CDとビー玉を使って簡単に回るコマを作ります。白黒なのに、
回すと赤、緑、青などの色がついて見える不思議なコマです。

どんな色が見えるか、クルクル回してみましょう。

サイエンスショー 「ドライアイス」

4/1（日）※・14（土）・15(日)・28(土)・29（日）※・30（月祝）
①11：00-11：20 ②13：30-13：50 ③ 15：00-15：20

場所：2 階創造の森“ワンダーラボ”
※4/1（日）と4/29（日）は①、③のみ実施

冷たいけれど濡れないドライアイス。いったい何でできているのか？
どのような性質があるのか？実験を通して解明します。

4/7(土)・8(日)・21(土)・22（日）

科学教室 「CDゴマ」

おとなのためのサイエンス講座

参加費：1,000 円＋実費 各回 2時間程度
申込：HPで受付中
トップページ→バナー「おとなのためのサイエンス講座」

平成30年 第Ⅰ期（4～7月）受講生募集中！

期間：4/17(火)～4/22(日) 場所：1階エントランスホール

今までに発行された「一家に1枚」科学のポスターを展示します。

一日館長 4/22（日）

一日館長から入館者への記念品贈呈と一日館長も交えての
特別サイエンスショーを行います。

『一家に一枚』科学のポスター展

クイズラリー エキスポキングになろう！
こいのぼりになってテクノ筑丸と写真をとろう！

期間：4/28（土）～5/6（日） 9:50-17:00
場所：1階エントランスホール

4/17(火)～22(日)は科学技術週間協賛につき、入館料が 割引！！

入館券：おとな210 円 こども110 円
プラネタリウム券：おとな620 円 こども310 円

期間：4/17(火)～4/22(日) 場所：2 階創造の森“ワンダーラボ”

第59回科学技術映像祭～入選作品上映会～

ゴールデンウィーク科学教室
「立体万華鏡・ホログラムゴマ」

4/28（土）・29（日）・30（月祝） 10：00-16：30
場所：1階エントランスホール

＜参加費：各100 円 所要時間：各30分 当日整理券配布＞

「はやぶさ２」トークライブ（中継）
人類が訪れたことのない小惑星「リュウグウ」を目指し
航行している「はやぶさ2」のトークライブイベントです。

講演者は津田雄一プロジェクトマネージャーです。
※相模原市立博物館で行われているトークライブのネット中継です。

日時：4/7（土） 14:00-16:00 場所：2 階創造の森“ワンダーラボ”

カブトムシの幼虫プレゼント
日時：4/21（土）・22日(日) 9：50-

場所：1階エントランスホール
希望者に先着順に配布。なくなり次第終了となります。

宇宙アサガオの種プレゼント
「国際植物の日」にちなんで、宇宙アサガオの種をプレゼント

日時：4/21（土） 9:50-
場所：1階インフォメーション 入館した方で希望者全員に配布

GW期間(5/3（木祝）～6（日）)も実施！
詳しくはHPでご確認ください。


