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水辺のいきものを捕ろう22
（日）

形であてる化石クイズ
「さわってアンモ」28

（土）

★10:00 から４階インフォメーションで受付開始
　定員になり次第終了　※「画はくの日」は事前受付なし

時間：13:30~14:00
定員：先着 20名

フ ロ ア ス タ ッ フ と あ そ ぼ う 時間：10:30~16:00ワ ー ク シ ョ ッ プ

箱の中に入っている化石をさわって、形だ
けで種類をあてるクイズにチャレンジして
みましょう。化石はすべて本物です。
場所：4階オープン・ラボ

深田公園のビオトープで生き物をとって観察しよう！
場所：４階ひとはくサロンに集合

※汚れてもいい服装でお越しください。

参加費：無料　

時間：13:00~14:00
定員：先着 20名ひ と は く 探 検 隊

は か せ と 学 ぼ う

★10:00 から４階インフォメーショで受付開始
参加費：無料 定員：なし

★10:00 から４階インフォメーション
　で受付開始
※28日「さわってアンモ」は事前受付なし

13：00～ 15：00

展示解説
【平日】14:00～【土･日･祝】11:30 ～
【所要時間】20分
「ボルネオジャングル探検ツアー」
「ひょうごの自然じまんツアー」
「ひょうごのどうぶつツアー」など

デジタル紙芝居

ただし、   1日（日）　11：00～・15：00～
　　　　　15日（日）    11：00～・15：30～

【土･日･祝】11:00 ～・14:30 ～

※夏休み期間は平日も上映

【所要時間】15分
【場所】3階アースシアター

月7

　　参加費：無料

海の貝
ペーパーウェイトづくり

タカラガイをつかって、ペーパーウェイ
トを作ろう！
場所：4階オープン・ラボ

ササ舟をつくって水にうかせてみよう！
場所：4階オープン・ラボササ舟をつくってみよう！１

（日） 参加費：無料

博物館の標本や生きているカニを観察し
ながら、カニの絵を描きます。
場所：4階オープン・ラボ　

画はくの日
カニの絵を描こう７・　８

(土）（日）参加費：無料 定員：なし

海のいきもののうちわをつくろう！
場所：４階オープン・ラボ　うちわづくり21

（土） 参加費：100 円

参加費：無料 定員：20 名

ひょうごの妖怪29
（日）

ひとはくに所蔵されている普段未公開の妖怪
の資料を特別公開します！
場所：4階オープン・ラボ

大平研究員
13：00～ 14：00

16
（月）

丹波竜のハンコバックをつくろう

24
（火）

26
（木）

27
（金）

30
（月）

31
（火）

ひとはくぬりえ
参加費：無料

ふうりんをつくろう！
参加費：無料

ペーパークイリング
参加費：無料

プラ板づくり

とびだせ！イヌワシ
参加費：無料

参加費：100円

生野研究員

丹波竜のハンコをつかって、紙バッグをつくろう！
場所：３階恐竜化石展示室前　

チリン♪チリン♪鳴る「ふうりん」をつくろう！！
場所：４階オープン・ラボ　

細長い紙をくるくる巻いて好きなものをつくろう！
場所：４階オープン・ラボ　

ひとはくの標本をプラ板でつくってみよう！
場所：４階オープン・ラボ　

イヌワシの展示を見ながら、とびだすカードを
つくろう！場所：3階展示室入口付近　

参加費：100円

定員：先着 50名（材料が無くなり次第終了）

14・15
(土）（日）

高橋鉄美研究員

表紙をデコレーションして、オリジナルのぬりえ本をつくろう！
色をぬるのはお家でのお楽しみ！場所：４階オープン・ラボ　
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デジタル紙芝居

キッズサンデー

展示解説

泥だんごをつくろう！

解説！丹波の恐竜化石
パネルシアター

そとはく
海の無脊椎動物たち
ギャラリートーク

ササ舟をつくってみよう！

カエルぱっちんをつくろう！

いしころはおもしろい
チョウのモビールをつくろう！

画はくの日 画はくの日

花工房
水辺の生き物と遊んで
みよう！
星・宇宙へのとびら

水辺のいきものを捕ろう

海の貝ペーパーウェイトづくり

植物標本を
つくってみよう

形であてる化石クイズ
「さわってアンモ」

ひょうごの妖怪

丹波竜のハンコバック
をつくろう

海の貝ペーパーウェイトづくり

うちわづくり 昆虫の名前しらべ

ひとはくぬりえ 魚の解剖 ふうりんを
つくろう！

プラ板づくり とびだせ！
イヌワシ

ペーパー
クイリング

ダンゴムシを
さわってみよう

魚の解剖

ひとはくサロン
コンサート

ひとはくサロンコンサート
北摂三田高等学校 邦楽部による

無料

16
(月･祝)
16
(月･祝)

休館日

「県政150周年記念事業美術館・博物館無料開放」 期間：7/12（木）～ 7/16 （月・祝）※期間中は観覧料が無料です。

琴の体験教室
時 間

場 所

12:00 ～ 12:10・13:00 ～ 13:10

12:15 ～ 12:30
4 階　ひとはくサロン

♪

♫

標
本
の
ミ
カ
タ

Vo
l.2

アメンボをゲットしよう！
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※イベント内容は変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。 ※小学 2 年生以下は保護者同伴でご参加ください。

１
（日） キッズサンデー

10：15 ～ 11：10
定員 30 名

4 階 実習室・深田公園

※当日 10：05 から４階 実習室前で受付開始

サンデーぜみ
「アメンボをゲットしよう！」

13：45 ～ 14：15 3 階展示室
ひとはく恐竜ラボ

解説！丹波の恐竜化石

丹波の恐竜化石の展示と恐竜の化石を岩石から
取り出す作業を行っているひとはく恐竜ラボを
解説します。　　　　　　　　　

※当日 15：10 から 4 階実習室前で受付開始

15：20 ～ 16：00
定員 30 名

4 階 実習室

カエル類のお話を聞いて、パチンとはねるオモ
チャをつくります。　

深田公園にでて、みんなでアメンボをつかまえ
て観察します。

14：30 ～ 15：00 2階 ひとはく多様性フロア
パネルシアター
大きなパネルを使った楽しいはりえのお芝居です。　
　　　　　　　　　　

8
（日）

そとはく
～絵本の国のカフェ～

10：30 ～ 15：00
※雨天中止

深田公園または
エントランスホール周辺

たくさんの絵本に囲まれながら、楽しい『そと』の使
い方を体験できる空間を作ります。
その時々の気候に応じて、気持ちのいい場所を見つけ
ながら、ゆっくりと『そと』を楽しむ暮らしを感じる
時間です。　　　

植物標本をつくってみよう
13：00 ～ 15：30 4 階オープン・ラボ

16
（月・祝）

植物標本の作り方をお教えします。本物の植物標本に
さわって、台紙へのはり付けを体験してみましょう。
　　     　　　　          

15
（日） 花工房
1１：00 ～ 15：00 ４階ひとはくサロン

参加費 100 円
押し花を、自分の好きな形にならべて、かわいいしおりをつくります。　

水辺の生き物と遊んでみよう！
13：00 ～ 15：00
定員 50 名

４階 実習室
参加費 100 円

水辺にいる身近ないきもの（メダカ・イモリ・ザリガニ・
カエルなど）に、直接ふれて体験してもらえます。　　　

※12 時 45 分より 4 階実習室前で受付開始

22
（日） 水辺のいきものを捕ろう
13：00 ～ 14：00
定員 20 名

４階 ひとはくサロンに集合
※当日 10:00 から４階インフォメーションで受付開始

海の貝ペーパーウェイト
づくり

13：30 ～ 14：00 　 4 階オープン・ラボ

15
（日）

星・宇宙へのとびら
～火星大接近のお話～

３階 アースシアター

火星大接近のお話。１５年ぶりの火星大接近につ
いて解説します。　　　　     

14：00 ～ 15：00
定員５０名

16
（月・祝）

丹波竜の
ハンコバックをつくろう

丹波竜のハンコをつかって、紙バッグをつくろう！

10：30 ～ 16：00　  ３階恐竜化石展示室前
（随時受付 /11:30~13:00 は昼休憩）
定員 50 名 参加費 100 円

ササ舟をつくってみよう！
13：30 ～ 14：00
定員 20 名
※当日 10:00 から４階インフォメーションで受付開始
ササ舟をつくって水にうかせてみよう！

校庭や公園と同じ土で、昔ながらの泥だんごをつく
りましょう。がんばれば 1 日でスベスベ・ツルツル
になるよ！※汚れてもいい服装でお越しください。                                  

11：00 ～ 15：00 4 階入口前
泥だんごをつくろう！

うちわづくり

※当日 10:00 から４階インフォメーションで受付開始

21
（土）

魚の解剖
14：00 ～ 15：00 4 階実験セミナー室
小魚を食べる魚とプランクトンを食べる魚を解
剖して比較します。実演を見ていただきます　　
　　　　　　　　　　　　

28
（土）

形であてる化石クイズ
「さわってアンモ」

13：00 ～ 15：00 4 階オープン・ラボ
箱の中に入っている化石をさわって、形だけで種
類をあてるクイズにチャレンジしてみましょう。
化石はすべて本物です。　　　　　　　　　                   

28
（土）

ダンゴムシを
さわってみよう

1４：00 ～ 15：00 4 階ひとはくサロン
いろいろなダンゴムシにふれます。

29
（日） ひょうごの妖怪
13：00 ～ 14：00
定員 20 名

　　  ４階 オープン・ラボ

※当日 10:00 から４階インフォメーションで受付開始
ひとはくに所蔵されている普段未公開の妖怪の資料
を特別公開します！

31
（火） とびだせ！イヌワシ

３階展示室入口付近

イヌワシの展示を見ながら、とびだすカードを
つくろう！

15
（日）

24
（火） ひとはくぬりえ

４階 オープン・ラボ

26
（木） ふうりんをつくろう！

４階 オープン・ラボ

27
（金）

ペーパークイリング
４階 オープン・ラボ

30
（月） プラ板づくり

４階 オープン・ラボ

 

25・29
（水）　（日）

4 階オープン・ラボ

13：30 ～ 14：00

画はくの日
「カニの絵を描こう」

4 階オープン・ラボ

      

14・15
（土）   （日）

海のいきもののうちわをつくろう！　　　　　

13：30 ～ 14：00 4 階オープン・ラボ
定員　20 名　　　　　　 参加費 100 円

※当日 10:00 から４階インフォメーションで受付開始
タカラガイをつかって、ペーパーウェイトを作ろう！　

定員　20 名　　　　　　

10：30 ～ 16：00
（随時受付/11:30~13:00 は昼休憩）
定員先着５０名（材料がなくなり次第終了）

参加費 100 円

博物館の標本や生きているカニを観察しながら、
カニの絵を描きます。　　　　

細長い紙をくるくる巻いて好きなものをつくろう！
　　　　

チリン♪チリン♪鳴る「ふうりん」をつくろう！！

ひとはくの標本をプラ板でつくってみよう！

表紙をデコレーションして、オリジナルのぬり
え本をつくろう！

8
（日） 海の無脊椎動物たち

～イカタコエビカニ～
13：00 ～ 16：30 4 階大セミナー室
海のなかには、魚以外にも、様々な動物が棲んでいます。
食卓に登場するイカ、タコ、エビ、カニは、ほんのご
く一部の種類だけで、実際には多様な種類が生息して
います。標本をつかって、海洋生物の多様性について
学びます。　　 
ギャラリートーク
「カニの秘密　カニって、すげぇ！」
13：00 ～ 13：30 4 階オープン・ラボ
地元の相生市で研究者も驚くカニ類調査を実施し、
今注目されている小学生の兄弟「カニカニブラザーズ」
が、カニの秘密や魅力を語ります。

ひとはく収蔵資料スペシャル企画

標本のミカタ

Vol.2

10：30 ～ 16：00
（随時受付/11:30~13:00 は昼休憩）
定員先着５０名（材料がなくなり次第終了）

10：30 ～ 16：00
（随時受付/11:30~13:00 は昼休憩）
定員先着５０名（材料がなくなり次第終了）

10：30 ～ 16：00
（随時受付/11:30~13:00 は昼休憩）
定員先着５０名（材料がなくなり次第終了）

10：30 ～ 16：00
（随時受付/11:30~13:00 は昼休憩）
定員先着５０名（材料がなくなり次第終了）

深田公園のビオトープで生き物をとって観察しよう！　     

昆虫の名前しらべ
13：00 ～ 15：00 4 階ひとはくサロン
夏休みに採集した昆虫の名前調べをお手伝いしま
す。顕微鏡や図鑑を準備しておきますので、採集し
た昆虫や標本を持ってきてくださいね。　

22
（日）

7・8
（土） （日）

サンデーさーくる
「カエルぱっちんをつくろう！」

チョウ類のお話を聞いた後、チョウのモビールをつ
くります。                                 　

4 階実習室
チョウのモビールをつくろう！
13：30 ～ 14：10
定員 15 名
※当日 13：20 から 4 階実習室前で受付開始

いろいろな石ころを並べてつなげていったり、いろ
いろな場所の石ころを観察します。                                 

4 階大セミナー室
いしころはおもしろい！
13：00 ～ 14：30
※当日 12：50 から 4 階大セミナー室前で受付開始

16
（月・祝）

ひとはくサロンコンサート
     ～県立北摂三田高校 邦楽部～

12:00~12:10/13:00~13:10４階ひとはくサロン


