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2015

詳しくは裏面を
ご覧ください。

【土･日･祝】　11:00 ～・14:30 ～
【所要時間】15分

※ ５日は 11:00 ～･15:00 ～
※29日は 11:00 ～･15:30 ～ 
 ※ＧＷは平日も 11：00～
3階アースシアターにて上映

デジタル紙芝居

【平日】14:00 ～
【土･日･祝】11:30 ～
【所要時間】20分

展示室ツアー

「ひょうごの自然じまんツアー」
「ボルネオジャングル探検ツアー」

「ひょうごのどうぶつツアー」
「海の仲間たちツアー～大きな骨は
                                         何の骨？～」

いつもやってます

毎日 週末

おおきなスクリーンで
フロアスタッフてづくりの
動く紙芝居をたのしもう！

クイズをまじえてたのしく
展示室をご案内します！

今月のイベント詳細は、裏面をごらんください。

今月のピックアップ

オリジナルきのこしおりづくり アンモナイト石けんをつくろう！
18

（土）
19

（日）
29

（水・祝）

ひとちゃん・はくちゃん

今月号からうきうきカレンダーがリニューアル！

ひとはくイベントスケジュールになりました！

たのしいイベントをたくさん紹介するよ☆

無料 ￥30013:30  ~ 14:00      4階ひとはくサロンにて　定員15名
（4階インフォメーションカウンターにて10：00より受付開始）

（フロアスタッフ） （佐藤研究員とフロアスタッフ）

13:30  ~15:30　4階ひとはくサロンにて　先着50名

アンモナイトのシリコン型に石けん素材を流し込み、ア
ンモナイト化石のレプリカをつくろう！
（石けんが固まって完成するまでに約 30分かかります。）

新種発見！？自分だけのオリジナルきのこのしおりをつ
くろう！食べられるきのこかな？毒きのこかな？
名前も自分できめちゃおう！

開催中の企画展

　「意外と身近 !?  セアカゴケグモ」トピックス展

　兵庫県でも 1997 年に発見されて以来、阪神地方を中心に
広く定着し、人と自然の博物館周辺でも 2014 年に生息が確
認されているセアカゴケグモ。
　今回のトピックス展では、セアカゴケグモの標本展示に加
え、どのような場所に生息し、どのような餌を利用している
かといった生態情報についての展示を行っています。

期間：平成 27 年 2 月 7 日（土）～ 4 月 26 日（日）
場所：３階トピックス展示コーナー

パネルシアター

オリジナルきのこしおりづくり



イベントのご案内

26
（土）

13：00 ～ 15：00　
鳥類の標本を使って、鳥たちの「不思議」を
紹介します。日本に生息する小鳥、タカ、カ
モなど、いろいろな鳥たちの不思議を楽しく
学びましょう。
　　　　　　　　　　　　　　（布野研究員）

2 階 展示室

日本に暮らす
鳥たちの不思議

29
（水・祝）

13：00 ～ 13：45　

四季の星空をクイズを交えて紹介し、天文の
トピックスも解説します。    
　　　　　　　
                         （NPO 法人 人と自然の会）

3 階 アースシアター

四季の星空案内
～春編～

定員各回 50 名14：15 ～ 15：00

29
（水・祝）

13：00 ～ 14：00　

身近な植物を使って草笛を鳴らしてみましょ
う。
　　　　　　　　　　　　　　（黒田研究員）

４階 ひとはくサロン集合

29
（水・祝）

鳴らそう草笛

29
（水・祝）

アンモナイト石けんを
つくろう！

13：30 ～ 15：30　
定員 50 名程度　参加費 300 円　

アンモナイトのシリコン型に石けん素材を流
し込み、アンモナイト化石のレプリカを作製
します。石けんが固まって完成するまでに約
30 分を要します。
　　　　　　（佐藤研究員とフロアスタッフ）

４階 ひとはくサロン

29
（水・祝）

４月

タンポポを調べよう５
（日）

10：30 ～ 12：00　

兵庫県でふつうに見れるタンポポを実物で見
ます。あわせて、タンポポ調査の方法を紹介
します。
　　　　　　　　　　　　　　（鈴木研究員）

4 階 実習室

解説！丹波の恐竜化石５
（日）

13：45 ～ 14：15

本館 3 階の恐竜関係の展示、恐竜化石のク
リーニング作業が行われている恐竜ラボを案
内します。
　　　　　　　　　　　　　　（三枝研究員）

3 階 恐竜化石展示室
　　恐竜ラボ

130 年前の日本の風景
をみてみよう

13：30 ～ 14：00
日本最古級の写真集「VIEWS &COSTUMES 
OF JAPAN」（1888 年出版）他を特別に公開
します。130 年前の日本の風景と暮らしの様
子をみてみましょう。　　　
　　　　　　　　　　　　　　（赤澤研究員）

2 階 展示室

11
（土）

18
（土）

13：00 ～ 14：00　
身近な植物をみんなで、ちょこっと観察して
みます。天気がよければ、深田公園に出て植
物をさがしてみましょう。
　　　　　　　　　　　　　　（小舘研究員）

4 階 実習室・深田公園

ちょっと観察
この植物（春）

19
（日）

11：00 ～ 15：00　

美しい色のまま乾燥した「押し花」を使って
あなただけのしおりを作りましょう。
　　　　　　　　（NPO 法人 人と自然の会）

4 階 ひとはくサロン

花工房

参加費 100 円

2 階 展示室

19
（日）

13：30 ～ 15：00　
蛍石や柱石、ジルコンなど、けい光をあびて
さまざまな色に光る岩石や鉱物を見て頂き、
石が光る仕組みを学びます。　（加藤研究員）

くらやみで光る岩石や
鉱物を見てみよう

12
（日）

13：00 ～ 14：00

深田公園は人がつくった公園です。どんなひ
みつがあるのか調べよう！
                  （大平研究員とフロアスタッフ）

定員 20 名 / 集合場所  4 階 ひとはくサロン
※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始 

深田公園のひみつ

ひとはく

アンモナイトのなかまはどれ？

タコ イカ オウムガイ

Ｑ

答えは・・・ぜんぶ！

パネルシアター５
（日）

14：30 ～ 15：00
大きなパネルを使った楽しいはりえのお芝居
です。今回のお話は　　　　　　　　　　　

『森のくまさん』『みつばちマーヤ』　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　    （NPO 法人 人と自然の会）

　　　　　　

2 階 展示室

ひかるいきもの「ホタルイカ」の模型をつく
り、畜光パウダーをつかって暗闇で光らせま
す。                               （フロアスタッフ）

ひかるいきもの

13：30 ～ 14：00 4 階 中セミナー室

4
（土）

5
（日）

定員 15 名、参加費１００円
※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始

※当日 12:50 から実習室前で受付開始

4 階 ひとはくサロン

オリジナルきのこ
しおりづくり

13：30 ～ 14：00

キノコをかたちづくる、傘や柄といったパー
ツから好きなものを選んで新しいキノコをつ
くり、しおりをつくります。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（フロアスタッフ）

18
（土）

19
（日）

定員 15 名
※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始

4 階 実習室

19
（日）

13：00 ～ 15：00　

毎月第 3 日曜日に身近な自然をテーマにし
て、見たり聞いたり触ったりと五感をフルに
使って体験することができます。毎回とって
おきのプログラムを用意して皆さんをお待ち
しています。　   （NPO 法人 人と自然の会）

タンポポの
ボトルフラワー

定員  先着 30 名　参加費 100 円

定員 20 名
※当日 10:00 から４階インフォメーション
カウンターで受付開始

モールで恐竜を
つくろう！

13：30 ～ 14：00

モール使って、かわいい恐竜をつくってみま
しょう！　　　　　　　　（フロアスタッフ）

4 階 中セミナー室

25
（土）

26
（日）

10：30 ～ 11：30 / 14：00 ～ 15：00　　

恐竜化石の周りの泥岩には、多くの化石が
入っている可能性があります。
発掘セミナーでは、石を細かく割って新たな
化石を探し出します。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（ラボーンズ）

恐竜ラボ南側スペース
定員各回 25 名 対象　小学生～大人
参加費 500 円（幼児は保護者とペア参加800円）
※各回 15 分前より４階インフォメーション
カウンターにて整理券を配布します。

26
（日）

丹波の恐竜化石
発掘セミナー

※発見された化石は持ち帰ることはできません。
記念品をプレゼントします。

場所は来てのおたのしみ

画はくの日

13：30 ～ 14：00

展示をみながら、じっくり絵をかこう！
色鉛筆や画用紙など道具は貸し出します。　
描いた絵は、４階休憩コーナーで１カ月間　
掲示します。  　             （フロアスタッフ）

11
（土）


