
平成 27年度 期間展示 

 

●目的 

・印象に残る期間展示を実施し、来館者の参加意欲や学習意欲を高めてエコライフの実践につなげる。 

・期間ごとに展示を変えることで、何度来ても楽しく新しい気づきを提供する。 

 

●実施内容 

・国が定める環境関連の月間や年中行事等に合わせて、１階展示室のアップデイト展示コーナーなどを

使って期間展示を実施した。表１に期間展示の一覧を示す。 

・来館者の目を引くインパクトのあるグッズの展示や、インタープリターとのやりとりを介して理解を

深める展示等、いろいろな形式を取り入れた。 

・国が定めた強化月間だけでなく、日本の祭事も取り入れ、季節を意識した展示を行った。 

・学習会を行ってインタープリターの意見を取り入れ、より実施しやすく学習効果の高い展示を実施し

た。 

 

●成果 

・子どもが楽しめる要素を多く取り入れたことで、子どもだけでなく保護者も展示室へ誘導することが

でき、幅広い年齢層に参加してもらうことができた。 

・導入の大切さ（声かけ・興味の引き出し）を意識し、インタープリターとともに来館者が自然に展示

室へ足を向ける工夫や、インタープリターとの会話のきっかけになる展示を実施することができた。 

 

表１．期間展示一覧 

1 

展示名 エコットフェスタ 2015を盛り上げよう 

 

期間 4月 7日（火）～5月 29日（金） 

会場 eco-T展示室 

目的 
エコットフェスタ 2015 の進捗を市民に伝え、来場

のための PRを行う。 

概要 

および 

結果 

手書きでの告知を中心に情報の更新を心がけ

た。 

リユースなどの募集事項も効果的に伝わり、過去

最高の来場者数につながったと思われる。 

2 

展示名 こいのぼりをつくろう 

 

期間 4月 21日（火）～5月 6日（水） 

会場 eco-T展示室 

目的 
端午の節句にあわせて展示室をこいのぼりで飾

る。 

概要 

および

結果 

来館者がぬりえをしたこいのぼりを展示室の天

井から吊るして飾った。風で揺れる様子が楽しめ

て来館者にも好評であった。 



3 

展示名 積み木ウィーク 

 

期間 4月 28日（火）～5月 6日（水） 

会場 eco-T展示室 

目的 
積み木（豊田市産のトコ積み木）遊びを通して、

地元の森林資源や木材を知る機会をつくる。 

概要 

および

結果 

大型連休の期間を中心に展示室にて自由に遊ん

でもらえる場所を設置。豊田市産の木に親しむ機

会になり、親子で楽しむ姿も見られた。 

4 

展示名 新展示学習プログラムおひろめスタンプラリー 

 

期間 4月 29日（水）～5月 29日（金） 

会場 eco-T展示室 

目的 

平成 12年 11月から製作を進めてきた 3つのプ

ログラム（「エコットのエコ探し」、「未来のエコな乗

り物を考えよう」、「とよたエコマップ」）を来館者に

お披露目する。 

概要 

および

結果 

体験したらスタンプを押し、数に応じてエコポイン

トを付与した。 

5 

展示名 かくかくしかじかおんだんか 

 

期間 6月 2日（火）～6月 30日（火） 

会場 eco-T展示室 

目的 
環境月間にあわせて、地球温暖化について考え

る機会を持つ。 

概要 

および

結果 

JCCCA のツールを活用して実施。夏に向けての

エアコンにおける節電などを考え、くらしに生か

す工夫を見つけることができた。 

6 

展示名 七夕 in eco-T（七夕飾り） 

 

期間 6月 20日（土）～7月 8日（水） 

会場 eco-T玄関ロビー、展示室 

目的 来館者参加型での七夕の飾り・展示を行う。 

概要 

および

結果 

来館者にも呼びかけ飾りつけや短冊の作成を行

った。たくさんの短冊が寄せられ、環境への思い

を綴ったものも多く見られた。 

 

 

 

 

 



7 

展示名 エコ川柳・エコ俳句入賞作品展 

 

期間 8月 7日（金）～9月 13日（日） 

会場 eco-T玄関ロビー 

目的 
エコにまつわる俳句や川柳の入賞作品を展示

し、環境意識を啓発する。 

概要 

および 

結果 

一般の部、小学生の部をわけて、優秀作品を選

び、展示した。入賞者には記念品の贈呈とあわ

せて展示の前での記念撮影も行った。 

8 

展示名 自由研究応援コーナー 

 

期間 
7月 18日（土）～7月 31日（金） 

8月 9日（日）～8月 30日（日） 

会場 eco-T展示室など 

目的 

環境をテーマにした自由研究のアドバイスを通し

て、環境への関心を深め、実践のきっかけづくり

をする。 

概要 

および 

結果 

緑のトンネルの効果を調べるコーナーや、LED電

球の省エネ効果を実験するコーナーを準備。渡

刈クリーンセンターの見学を合わせ、自由研究の

ヒントに活用してもらえた。 

9 

展示名 夏休みお楽しみ企画 釣って！eco-T 

 

期間 
7月 18日（土）～7月 31日（金） 

8月 9日（日）～8月 30日（日） 

会場 eco-T展示室 

目的 
クールシェアの連動企画として実施。雑紙分別の

啓発も合わせて行った。 

概要 

および 

結果 

廃材を利用して魚つり遊びを楽しむ「釣ってエコッ

ト」を、今年度は紙素材のみを使用し、雑紙分別

の啓発コーナーをあわせて実施をした。子どもた

ちが楽しんでいる間に保護者の方に雑紙分別に

ついて知ってもらうこともできた。 

10 

展示名 夏休みお楽しみ企画 ちびっこレールパーク 

 

期間 8月 11日（火）、18日（火）、23日（日） 

会場 eco-T展示室 

目的 
クールシェアの一環として実施。リユースについ

ての啓発も合わせて行った。 

概要 

および 

結果 

市民より提供された電車のおもちゃを利用（充電

池を使用）。広いスペースで楽しむ事ができ、親

子連れに大変好評であった。 



11 

展示名 ごみをへらすためのキーワード 3Rから 2Rへ 

 

期間 10月 1日（木）～10月 31日（土） 

会場 eco-T展示室 

目的 
3R推進月間にあわせて実施。2Rを伝える展示を

行った。 

概要 

および 

結果 

リサイクルを除いた「リデュース・リユース」の取り

組みや意義を伝える展示を実施。2R という概念

を伝える機会にもなった。 

12 

展示名 衣替え応援！子ども服リユースひろば 

 

期間 10月 12日（月）～10月 18日（日） 

会場 eco-T展示室 

目的 
子ども服のリユース（おさがり）の場を設け、ごみ

の減量の啓発につなげる。 

概要 

および 

結果 

エコットフェスタで持ち寄られた子ども服をリユー

ス（おさがり）してもらうために実施。冬服を中心

に活用された。 

13 

展示名 
地球が病気！ 

～異常気象 2015私たちにできること～ 

 

期間 12月 1日（火）～12月 25日（金） 

会場 eco-T展示室 

目的 
地球温暖化について、現在どのような状況なの

かを知り、暮らしをふりかえるきっかけとなる。 

概要 

および 

結果 

JCCCA のプログラムを部分的に利用しながら、

温暖化の緩和策、適応策などもプログラムにおり

まぜた。地球が風邪をひいているという擬人化の

導入は参加しやすく、子どもから大人まで体験し

てもらうことができた。 

14 

展示名 豆まきをして鬼を退治しよう！ 

 

期間 1月 31日（日）～2月 3日（水） 

会場 eco-T展示室 

目的 節分にあわせた展示プログラムを実施。 

概要 

および 

結果 

アップデイトコーナーを利用し、落花生を鬼のイラ

ストにぶつける節分のイベントとして実施。牛乳

パックを利用したお面作りを合わせて行い、季節

を感じるプログラムを提供できた。 

 

 

 

 



15 

展示名 衣・食・住から考えよう身近な省エネ 

 

期間 2月 6日（土）～2月 28日（日） 

会場 eco-T展示室 

目的 
2 月の省エネ月月間にあわせて、衣食住に関わ

る省エネについて考える。 

概要 

および 

結果 

衣食住の 3 プログラムを実施。スタンプラリーを

行い、多くの方に体験してもらえる工夫をした。自

分の家で実践したことを後日報告してもらうワー

クシートを作成し、家庭での実践を呼びかけた。 

16 

展示名 ちびっこレールパーク 

 

期間 2～3月の土曜日・日曜日・祝日 

会場 eco-T展示室 

目的 
ウォームシェアの一環として実施。リユースにつ

いての啓発も合わせて行った。 

概要 

および 

結果 

市民より提供された電車のおもちゃを利用（充電

池を使用）。施設利用者が立ち寄ることも多く、来

館者の滞在時間が長くなる傾向もみられた。 

 


