手いただけますが、数に限りがあります
のでご注意ください。

ビジターガイド
ボストン科学博物館へようこそ。本ガイ
ドには、会場、展示、プログラムならび
に博物館内地図の記号が掲載されていま
す。
館内地図の入手および博物館でのサービ
ス、実演、ショーのスケジュール、ご利
用言語への通訳のご利用可能性等につい
ての情報は、インフォメーション・ブー
スの係員にご相談ください。
[hyperlink]開催中の実演およびショーの
開始時間については本日のスケジュール
をご覧ください。
ショー
ショーの開催時間についてはチケット売
場でお調べいただくか、インフォメーシ
ョン係員よりスケジュール表のコピーを
お受け取りください。
4-D Theater (4-D シアター)

ブルーウィング、２階
高解像度の 3-D 映画に、座席や劇場内の
周辺環境に組み込んだ特殊効果を組み合
わせ、五感すべてを刺激する没入体験を
お楽しみいただけます。
15 分。
Mugar Omni Theater
(ムガー・オムニ・シアター)

レッドウィング、１階
5 階建ての高さに匹敵する広角構造のスク
リーンに写し出された世界最大の映画形
式をご覧ください。約 50 分。
以下のオプションは、一部の映画でご利
用いただけます：字幕、ナレーションの
増幅、説明的なナレーション、外国語翻
訳、ショーの原稿。赤外線ヘッドセット
および反射板は、ショー開始時間 15 分前
にシアター入り口にて、案内係からご入

Charles Hayden Planetarium
(チャールズ・へイデン・プラネタリウム)

レッドウィング、１階
デジタル技術を駆使したプラネタリウム
では、太陽系と宇宙の姿を大迫力の映像
で紹介。上映時間約 35～45 分。
一部のショーでは、字幕と音声増幅の FM
補聴システムをご利用いただけます。
Astronomy After Hours
(閉館後の天体観測)

ギリランド天文台、博物館駐車ガレージ、
５階
晴れた金曜日の夜には恒星や惑星、月な
どの天体現象の観測を行います。曇りの
日には天文台の中のツアーを行い、天文
学関連のアクティビティにご参加いただ
きます。3 月～11 月のみ開催。午後 8:30
～午後 10:00。
実演
科学の実演は、展示ホールで終日行われ
ています。これらの実演は、展示ホール
への入館料の一部として無料でご覧いた
だけます。実演時間は博物館内地図・ガ
イドをご覧ください。スケジュールはシ
ョーによって異なりますが、これらの人
気の高い実演を是非ご覧ください。
Design Challenges
(工学デザインへの挑戦)
エンジニアの発想法を学んで、課題を解
決するためのソリューションを考え、試
作品のデザイン、製作、試験をしてみま
しょう。継続的に行われるアクティビテ
ィに是非お立ち寄りください。実演時間
60 分。
Hands-On Laboratory (実践ラボ)
科学者がラボで使用するのと同じツール
やテクニックを試すことができます。火
曜日、木曜日、土曜日のみ開催。実演時
間 2 時間。

Lightning! (ライトニング！)
屋内での雷発生実験。雷や電荷、暴風雨
の際の防災などについて学びます。実演
時間 20 分。
Live Animal (ライブ・アニマル)
当館のライブ・アニマル・ケア・センタ
ーに生息するウロコ状の生き物、毛皮や
羽毛で覆われた生き物から自然を学びま
しょう。実演時間 20 分。
Mind Games & Optical Illusions
(心理ゲーム＆視覚的錯覚)
実際とは違う方法で世界をみつめ、私た
ちが感覚によっていかに騙されるかを調
査します。実演時間 20 分。
Science Live! (サイエンス ライブ！)
日替わりスケジュールで、科学的発見を
実体験。実演時間 20 分。
Science Snapshot (サイエンスを一見)
私達の生活の中にある最新のサイエンス
とテクノロジーを見てみましょう。実演
時間 20 分。

バタフライ・ガーデン

ブルーウィング、２階
外来植物で満ちたこの温室の中で自由に
飛び回る蝶々に囲まれながら、散策をお
楽しみください。
科学アクティビティ・センター
調べてみよう！自分の目で確かめる展示

ブルーウィング、２階
実験を行います。
自然界の不思議

ブルーウィング、地階
物体を比較・分類して、謎を解き明かし
ます。
模型製作

ブルーウィング、１階
模型を使って物体、現象、アイディアを
探求します。
スタッフ常駐の展示スペース

Afternoon Report
(アフタヌーン・リポート)
最新の科学関連ニュースを、ステージ上
のキャスターが次々と素早くご紹介しま
す。実演時間 20 分。

活気にあふれる展示の中で、講師は当館
のトレードマークとなっている実験用の
上着を着用しており、これらの実験では、
観客自身がトピックを掘り下げ、実験を
行い、自ら答えを見つけ出します。特別
開場時間にご留意ください。

展示ホール

Hall of Human Life (人間の生命ホール)

グリーンウィング、２階
毎年いくつかの移動展示を特集する当博
物館では、700 点を超える常設展示も行っ
ています。
以下の人気の展示をお見逃しなく。
ゴードン近代科学・技術センター

ブルーウィング、１階
今、科学の世界では何が起こっているの
でしょうか？その答えをゴードン近代科
学・技術センターで見つけてください。
ここではニュース、イベント、科学の進
歩に速やかに対応しています。

70 点以上のインタラクティブな展示を取
り揃え、心理学から分子レベルまで、変
化し続ける生物学や医療の世界に新たな
視点から迫ります。開場時間は展示ホー
ルと同じです。
以下の展示スペースは、展示ホールが開
場した 1 時間後に開き、展示ホール閉場
の 15 分前に終了します。金曜日は午後
7:30 に閉場となります。
カーナーズ・コンピュータ・プレイス

ブルーウィング、１階
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コンピュータ関連装置の実演やコンピュ
ータがどのように作動するかについての
参加型アクティビティをはじめ、ソフト
ウェア他多数が満載です。

博物館チケット売場までお問い合わせく
ださい。展示とショーを組み合わせたパ
ッケージもご利用いただけます。
駐車場の支払い

ディスカバリー・センター

レッドウィング、１階
8 歳までのお子様や小さなお子様連れのご
家族向けの学習アクティビティ。開場時
間は日によって異なりますので、入り口
でご確認いただくか、または 617-5890433 までお電話にてお問い合わせくださ
い。

博物館のガレージに駐車された場合は、
ガレージに向かう途中のコンコースにあ
るセルフサービス式の支払機へチケット
をお持ちください。クレジットカードま
たはデビットカードのみご利用いただけ
ます。
メンバーシップ

お食事場所
リバービュー・カフェ
飲食物の提供サービスは、ウルフギャン
グ・パック・ケータリングが行っていま
す。各種揃ったお食事および軽食からお
選びいただけます：温かいお食事、ピザ、
デリ・サンドイッチ、サラダ、コーヒー、
焼き菓子、アイスクリーム。毎日営業。
サービスとアメニティ設備
遺失物預かり所、車椅子、電気スクータ
ーなど、博物館のサービスおよびアメニ
ティ設備についての詳細は、インフォメ
ーション・ブースの係員にお尋ねくださ
い。地図内の記号の説明についてはこの
ガイドをご覧ください。
展示ホール開館時間
通常：午前 9:00～午後 5:00
夏季：午前 9:00～午後 7:00（7 月 5 日～レ
イバー・デー）
金曜日：午前 9:00～午後 9:00（通年）
学校休校中は開館時間が変更となります。
感謝祭の前日およびクリスマスイブには
全館午後 2:00 に閉館します。感謝祭およ
びクリスマス当日は休館になります。

会員の皆様には、展示ホールへ年間何回
でもご入場いただけ、会員限定割引、特
別イベントへの招待、一部特定数の無料
のオムニおよびプラネタリウム・ショー
への入場券が受けられる他、世界各地 400
ヶ所を超える科学センターへご入場いた
だけます。本日会員になられると、特定
数の展示ホールの入館料を会費から値引
きいたします。詳細は、メンバーシップ
ブースまたは博物館チケット売場へお立
ち寄りいただくか、617-723-2500、617589-0417（TTY）までお電話ください。
ボストン・ダックツアー
当博物館は、ボストン・ダックツアーの
発着地になっています。博物館のアトリ
ウム（レッドウィング内ムガー・オム
ニ・シアター付近）で、ダックツアー担
当者からチケットを購入し、商品をお選
びください。ツアーは、T. レックス付近
の当館私有車道から出発します。ツアー
は、3 月末から 11 月末まで毎日ご利用い
ただけます。ご予約および詳細につきま
しては、電話 617–267–DUCK（617–267–
3825）または電子メールにて
bostonducktours.com までお問い合わせ
ください。
博物館内地図の記号について

入館料
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博物館の展示名およびサービスエリア名
の記号は、以下の説明をご参照ください。

３階
グリーンウィングのエレベーターまたは
階段で上階にお上がりください。
グリーンウィング
講師リソースセンター
ウィームズの彫刻
ブラッド・ウォッシュバーン展

２階
ブルーウィング
バタフライ・ガーデン
カーナーズ・シアター
コンサーブ＠ホーム
調べてみよう！
光の家
公園で遊べる科学
「見ることはだまされること」
電気のシアター
4-D シアター
グリーンウィング
人間の生命ホール（ハチ、
ヒヨコ、タマリンを含む）
ニコルス・ギャラリー（特別展示）

１階
入口
博物館のメインロビーです。入場券なら
びに各種情報はこちらで入手できます。
ブルーウィング
カーナーズ・コンピュータ・プレイス
工学デザイン・ワークショップ
ゴードン近代科学・技術センター
模型製作
地図製作
数学が動く！割合と比率を体験
駐車場金支払機
バーチャル
水槽

世界の岩石
T. レックス
テクノロジー学習センター
電気のシアター
グリーンウィング
地球儀
ニューイングランドの生息地
レッドウィング
アトリウム
ボストン・ダックツアー（3 月～11 月）
チャールズ・へイデン・プラネタリウム
ディスカバリー・センター
メンバーシップブース
ムガー・オムニ・シアター
リバービュー・カフェ
ギフトショップ
ポラーグ
音の鳴る階段／階段
宇宙の光

ムガー・オムニ・シアターへのアクセ
ス：レッドウィング１階のエレベーター
を使って上にお上がりください。

地階レベル
レッドウィングまたはグリーンウィング
１階のエレベーターまたは階段を使って
下に降りてください。
ブルーウィング
恐竜
エネルギーをつくる！
X 線（レントゲン）を超える技術
リビング・オン・ザ・エッジ
交通手段
自然界の不思議
ナノテクノロジー
風を捉えて
至近観察
ウェザーワイズ
グリーンウィング
コルビールーム
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鳥の世界
シャピロ・ファミリー・サイエンス・ラ
イブ！ステージ
レッドウィング
教室
ライブ・アニマル・ケア・センター
スーツ／キャボット・ラボ
地階ロビー
オーディオキネティクス彫刻
記号の説明

手荷物一時預かり所＆ロッカー
現金引出機
駐車場
入場には別料金の
チケットが必要
ほとんどのトイレにおむつ替え設備がご
ざいます。
授乳は館内のどこでもしていただけます。

以下のサービスは、１階にあるインフォ
メーション・ブースにてご利用いただけ
ます：
遺失物預かり所（電話：617-589-0319）
救急措置およびその他の緊急事項
迷子預かり所：お子様には、迷った際に
はここに来るようご指示ください

617-723-2500、617-589-0417 (TTY)
mos.org

車椅子、電気スクーター

入場券はオンラインまたは電話でご購入
いただけます！

ベビーカー、半プライベートの授乳室の
利用
その他の記号
バリアフリー
エレベーター
階段
トイレ
ご家族用トイレ
点字案内
補聴システム
字幕
解説放送
お食事
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