のびのび

ひとは くキ

の こうきしん

キッズ

スペシャル版

2018 年

Kids サンデー
ッズ

！
みんな〜 ひとはくへ おいでよ
プログラム名

内容
むしむしカードと同じムシを展示している
昆虫標本からみつけてみよう！

2. Kids キャラバン たいけん

大きなキューブ パズル（昆虫）をみんなで
一緒にやってみよう！

3. 秋のプチむしむしたいけん

秋は、どんなムシさんに会えるかな？わく
わくドキドキ！さわってみよう！

「むしむし みっけ」
きっず

こんちゅう

「昆虫キューブ パズル」
あき

①「ムシをつかまえる」
②「ムシをさわる」

10: 00 〜 16: 00
移動博物館車「ゆめはく」
（エントランスホール前）

「大きくして見てみよう！」
おお

5. デジタル紙芝居
かみ しば

なが

①「ヤマモモの長い旅」

か み こ う さく

「にじいろシャボン玉をつくろう！」

なし
※ 12：00 から 13：00
まで休憩

夢の世界を絵にかいて応募しよう！あなた
の夢がモニュメントになるチャンスです。

9. 展示解説

クイズを交えながら楽しく展示室をご案内
します。

てん じ

え

かいせつ

たんけん

「ボルネオ ジャングル 探検 ツアー」

10. しぜん あそび

11. はばタンの環境学習
か ん きょう がくしゅう

はばタンと一緒に環境についての紙芝居を
みよう！

「ティラノ★ハット」

「さる かに がっせん」
「じごく の そうべえ」

4 階 実習室

11: 00 〜 16: 00
4 階 実習室
11:30 〜 11:50
１階 共生の森
４ 階 中セミナー室

サウルスの帽子を作って、恐竜に
12. フロアスタッフ と あそぼう！ ティラノ
なりきろう！

13. パネル シアター

11: 00 〜 16: 00

（材料がなくなり次第終了）

マツカサや木の実などの自然素材を使って
13:00 〜 15:00
自分だけの かわいい飾りを作ってみよう！ （材料がなくなり次第終了）

「マツカサのツリー」
「自由工作」
じ ゆう こう さく

※①は 10：05 から 4 階
大ｾﾐﾅｰ室前で受付開始

11: 00 〜 16: 00
4 階 大セミナー室

8. みんなの夢を絵にかこう！
ゆめ

八木 研究員・
Kids サンデー
プロジェクト

どんぐりを転がして遊ぼう！

キラキラ光るテープを使ってシャボン玉を
作ります。

だま

なし

座席 60 席

②「丹波の恐竜タンタンものがたり」

7. 紙工作

Kids キャラバン
プロジェクト

※ 12：00 から 14：00
まで休憩

①11: 00 〜 11: 15
②15: 00 〜 15: 15
3 階 アースシアター

たんば きょうりゅう

6. どんぐり ころころ・ミニ

なし

大きなスクリーンにうつしだすフロアスタッ
フ 手作りの動く紙芝居です。

い

たび

①10: 15 〜 11: 30
4 階 大ｾﾐﾅｰ室・深田公園
②13: 00 〜 16: 00
4 階 大セミナー室

大きなパネル を 使った 楽しい はりえのお
芝居です。

13: 10 〜 13: 50
4 階 ひとはくサロン
13:30 〜 14:00
1 階 展示室
14:30 〜 15:00
2 階 ひとはく多様性フロア

Kids キャラバン
プロジェクト

フロアスタッフ

キッピー山のラボ

（三田市立有馬
富士自然学習
センター）

定員 200 名・参加費 60 円

兵庫県立
こどもの館

なし

兵庫県立
こどもの館

なし

フロアスタッフ

定員 100 名・参加費 無料

フレミラ
しぜんクラブ

なし

兵庫県
環境政策課

定員 20 名・参加費 300 円
※ 10：00 から 4 階イン
フォメーションで受付開
始

フロアスタッフ
ひとはく連携
活動グループ
NPO 法人
人と自然の会

なし

（注意）プログラムの内容等は、変更になることがあります。
☆ 以前の Kids サンデーの様子や、ひとはくへの アクセス などは、ホームページをご覧ください。

★次回の Kids サンデーは、12 月 2 日（日）です

■お問い合わせ先： 兵庫県立人と自然の博物館

担当
Kids キャラバン
プロジェクト

なし

なし

昆虫や植物、砂など いろんなものを大きく
して見てみましょう！

み

10: 00 〜 12: 00、
14: 00 〜 16: 00
4 階 ひとはく サロン

定員・参加費

①11: 00 〜 11: 15
②12: 00 〜 12: 15
③14: 00 〜 14: 15
④15: 00 〜 15: 15
4 階 大セミナー室

きっず

4. Kids キャラバン たいけん

10 : 00 〜 16 : 00

時間・場所

1. Kids キャラバン たいけん
きっず

11 月４日

ひとはく

Kids サンデープロジェクト 079-559-2001（代表）

検索

