
 
 

 
 
 
 
 

	

	

	

開催したセミナーの一覧	

 
平成２６年度は下記のとおりセミナーを実施した（キャラバンを除く）。 
実施日	 セミナー名	 講師	 定員	 参加者	

26.	4.	4	 山野草	 花の形・タネの形・成長の形（春編）	
ひとはく連携グルー

プ	 希少植物研究会	
20	 9	

26.	4.	5	～	6.	7	 タンポポを調べる（全4回）	 鈴木	 武	 10	 8	

26.	4.12	 日本一の里山、北摂地域の早春を観察しよう	 橋本	 佳延	 25	 21	

26.	4.19	 植物観察会(有馬富士)	 藤井	 俊夫	 20	 9	

26.	4.19	～	

27.3.21	

魅せる標本つくり隊	

	 ―植物と昆虫のすてきな展示づくり―(全 11回)	
高橋	 晃・八木	 剛	 20	 50	

26.	4.26	 芦屋市奥山地域で春の植物観察	 小舘	 誓治	 20	 18	

26.	4.26	
名所図会を片手に都市を歩く	 大阪天満宮から崇

禅寺へ	
田原	 直樹	 10	 18	

26.	4.26	～	7.26	 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回)	
大谷	 剛・アピス同

好会	
20	 21	

26.	4.27	 春の里山の植物観察会	

ひとはく連携グルー

プ	 NPO 法人	 人と

自然の会	

20	 23	

	 	 	 	 	

26.	5.	2	 タンポポの話	 鈴木	 武	 10	 44	

26.	5.	6	～	

27.3.22	
ユース昆虫研究室（全12回）	 八木	 剛	 15	 165	

26.	5.	6	 岩美町・羽尾岬の火山岩を見よう	
先山	 徹・山陰海岸

ジオパーク談話会	
25	 20	

26.	5.10	 植物観察会(武田尾)	 藤井	 俊夫	 20	 22	

26.	5.10	
但馬の海と山の植物を観察しよう	

～但馬の海岸に生える植物の観察～	
高野	 温子	 20	 5	

26.	5.10	 コケ植物を見る	 秋山	 弘之	 10	 13	

26.	5.10	
海辺の植物・植生と環境①	 野外観察－京丹後市丹

後町	
黒田	 有寿茂	 20	 5	

26.	5.10	
名所図会を片手に都市を歩く	 吹田の渡しから江

口の君堂へ	
田原	 直樹	 10	 18	

26.	5.11	
但馬の海と山の植物を観察しよう	

～但馬の山地に生える植物の観察～	
高野	 温子	 20	 10	

26.	5.11	 霊長類学	 頭の体操（２０１４年版）	 三谷	 雅純	 30	 7	

26.	5.14	 春の里山で植物を観察しよう	 石田	 弘明	 20	 10	

26.	5.17	 六甲山「森の植物」観察会（春）	 小舘	 誓治	 20	 23	

26.	5.18	 篠山層群恐竜化石含有層調査結果報告会	 三枝	 春生	 30	 9	

26.	5.18	 京丹後・立岩でマグマの通り道を見つけよう	
先山	 徹・山陰海岸

ジオパーク談話会	
25	 14	

26.	5.21	 カラスによるゴミ被害を解決しよう！	 布野	 隆之	 30	 15	

26.	5.24	～	5.25	
香美町の自然―ハチ北高原と瀞川周辺の植物（全	2

回）	

高橋	 晃・ハチ北自

然案内人	
30	 16	

26.	5.24	 家族で蜂蜜しぼり5月	
大谷	 剛・アピス同

好会	
30	 23	

26.	5.30	 アフリカの大地に人類進化の謎を探る	 加藤	 茂弘	 10	 41	

26.	5.31	 恐竜時代のトカゲたち	 池田	 忠広	 30	 4	

博物館事業報告に関連する資料	
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26.	5.31	 初夏の六甲山ハイキング	 橋本	 佳延	 25	 20	

26.	5.31	 ミニ箱庭をつくろう	 大平	 和弘	 20	 9	

	 	 	 	 	

26.	6.	1	 浜坂を作った地形と街並み見学	
先山	 徹・山陰海岸

ジオパーク談話会	
25	 24	

26.	6.	7	 トキソウ観察会	 藤井	 俊夫	 20	 17	

26.	6.	7	 名所図会を片手に都市を歩く	 堺市旧市街地界隈	 田原	 直樹	 10	 17	

26.	6.	7	 コケ玉づくり	

ひとはく連携グルー

プ	 NPO 法人	 人と

自然の会	

30	 20	

26.	6.	8	～	27.	2.	

8	
石ころクラブ勉強会（全7回）	

加 藤 茂 弘 ・ 先 山	

徹・石ころクラブ	
25	 107	

26.	6.14	 恐竜時代のカエルたち	 池田	 忠広	 30	 -	

26.	6.14	 太山寺周辺の樹林で多様性を知る	 小舘	 誓治	 20	 19	

26.	6.14	～	8.30	 鳴く虫インストラクター養成講座	（全2回）	

ひとはく連携グルー

プ	 鳴く虫研究会き

んひばり	

20	 8	

26.	6.15	 ＜こころ＞と＜ことば＞を科学する	 三谷	 雅純	 30	 6	

26.	6.15	～	7.	6	 昆虫で学ぶ授業計画を考える（全2回）	 橋本	 佳明	 25	 2	

26.	6.17	 挿し木で増やす希少植物	
ひとはく連携グルー

プ	 希少植物研究会	
20	 19	

26.	6.18	 篠山市竜蔵寺のシダをみる	 鈴木	 武	 20	 14	

26.	6.18	 希少猛禽類イヌワシを保全しよう！	 布野	 隆之	 30	 7	

26.	6.21	 絵図から読み解く近世前期の大阪湾	 上田	 萌子	 30	 9	

26.	6.21	 家族で蜂蜜しぼり6月	
大谷	 剛・アピス同

好会	
30	 21	

26.	6.25	 篠山市竜蔵寺のシダをみる	追加版	 鈴木	 武	 20	 16	

26.	6.27	 植物の形から自然を探る	 秋山	 弘之	 10	 42	

26.	6.29	 野生植物の現状と絶滅要因	 石田	 弘明	 30	 25	

26.	6.29	 火山のでき方と豊岡の火山	
先山	 徹・山陰海岸

ジオパーク談話会	
25	 21	

	 	 	 	 	

26.	7.	5	 夏のキノコ観察会	 秋山	 弘之	 20	 27	

26.	7.	6	 カエルの食生活	 太田	 英利	 30	 6	

26.	7.12	～	7.13	 火山灰を調べる：上級編（全2回）	 加藤	 茂弘	 5	 10	

26.	7.12	 森と土の観察会（再度山編）	 小舘	 誓治	 15	 10	

26.	7.19	～	7.20	 レプリカ作りで学ぶ哺乳類の歯の進化（全2回）	 三枝	 春生	 20	 19	

26.	7.19	～	8.24	
ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫サマースクー

ル(全 5回）	

ひとはく連携グルー

プ 	 run ♪ run ♪

plaza	

八木	 剛	 ほか	

15	 82	

26.	7.21	
もう一つの播磨灘物語ー縄文海進と播磨灘の１万

年史ー	
佐藤	 裕司	 30	 15	

26.	7.24	 動物の解剖	 三枝	 春生	 5	 7	

26.	7.25	 河川生態系のしくみと自然再生	 三橋	 弘宗	 10	 7	

26.	7.26	 オグラコウホネ観察会	 藤井	 俊夫	 20	 6	

26.	7.26	 成ヶ島散策ツアー	 夏編	 上田	 萌子	 15	 19	

26.	7.26	～	7.27	 火山灰を調べる：上級編（全2回）	追加版	 加藤	 茂弘	 5	 10	

26.	7.28	
里山の生物多様性(植物)の現状と課題	

～三田市南公園の里山を観察する	
橋本	 佳延	 10	 6	

	 	 	 	 	

26.	8.	3	 外来種の現状と対策	 太田	 英利	 30	 25	

26.	8.	4	 今からでも間に合うジャガイモ栽培	 高野	 温子	 20	 12	

26.	8.	4	 造園的視点での環境教育	 阪上	 勝彦	 15	 7	

26.	8.	4	 箱庭づくりを通して学ぶ自然や文化	 大平	 和弘	 20	 17	

26.	8.	4	 遊びで学ぶ、活断層と地震	 加藤	 茂弘	 30	 34	

26.	8.	5	 小さな子どもの指導者向け	 身近な植物観察の仕 小舘	 誓治	 20	 25	
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方	

26.	8.	5	 淡路島南部の地層と石ころ	 古谷	 裕	 20	 18	

26.	8.	5	 カタツムリとダンゴムシ	 鈴木	 武	 20	 19	

26.	8.	5	 学校でできる！やさしい化石のレプリカづくり	 八尾	 滋樹	 20	 21	

26.	8.	6	～	8.	7	 身近な生き物観察（全2回）	
小舘	 誓治・佐藤裕

司	
30	 11	

26.	8.	6	 児童・生徒とできる里山の調べ方	 橋本	 佳延	 40	 6	

26.	8.	6	
小さな子どもの指導者向け	 かわいい石ころ標本

づくり	

高瀬	 優子・古谷	

裕	
20	 8	

26.	8.	6	 障がいのある子どもたちとの野外活動入門	 三谷	 雅純	 30	 19	

26.	8.	7	 土の中の小さな生き物	 高木	 俊	 40	 13	

26.	8.	7	 葉っぱで見分ける身近な樹木	 黒田	 有寿茂	 20	 23	

26.	8.	7	 丹波の恐竜化石と小動物化石	 池田	 忠広	 30	 17	

26.	8.	7	
小さな子どもの指導者向け	 化石を使ったプログ

ラム	
古谷	 裕	 20	 10	

26.	8.	8	 ピカピカ泥団子の作り方（初級・中級）	 赤澤	 宏樹	 50	 41	

26.	8.	8	
小さな子どもの指導者向け	

	 先生のための「むしむしたいけん」	
八木	 剛	 20	 17	

26.	8.	8	 牛乳パックでカメラづくりから撮影まで	 赤澤	 宏樹	 30	 21	

26.	8.	8	 授業で使える植物化石	 半田	 久美子	 20	 10	

26.	8.10	 ピカピカ泥団子をつくろう	 赤澤	 宏樹	 50	 24	

26.	8.23	 恐竜化石展示解説と石割化石調査会	 池田	 忠広	 40	 26	

26.	8.23	 三宮で化石！	 古谷	 裕	 20	 20	

26.	8.23	 サギソウ観察会	 藤井	 俊夫	 20	 9	

26.	8.24	 姫路駅前で化石！	 古谷	 裕	 20	 19	

26.	8.24	 牛乳パックでカメラをつくって写真をとろう	 赤澤	 宏樹	 30	 21	

26.	8.27	 シダ植物の森、裸子植物の森	 半田	 久美子	 30	 9	

	 	 	 	 	

26.	9.	5	 化石からみた生き物たちの歴史	 菊池	 直樹	 10	 40	

26.	9.	6	 湿地観察会	 藤井	 俊夫	 20	 21	

26.	9.13	 親子で聞く鳴く虫の会	

ひとはく連携グルー

プ	 鳴く虫研究会き

んひばり	

20	 16	

26.	9.14	～	9.15	 植物画を描こう（全2回）	 高橋	 晃	 20	 17	

26.	9.23	 中生代における被子植物の多様化	 高野	 温子	 30	 12	

26.	9.23	 「タカの渡り」観察会	 布野	 隆之	 25	 13	

26.	9.27	 春日山原始林観察会	 藤井	 俊夫	 20	 13	

26.	9.27	～	12.20	 愛蜂家基礎講座・初級（全4回）	
大谷	 剛・アピス同

好会	
20	 45	

26.	9.28	 丹波で地層を見る	 古谷	 裕	 20	 9	

	 	 	 	 	

26.10.	1	～	10.	2	 ハチ北高原秋の自然観察ツアー（全２回）	 秋山	 弘之	 20	 4	

26.10.	4	～	10.	5	 キリンビオトープのカワバタモロコ調査（全2回）	 佐藤	 裕司	 10	 13	

26.10.10	 コケとキノコ	美と多様性	 秋山	 弘之	 10	 42	

26.10.11	 加西市法華山のシダを見る	 鈴木	 武	 20	 18	

26.10.12	～	27.	2.	

28	
水圏自然史ゼミ（全6回)	 佐藤	 裕司	 1	 6	

26.10.15	～	27.	2.	

18	
環境教育ゼミ（全6回）	 佐藤	 裕司	 1	 6	

26.10.16	 秋のキノコ観察会１	 神戸森林植物園	 秋山	 弘之	 15	 12	

26.10.18	
名所図会を片手に都市を歩く	 川西市平野・多田界

隈	
田原	 直樹	 10	 13	

26.10.19	 香住海岸のカエル島と岩石	
先山	 徹・山陰海岸

ジオパーク談話会	
25	 11	

26.10.21	 山野草	 花の形・タネの形・成長の形（秋編）	
ひとはく連携グルー

プ	 希少植物研究会	
20	 6	
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26.10.24	 次世代に残したい風景について考えよう	 大平	 和弘	 10	 39	

26.10.25	 マツバラン観察会	 藤井	 俊夫	 20	 9	

26.10.25	 植物園で秋の実をみつけよう	 高野	 温子	 20	 14	

26.10.25	
海辺の植物・植生と環境②	 野外観察－赤穂市千種

川	
黒田	 有寿茂	 20	 9	

26.10.25	
名所図会を片手に都市を歩く	 川西市平野・多田界

隈	追加版	
田原	 直樹	 10	 3	

26.10.30	 秋の里山で植物を観察しよう	 石田	 弘明	 20	 26	

	 	 	 	 	

26.11.	1	 秋のキノコ観察２	 有馬富士公園	 秋山	 弘之	 20	 13	

26.11.	1	
名所図会を片手に街道を歩く	 堺東から熊野街道

を鳳へ	
田原	 直樹	 10	 -	

26.11.	8	 六甲山「森の植物」観察会（秋）	 小舘	 誓治	 20	 21	

26.11.	8	 料理&うんちく	 ＤＥ	 地域再発見「山田錦」	 藤本	 真里	 20	 17	

26.11.15	 成ヶ島散策ツアー	 秋編	 上田	 萌子	 15	 3	

26.11.15	 武田尾で地層を見る	 古谷	 裕	 20	 19	

26.11.16	 武田尾で地層を見る	追加版	 古谷	 裕	 20	 9	

26.11.16	
鳥取砂丘の成り立ちを探ろう	 先山	 徹・山陰海岸

ジオパーク談話会	
25	 10	

26.11.21	～	27.	1.	

16	

霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？(全

2回)	
三谷	 雅純	 10	 78	

26.11.22	
アリとハチの昔話ー中生代にはじまる昆虫の多様

化	
橋本	 佳明	 30	 13	

26.11.22	 ブータンの自然	 その１	 太田	 英利	 30	 3	

26.11.22	
名所図会を片手に街道を歩く	 堺東から熊野街道

を鳳へ	
田原	 直樹	 10	 7	

26.11.23	
魅力再発見！ハイキング	 姫路城だけじゃない姫

路の魅力	
藤本	 真里	 15	 4	

26.11.29	 ノジギク観察会	 藤井	 俊夫	 20	 9	

26.11.29	 芦屋市奥山地域で多様性を知る	 小舘	 誓治	 20	 10	

26.11.29	 ブータンの自然	 その２	 太田	 英利	 30	 4	

26.11.29	 オリジナル箱庭をつくろう	 大平	 和弘	 20	 7	

26.11.30	 豊岡をおそった地震からの復興の歴史	
先山	 徹・山陰海岸

ジオパーク談話会	
25	 15	

	 	 	 	 	

26.12.	7	 むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと	 三谷	 雅純	 20	 2	

26.12.20	 海辺の植物・植生と環境③	 室内講義	 黒田	 有寿茂	 50	 7	

	 	 	 	 	

27.	2.14	 コンニャク作り	

ひとはく連携グルー

プ	 NPO 法人	 人と

自然の会	

20	 18	

27.	2.21	 白砂青松と海岸景観	 上田	 萌子	 30	 6	

27.	2.22	 シカの増加は生態系にどんな影響を与えるのか	 石田	 弘明	 30	 13	

	 	 	 	 	

27.	3.15	 ゾウの進化はどこまで分かったのか	 三枝	 春生	 30	 15	

	 	 	 	 	

 
※複数回実施講座は、受講者数合計を記す 
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企画展等一覧（平成26年度）

　下記の特別企画、ミニ企画展、資料・トピックス展示を２階ひみつの収蔵庫・３階オープンギャ

ラリー・4階ひとはくサロンなどで開催した。

【特別企画】 ＊主担当者

期間 タイトル 担当者

2014.2.11～4.6 第９回共生のひろば展 ＊田中哲夫・三橋弘宗・高野温子（ひとはく）

2014.4.1 丹波の恐竜発掘～６年間の軌跡 ＊三枝春生・松原尚志・古谷裕・池田忠広・

～2015.3.31 　半田久美子・佐藤裕司（ひとはく）

2014.7.19～11.3 ゾルンホーフェンの化石　1億五千万年の記憶 ＊古谷裕・菊池直樹・高野温子・和田年史・

　　三橋弘宗・山内健生（ひとはく）

【ミニ企画展（臨時に企画される小規模な展示）】

期間 タイトル 展示場所 担当者

2014.3.8.～4.20 東北しぜんかわらばん展 4階ひとはくサロン
小館誓治・古谷裕・高瀬
優子(ひとはく）

2014.5.3～6.29 神鍋高原の花を愛でる 3階オープンギャラリー
神鍋山野草を愛でる会・
高野温子（ひとはく）

2014.2.11～6.1 六甲山のキノコ展2014 ～野生のキノコの不思議な魅力～ 2階ひみつの収蔵庫
兵庫県立御影高等学校・
三橋弘宗（ひとはく）

2014.7.25～8.31 三田ネイチャークラブ写真展 2階オープンギャラリー 鈴木武（ひとはく）

2014.9.6～9.28 山と人～山を楽しむ～ 3階オープンギャラリー
山の会ささやま他2団体・
高野温子（ひとはく）

2014.9.7～10.26 押し花　花絵額 4階ひとはくサロン
押し花マーガレットの会・
藤本真里（ひとはく）

2014.10.4～2015.1.4
震災20周年 阪神・淡路大震災からの復興 ～市民まちづくり
とみどりのネットワークの軌跡～

3階オープンギャラリー 上田萌子（ひとはく）

2014.11.8～2015.1.4 震災20周年 ひょうごの活断層はぎとり展示  4階ひとはくサロン 加藤茂弘（ひとはく）

2015.2.11～4.5 下部白亜系篠山層群から発見された新種のトカゲ類化石 3階丹波の恐竜 池田忠広（ひとはく）

2015.2.11～5.31 六甲山のキノコ展2014 ～野生のキノコの不思議な魅力～ 2階ひみつの収蔵庫
兵庫県立御影高等学校・
三橋弘宗（ひとはく）

2015.2.11～4.5 ひとはく研究展2014「ひとはく研究の今」 3階オープンギャラリー
橋本佳延・大平和弘（ひと
はく）

2015.2.11～4.5 第10回共生のひろば展 4階ひとはくサロン 高野温子（ひとはく）

2015.2.19～3.18 ヤドリギ（宿り木）～じっくり見たことありますか？～ 4階ひとはくサロン 高橋晃（ひとはく）

2015.3.21～4.11 魅せる標本てん 4階ひとはくサロン
セミナー受講生・八木剛・
高橋晃（ひとはく）

【資料・トピックス展示】

期間 タイトル 展示場所 担当者

2014.4.12～6.29 兵庫に暮らす2種類のカラス 3階トピックスコーナー 布野隆之（ひとはく）

2014.7.5～9.28. 日本アキギリ属の新種テリハナツノタムラソウ 3階トピックスコーナー 高野温子（ひとはく）

2014.10.4～2015.1.4 ハマツメクサの分布拡大 3階トピックスコーナー 藤井俊夫（ひとはく）

2015.2.7～4.26 意外と身近！？セアカゴケグモ 4階トピックスコーナー 高木俊（ひとはく）
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生徒・学生等の受け入れ状況	

	

【トライやる・ウィーク】	

期  間	 学 校 名	 人数	 担当研究部課室名 
5 月 27 日～	 三田市立長坂中学校	 ２	

5 月 30 日	 三田市立八景中学校	 ２	

(春前期)	 三田市立富士中学校	 ２	

	 三田市立ゆりのき台中学校	 ２	

	 宝塚市立西谷中学校	 ２	

	 西宮市立塩瀬中学校	 ２	

系統分類	

系統分類	

環境計画	

環境計画、コミュニケーション・デザイン	

コミュニケーション・デザイン	

環境計画、コミュニケーションデザイン	

6 月	3 日～		三田市立上野台中学校	 ２	

6 月	6 日	 三田市立狭間中学校	 ２	

(春後期)	 三田市立藍中学校	 ２	

	 三田市立けやき台中学校	 ２	

	 丹波市立山南中学校	 ２	

生物資源	

生物資源、生態	

地球科学	

地球科学、特	

生態研究	

11月11日〜	 神戸市立北神戸中学校	 ２	 生態、総務課、生涯学習課	

11月14日	 神戸市立有野中学校	 ２	 生態、総務課、生涯学習課情報管理課	

(秋期)	 神戸市立有野北中学校	 ２	 生態、生涯学習課、情報管理課	

	

	

【県庁インターンシップ】	

期  間 学 校 名 人数 担当研究部課室名 
8 月 25 日～29 日	 県立夢野台高等学校 

県立川西明峰高等学校 
県立篠山鳳鳴高等学校 

１ 
１ 
１ 

生態、生涯学習課、 
総務課 

	

	

【博物館実習】	

７月 28 日(月)～８月 22 日(金)の内 10 日間	

 

 
 

	 	 龍谷大学	 	 	 	 １名 
	 	 近畿大学	 	 	 	 １名 
	 	 関西学院大学	 	 １名 
	 	 高知大学	 	 	 	 １名 
	 	 滋賀県立大学	 	 １名 
	 	 八洲学園大学	 	 １名 
	 	 東海大学	 	 	 	 １名 
	 	 佛教大学	 	 	 	 １名 

京都府立大学	 	 	 	 	 １名 
	 	 関西国際大学	 	 	 	 	 １名 
	 	 岡山大学	 	 	 	 	 	 	 １名 
	 	 東京農業大学	 	 	 	 	 １名 
	 	 帯広畜産大学	 	 	 	 	 １名 

神戸学院大学	 	 	 	 	 １名 
日本大学	 	 	 	 	 	 	 １名 
（以上 15大学 15名） 
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学校教育支援プログラム 

【教職員・指導者セミナー】 

※	 全２２講座を実施し、３５１名が参加した。	

	

 

月/日(曜)	 講座名	 講師	 参加者数	

7/6(日)	 昆虫で学ぶ授業計画を考える	 橋本	 佳明	 ２	

今からでも間に合うジャガイモ栽培	 高野	 温子	 １２	

箱庭づくりを通して学ぶ自然や文化	 大平	 和弘	 １７	

遊びで学ぶ、活断層と地震	 加藤	 茂弘	 ３４	

8/4(月)	

造園的視点での環境教育	 阪上	 勝彦	 ７	

小さな子どもの指導者向け身近な植物観察の仕方	 小舘	 誓治	 ２５	

淡路島南部の地層と石ころ	 古谷	 	 裕	 １８	

カタツムリとダンゴムシ	 鈴木	 	 武	 １９	

8/5(火)	

学校でできる！やさしい化石のレプリカづくり	 八尾	 滋樹	 ２１	

身近な生き物観察（１／２）	 小舘	 誓治	 ７	

児童・生徒とできる里山の調べ方	 橋本	 佳延	 ６	

障がいのある子どもたちとの野外活動入門	 三谷	 雅純	 １９	

8/6(水)	

小さな子どもの指導者向けかわいい石ころ標本づくり	
高瀬	 優子	

古谷	 	 裕	
８	

身近な生き物観察（２／２）	 佐藤	 裕司	 ４	

葉っぱで見分ける身近な樹木	 黒田有寿茂	 ２３	

丹波の恐竜化石と小動物化石	
池田	 忠広	

ラ・ボーンズ	
１７	

小さな子どもの指導者向け化石を使ったプログラム	 古谷	 	 裕	 １０	

8/7(木)	

土の中の小さな生き物	 高木	 	 俊	 １３	

授業で使える植物化石	 半田久美子	 １０	

ピカピカ泥団子の作り方（初級・中級）	 赤澤	 宏樹	 ４１	

小さな子どもの指導者向け先生のための「むしむしたいけん」	 八木	 	 剛	 １７	

8/8(金)	

牛乳パックでカメラづくりから撮影まで	 赤澤	 宏樹	 ２１	
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来館一般団体一覧

 

◆◆	 県内	 ◆◆	 ２２４団体
団体名  所在市町  

エースあそびの学校 三田市 

デイサービス山帽子 三田市 

三寿会 三田市 

WILL 学園 三田市 

北摂三田福祉の里 愛 三田市 

ほっぺ 三田市 

富士児童クラブ 三田市 

富士第２児童クラブ 三田市 

就労移行支援事業所コミナス 三田市 

学園児童クラブ 三田市 

高平児童クラブ 三田市 

弥生児童クラブ 三田市 

三輪児童クラブ 三田市 

三輪第 2 児童クラブ 三田市 

三菱電機三田製作所 三田市 

読売新聞三田南販売店 三田市 

ＪＡ兵庫六甲 三田市 

DON DIRI DON 国際交流実行委員会 三田市 

近畿地区小学校生活科・ 

総合的な学習教育研究協議会 
三田市 

ピヨピヨキッズ 三田市 

子育てサークルねっこ 三田市 

三田こぶしの園 三田市 

つつじが丘児童クラブ 三田市 

あかしあ台小学校第一児童クラブ 三田市 

あかしあ台小学校第二児童クラブ 三田市 

三田児童クラブ 三田市 

三田第２児童クラブ 三田市 

三田第３児童クラブ 三田市 

弥生児童クラブ 三田市 

NPO 法人みどりの森 自然キャンプ協会 神戸市 

ガッツクラブ 神戸市 

NPO 法人はっち 神戸市 

神戸沖州会 白百合クラブ 神戸市 

ボーイスカウト神戸第６０団 神戸市 

教育空間エグゼ 神戸市 

神戸市シルバーカレッジ生活環境コース 神戸市 

神戸市北区母親連絡会 神戸市 

ガンバ体操クラブ 神戸市 

社会福祉法人 にこにこハウス 神戸市 

学童保育所 住吉ピノキオクラブ 神戸市 

ラポートたるみ 神戸市 

ふるさと環境交流会 in 神戸・阪神 神戸市 

イオンジェームス山店チアーズクラブ 神戸市 

西落合レッドサンダ― 神戸市 

出合子ども会 神戸市 

コープこうべ生活文化センター 神戸市 

神戸市立箕谷児童館 神戸市 

六甲学童保育 神戸市 

場所福祉資金事業 神戸市 

兵庫北少年野球 神戸市 

神戸電鉄ミステリーツアー 神戸市 

泉台婦人会 神戸市 

MELPAC 神戸市 

六甲縦爽会 神戸市 

（株）ツクイ 神戸西山 神戸市 

有馬高原病院 神戸市 

押部谷中学校ＰＴＡ 神戸市 

呉田地区協議会 神戸市 

三菱健菱会北支部 神戸市 

美賀多台楽友会 神戸市 

伊川谷児童デイサービスわだち 神戸市 

鷹取土曜学校 神戸市 

ろっこう医療生活協同組合中央ブロック 神戸市 

五宮喜楽会 神戸市 

あすなろ介護サービス 神戸市 

若松塾 鈴蘭台校 神戸市 

ＭＣＲ若草会 神戸市 

新神野６丁目子ども会 神戸市 

長田生活と健康を守る会 神戸市 

北神戸ＰＦＣ 神戸市 

関西学院同窓会有馬・北神戸支部 神戸市 

神戸新聞文化センター 神戸市 
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雲中ふれあいまちづくり協議会 神戸市 

社会福祉法人 にこにこハウス 神戸市 

神戸市立千鳥が丘児童館 神戸市 

藤江児童クラブ 神戸市 

NPO 法人 セカンドライフ・ネット 尼崎市 

久々知福寿会 尼崎市 

尾浜町１丁目第１社会福祉協会 尼崎市 

尼崎市公害健康保障課 尼崎市 

上坂部県民交流広場地域推進委員会 尼崎市 

塚口新富クラブ婦人部 尼崎市 

ルミエール千鳥 以和貴会 尼崎市 

杭瀬第６団地自治会 尼崎市 

大物第九社会福祉協会 尼崎市 

阪神間ユネスコ協会 尼崎市 

尼崎市小田地区婦人連絡協議会 尼崎市 

ＪＡＦ恐竜化石発掘体験 尼崎市 

ニコニコウォーク 西宮市 

夙川プリスクール 西宮市 

西宮市浜脇校区老人クラブ 西宮市 

西宮大社老人クラブ連合会 西宮市 

デイサービス笑楽 西宮市 

青葉園 西宮市 

スポーツクラブ 21 鳴尾東少年野球部 西宮市 

安井地区青少年愛護協議会 西宮市 

阪神福祉事業団ななくさ白寿荘 西宮市 

西宮市六軒自治会 西宮市 

たけのこくらぶ 西宮市 

ＨＲＣ宝生ガ丘 西宮市 

浜自治会 西宮市 

県立西宮香風高等学校ＰＴＡ 西宮市 

プロップにしのみや 西宮市 

瓦木育成センター 西宮市 

こどもエコクラブ グリーンキッズ 芦屋市 

宮川自治会 芦屋市 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

伊丹つつじ会 伊丹市 

伊丹市教育委員会総合教育センター 伊丹市 

さくらんぼ 伊丹市 

阪神シニアカレッジ 伊丹市 

伊丹市山田自治会 伊丹市 

西野台自治会 伊丹市 

ステップ 伊丹市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

宝塚市立老人福祉センター 

フレミラ環境自然コース 
宝塚市 

栗栖 宝塚市 

High Five Kids English Daycare&school 宝塚市 

阪神北地域ビジョン委員会 宝塚市 

あしたば園 宝塚市 

宝塚第６団カブスカウト 宝塚市 

ボーイスカウト宝塚第１団 宝塚市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 

西畦野寿楽会 川西市 

児童デイサービス 未来花 川西市 

オルゴール 川西市 

阪神シニアカレッジ 15 期健康 川西市 

川西ＹＭＣＡ 川西市 

大和マウンテンボール同好会 川西市 

川西市生涯学習センターレフネック 川西市 

みそのホーム ＮＰＯ法人みち 川西市 

松本隆弘氏 後援会 明石市 

西明石ルーテル教会 明石市 

中尾子ども会 明石市 

明石土山病院デイケア 明石市 

大国子ども会 加古川市 

山角少年団 加古川市 

野口南少年団 長砂隊 加古川市 

兵庫県いなみ野学園 加古川市 

兵庫県いなみ野学園 OB 加古川市 

浜の宮少年団 口里北隊 加古川市 

浜の宮東隊 加古川市 

別府西こども会新野辺第１隊第２町内会 加古川市 

加古川市志方中学校 PTA 家庭教育大学 加古川市 

兵庫県退職公務員連盟加古川支部 加古川市 

野口公民館明日香卓球クラブ 加古川市 

五気会研究会 加古川市 

加古川市保健衛生協議会志方中支部 加古川市 

東播建設動労組合 播磨加古川支部 加古川市 

石守永楽会 加古川市 

陵南公民館登録団体 加古川市 

加古川市陵南公民館 賀古の里大学 加古川市 

伊保西部子ども会 高砂市 

カネカ子ども会 高砂市 

六軒屋老人クラブ 加古郡稲美町 
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なんなんまちづくりの会 加古郡稲美町 

西脇市教育委員会 西脇市 

三木別所公民館 三木市 

コミセンきすみのサークル代表者会 三木市 

三木市自由が丘公民館 三木市 

吉川町老人クラブ連合会 三木市 

三木市吉川町公民館 三木市 

河合中町子ども会 小野市 

三和町子ども会 小野市 

三口町老人会 加西市 

加西市環境課 加西市 

上野町老人クラブ 加西市 

加東市滝野児童館 加東市 

社四区老人クラブ 加東市 

加茂病院 加東市 

加東市立社児童館 やしろこどもの家 加東市 

八幡史談会 姫路市 

船津町仁色子ども会 姫路市 

香呂子ども会 姫路市 

姫路市立生涯学習大学校 姫路市 

相坂老人クラブ 姫路市 

兵庫県年金受給者協会姫路支部親睦会 姫路市 

川西こども会 姫路市 

甲丘一丁目子ども会 姫路市 

コープこうべ姫路 姫路市 

東光児童クラブ 姫路市 

山戸みのり子ども会 姫路市 

姫路市立網干中学校あすなろ教室 姫路市 

保城子ども会 姫路市 

姫路市身体障害者協会肢体部 姫路市 

第一民生委員・児童委員協議会 姫路市 

西今宿 6 丁目自治会 姫路市 

兵庫県立飾磨工業高等学校ＰＴＡ 姫路市 

なかよし会 神崎郡 神崎郡 

上小田子ども会 神崎郡神河町 

田尻子ども会 神崎郡福崎町 

福崎町防犯指導委員会 神崎郡福崎町 

福崎町老人大学史学部 神崎郡福崎町 

相生市市民生活環境課 相生市 

佐方子ども会 相生市 

八重垣病院 たつの市 

たつの市福栖児童館 たつの市 

岩見片老人会 たつの市 

若草子ども会 赤穂市 

宮本子ども会 揖保郡太子町 

丹生子ども会 揖保郡太子町 

河谷地区育成会 豊岡市 

日置子ども会 豊岡市 

伊豆西隣保 豊岡市 

豊岡市役所 豊岡市 

JP 労組但馬支部 豊岡市 

養父市十二所子ども会 養父市 

九鹿子ども会 養父市 

枚田子ども会 朝来市 

万葉代子ども会 朝来市 

生野三区子ども会 朝来市 

金浦老人会 朝来市 

グループホーム幸の郷 篠山市 

グループホーム福の郷 篠山市 

ねんりん館ふれあい市場親睦会 篠山市 

栗栖野子ども会 篠山市 

中才和光会 丹波市 

南多田柏友会 丹波市 

梶原子ども会 丹波市 

下町子ども会 丹波市 

洲本市教頭会 洲本市 

洲本市人権教育研究協議会 洲本市 

西川こども会 南あわじ市 

淡路地区商工会女性部連絡協議会 南あわじ市 
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◆◆	 県外	 ◆◆	 ６５団体 

団体名  所在市町  

敷津五二会 大阪府大阪市 

一志会 大阪府大阪市 

関西 CS キャンプ 大阪府大阪市 

なでしこ会 大阪府大阪市 

NPO 法人シニア自然大学校 大阪府大阪市 

JR 西日本車両区所 大阪府大阪市 

西野田機友会 大阪府大阪市 

イージーアカデミー 大阪府大阪市 

奥代町会 大阪府大阪市 

大阪市立東中本小学校ＰＴＡ 大阪府大阪市 

城東区老人クラブ連合会女性部長研修会 大阪府大阪市 

まった生協診療所 大阪府大阪市 

古市連合町会 大阪府大阪市 

サポートネットワーク アミーカ 大阪府大阪市 

土居地区社会福祉委員会 大阪府大阪市 

歩こう池田五月会 大阪府池田市 

社会福祉法人 宝島福祉会 大阪府豊能郡 

鉱物クラブ 大阪府茨木市 

NPO 地球環境再生機構 大阪府茨木市 

島本町第二地域住民会 大阪府三島郡 

東大寺自治会 大阪府三島郡 

島本町緑と花いっぱいの会 大阪府三島郡 

島本町教育委員会  大阪府三島郡 

吹田市人権啓発推進協議会吹一地区委員会 大阪府吹田市 

吹田市人権啓発推進協議会吹三地区委員会 大阪府吹田市 

吹田市人権啓発推進協議会吹東地区委員会 大阪府吹田市 

吹田市人権啓発推進協議会吹南地区委員会 大阪府吹田市 

山一公民館 大阪府吹田市 

パナソニック松愛会社会見学クラブ 大阪府高槻市 

高槻市市民環境大学 大阪府高槻市 

大阪 YMCA 北 大阪府豊中市 

豊中市教育委員会青少年育成課 大阪府豊中市 

寝屋川市社明一中地区推進委員会 大阪府寝屋川市 

寝屋川市社明七中地区推進委員会 大阪府寝屋川市 

寝屋川市社明四中地区推進委員会 大阪府寝屋川市 

松源会 大阪市寝屋川市 

大阪厚生信用金庫寝屋川支店 大阪市寝屋川市 

大阪シニア自然カレッジ 大阪府和泉市 

和泉市立青少年センター 大阪府和泉市 

和泉の里 大阪府泉佐野市 

ジュニア自然大学卒業生の集い 大阪府豊中市 

野崎第一防犯支部 大阪府大東市 

一津屋荘友会 大阪府松原市 

大阪府行政書士会 南大阪支部 大阪府羽曳野市 

岸和田市教育委員会 大阪府岸和田市 

南寺方南町会 大阪府守口市 

荒川校区福祉運営委員会 大阪府東大阪市 

少年会中河団 大阪府八尾市 

田村工業（株） 大阪府門真市 

むつみ会 大阪府 

亀岡市地域環境子ども村 京都府亀岡市 

亀岡市立馬路児童館 京都府亀岡市 

梅小路公園花と緑のサポーターの会 京都府 

城陽市役所環境課 京都府城陽市 

丘児童センター 京都府 

福知山学園あまだ翠光園 京都府福知山市 

久御山町ふれあい交流館ゆうﾎｰﾙ 京都府 

博物館等施設利用研究グループ 京都府京都市 

障害児者ホームヘルプ事業「ゆうりん」 京都府 

葛城南組寺族女性会 奈良県 

奈良県卑弥呼サッカースクール 奈良県 

介護サービスしず 奈良県 

菊寿会 奈良県 

消防ＯＢ会 三重県 

愛知県地婦連尾東ブロック 愛知県 

 

 
 

※一般団体利用 延べ ２８９団体  
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来館学校団体一覧

■■ 県内 ■■   

＜保育園・幼稚園＞	 43	  

若草保育園 三田市 

ゆうかり保育園 三田市 

三田市立三田保育所 三田市 

こばと保育園 三田市 

おひさま保育園 三田市 

光の子保育園 三田市 

神戸さくら保育園 神戸市 

同朋保育園 神戸市 

くすの木保育園 神戸市 

夢の森保育園 神戸市 

こぐまプリスクール 神戸市 

なかよしキッズ 神戸市 

田能っ子保育園 尼崎市 

ポッポ保育園 尼崎市 

東山ぽぽ保育園 西宮市 

なかよし保育園 宝塚市 

（社法）あかね星児園七夕 川辺郡猪名川町 

神和保育園 三木市 

あけぼの保育園 三木市 

吉川保育所 三木市 

丹波市立柏原保育所 丹波市 

丹波市立柏原西保育所 丹波市 

  

北摂第一幼稚園 三田市 

ふじ幼稚園 三田市 

三田さち幼稚園 三田市 

やよい幼稚園 三田市 

三田市立母子幼稚園 三田市 

三田市立小野幼稚園 三田市 

北摂学園幼稚園 三田市 

三田けやき台幼稚園 三田市 

神陵台幼稚園 神戸市 

西舞子幼稚園 神戸市 

大谷学園 鶴甲幼稚園 神戸市 

神戸ドイツ学院 神戸市 

神戸海星女子学院マリア幼稚園 西宮市 

西宮市立夙川幼稚園 西宮市 

西宮公同幼稚園 西宮市 

緑台幼稚園 川西市 

新清和台幼稚園 川西市 

宝塚南口幼稚園 宝塚市 

すみれ幼稚園 宝塚市 

宝塚市立西谷認定こども園 宝塚市 

多可町キッズランドやちよ 多可郡 

  

  

＜小学校＞	 138  

三田市立弥生小学校 三田市 

三田市立すずかけ台小学校 三田市 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市 

三田市立けやき台小学校 三田市 

三田市立広野小学校 三田市 

三田市立富士小学校 三田市 

三田市立つつじが丘小学校 三田市 

三田市立藍小学校 三田市 

三田市立狭間小学校 三田市 

神戸中華同文学校 神戸市 

甲南小学校 神戸市 

神戸市立花山小学校 神戸市 

神戸市立春日台小学校 神戸市 

神戸市立多聞南小学校 神戸市 

神戸市立多聞台小学校 神戸市 

神戸市立有野小学校 神戸市 

神戸市立有野台小学校 神戸市 

神戸市立井吹東小学校 神戸市 

神戸市立西舞子小学校 神戸市 

神戸市立鹿の子台小学校 神戸市 

神戸市立長尾小学校 神戸市 
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神戸市立道場小学校 神戸市 

神戸市立櫨谷小学校 神戸市 

神戸市立岩岡小学校 神戸市 

神戸市立小寺小学校 神戸市 

神戸市立本山第一小学校 神戸市 

神戸市立本山第三小学校 神戸市 

神戸市立西舞子小学校 神戸市 

神戸市立東町小学校 神戸市 

神戸市立西山小学校 神戸市 

神戸市立夢野の丘小学校 神戸市 

神戸市立井吹の丘小学校 神戸市 

神戸市立長田南小学校 神戸市 

神戸市立桜が丘小学校 神戸市 

神戸市立桜の宮小学校 神戸市 

神戸市立大池小学校 神戸市 

神戸市立淡河小学校 神戸市 

神戸市立浜山小学校 神戸市 

神戸市立垂水小学校 神戸市 

神戸市立魚崎小学校 神戸市 

神戸市立駒ヶ林小学校 神戸市 

神戸市立東落合小学校 神戸市 

神戸市立福住小学校 神戸市 

神戸市立唐櫃小学校 神戸市 

神戸市立八多小学校 神戸市 

尼崎市立清和小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫の里小学校 尼崎市 

尼崎市立金楽寺小学校 尼崎市 

尼崎市立難波小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫小学校 尼崎市 

尼崎市立大島小学校 尼崎市 

尼崎市立七松小学校 尼崎市 

尼崎市立潮小学校 尼崎市 

尼崎市立明城小学校 尼崎市 

尼崎市立名和小学校 尼崎市 

甲子園学院小学校 西宮市 

西宮市立北六甲台小学校 西宮市 

西宮市立深津小学校 西宮市 

西宮市立小松小学校 西宮市 

西宮市立東山台小学校 西宮市 

芦屋市立朝日ヶ丘小学校 芦屋市 

芦屋市立岩園小学校 芦屋市 

芦屋市立潮見小学校 芦屋市 

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市 

芦屋市立宮川小学校 芦屋市 

芦屋市立浜風小学校 芦屋市 

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市 

伊丹市立神津小学校 伊丹市 

伊丹市立鈴原小学校 伊丹市 

伊丹市立池尻小学校 伊丹市 

伊丹市立摂陽小学校 伊丹市 

伊丹市立鴻池小学校 伊丹市 

伊丹市立桜台小学校 伊丹市 

伊丹市立笹原小学校 伊丹市 

伊丹市立南小学校 伊丹市 

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市 

伊丹市立有岡小学校 伊丹市 

伊丹市立天神川小学校 伊丹市 

伊丹市立稲野小学校 伊丹市 

伊丹市立花里小学校 伊丹市 

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市 

宝塚市立長尾南小学校 宝塚市 

宝塚市立美座小学校 宝塚市 

宝塚市立西山小学校 宝塚市 

宝塚市立逆瀬台小学校 宝塚市 

宝塚市立安倉北小学校 宝塚市 

宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 

川西市立桜が丘小学校 川西市 

川西市立陽明小学校 川西市 

川西市立川西北小学校 川西市 

川西市立多田東小学校 川西市 

川西市立北陵小学校 川西市 

川西市立けやき坂小学校 川西市 

猪名川町立松尾台小学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立楊津小学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立白金小学校 川辺郡猪名川町 

神戸大学附属明石小学校 明石市 
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明石市立朝霧小学校 明石市 

明石市立山手小学校 明石市 

明石市立鳥羽小学校 明石市 

加古川市立尾上小学校 加古川市 

加古川市立東神吉小学校 加古川市 

加古川市立東神吉南小学校 加古川市 

加古川市立鳩里小学校 加古川市 

加古川市立志方西小学校 加古川市 

高砂市立阿弥陀小学校 高砂市 

高砂市立伊保小学校 高砂市 

高砂市立中筋小学校 高砂市 

高砂市立曽根小学校 高砂市 

稲美町立天満東小学校 加古郡稲美町 

稲美町立天満小学校 加古郡稲美町 

播磨町立播磨西小学校 加古郡播磨町 

播磨町立蓮池小学校 加古郡播磨町 

西脇市立芳田小学校 西脇市 

三木市立三樹小学校 三木市 

三木市立平田小学校 三木市 

三木市立別所小学校 三木市 

小野市立市場小学校 小野市 

小野市立小野小学校 小野市 

小野市立河合小学校 小野市 

加東市立滝野南小学校 加東市 

加東市立滝野東小学校 加東市 

加東市立三草小学校 加東市 

姫路市立曽左小学校 姫路市 

姫路市立勝原小学校 姫路市 

姫路市立野里小学校 姫路市 

姫路市立谷外小学校 姫路市 

姫路市立古知小学校 姫路市 

姫路市立城乾小学校 姫路市 

姫路市立峰相小学校 姫路市 

姫路市立大津小学校 姫路市 

神河町立長谷小学校 神崎郡神河町 

たつの市立西栗栖小学校 たつの市 

たつの市立新宮小学校 たつの市 

朝来市立生野小学校 朝来市 

朝来市糸井小学校 朝来市 

篠山市立味間小学校 篠山市 

丹波市立小川小学校 丹波市 

  

  

  

＜中学校＞	 37  

三田市立富士中学校 三田市 

神戸朝鮮初中級学校 神戸市 

滝川第二中学校 神戸市 

親和中学校 神戸市 

神戸龍谷中学校 青谷学舎 神戸市 

神戸市立飛松中学校 神戸市 

神戸市立桃山台中学校 神戸市 

神戸市立伊吹台中学校 神戸市 

神戸市立広陵中学校 神戸市 

神戸市立友が丘中学校 神戸市 

神戸市立上野中学校 神戸市 

西宮市立甲陵中学校 西宮市 

武庫川女子大学附属中学校 西宮市 

宝塚市立長尾中学校 宝塚市 

猪名川町立六瀬中学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立猪名川中学校 川辺郡猪名川町 

明石市立大久保北中学校 明石市 

加古川市立平岡南中学校 加古川市 

加古川市立別府中学校 加古川市 

加古川市立両荘中学校 加古川市 

三木市立志染中学校 三木市 

兵庫教育大学附属中学校 加東市 

多可町立八千代中学校 多可郡多可町 

西播朝鮮初中級学校 姫路市 

姫路市立家島中学校 姫路市 

姫路市立山陽中学校 姫路市 

相生市内中学校 相生市 

たつの市立御津中学校 たつの市 

兵庫県立大学附属中学校 赤穂郡上郡町 

豊岡市立日高東中学校 豊岡市 

豊岡市立出石中学校 豊岡市 
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豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 

生野学園中学校 朝来市 

朝来市立朝来中学校 朝来市 

朝来市立梁瀬中学校 朝来市 

香美町立香住第一中学校 美方郡香美町 

丹波市立山南中学校 丹波市 

  

  

 加東市 

＜高等学校＞	 	 15  

兵庫県立有馬高等学校 三田市 

兵庫県立三田祥雲館高等学校 三田市 

神戸大学附属中等教育学校 神戸市 

兵庫県立長田高等学校 神戸市 

兵庫県立舞子高等学校 神戸市 

神戸市立六甲アイランド高等学校 神戸市 

兵庫県立尼崎北高等学校 尼崎市 

尼崎市立尼崎高等学校 尼崎市 

武庫川女子大学附属高等学校 西宮市 

兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市 

兵庫県立加古川東高等学校 加古川市 

兵庫県立姫路飾西高等学校 姫路市 

兵庫県立相生高等学校 相生市 

兵庫県立出石高等学校 豊岡市 

兵庫県立篠山東雲高等学校 篠山市 

  

  

  

＜大学＞	 	 4  

甲南大学 神戸市 

大阪青山短期大学 川西市 

兵庫教育大学 加東市 

兵庫県立淡路景観園芸学校 淡路市 

  

  

  

＜特別支援学校など＞	 7  

兵庫県立上野ヶ原特別支援学校 三田市 

兵庫県立神戸特別支援学校中学部 神戸市 

神戸市立青陽西養護学校 神戸市 

兵庫県立阪神特別支援学校 西宮市 

川西市立川西養護学校 川西市 

宝塚市立養護学校 宝塚市 

篠山市立篠山養護学校 篠山市 

       

         県内合計  ２４４校  

  

  

  

  

■■	 県外 ■■   

<保育所・幼稚園> 	 1  

西大和黎明保育園 奈良県 

  

  

  

＜小学校＞	 	18  

追手門学院小学校 大阪府大阪市 

池田市立呉服小学校 大阪府池田市 

池田市立石橋小学校 大阪府池田市 

大阪教育大学附属池田小学校 大阪府池田市 

吹田市立東佐井寺小学校 大阪府吹田市 

吹田市立西山田小学校 大阪府吹田市 

高槻市立桜台小学校 大阪府高槻市 

高槻市立阿武野小学校 大阪府高槻市 

高槻市立清水小学校 大阪府高槻市 

高槻市立南大冠小学校 大阪府高槻市 

高槻市立北清水小学校 大阪府高槻市 

高槻市立南平台小学校 大阪府高槻市 

茨木市立春日小学校 大阪府茨木市 

茨木市立彩都西小学校 大阪府茨木市 

茨木市立水尾小学校 大阪府茨木市 

豊中市立刀根山小学校 大阪府豊中市 

箕面市立西南小学校 大阪府箕面市 

摂津市立鳥飼北小学校 大阪府摂津市 
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＜中学校＞	 	4  

開明中学校 大阪府大阪市 

金蘭会中学校 大阪府大阪市 

同志社香里中学校 大阪府寝屋川市 

門真市立門真はすはな中学校 大阪府門真市 

  

  

  

＜高等学校＞ 	 11  

大阪市立桜宮高等学校 大阪府大阪市 

大阪女学院高等学校 大阪府大阪市 

大阪府立泉北高等学校 大阪府堺市 

京都府立峰山高等学校 京都府京丹後市 

奈良県立青翔高等学校 奈良県 

和歌山県立海南高等学校 和歌山県 

和歌山県立桐蔭高等学校 和歌山県 

和歌山県立南紀高等学校 和歌山県 

岡山理科大学附属高等学校 岡山県 

香川県立観音寺第一高等学校 香川県 

香川県立三本松高等学校 香川県 

  

  

  

＜大学＞	 	 7  

大阪府立大学生命環境科学部 大阪府 

大阪大学理学部生物科学科 大阪府 

大阪工業大学 大阪府 

東北学院大学 宮城県 

杉野服飾大学 東京都 

愛知教育大学 愛知県 

放送大学鳥取学習センター 鳥取県 

  

  

  
＜特別支援学校など＞	 	 1  

大阪府立中津支援学校 大阪府 

  

         県外合計  ４２校  

  
  

  

  

  

  

※学校団体利用 延べ２８６校  

複数学年の場合も 1校とする	  
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連携事業等

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 自然ってすごい!ネイチャーテクノロジー
展

有馬富士自然学習センター 三田市 2014.3.29-5.25 24,701

2 六甲山自然保護センター周辺の昆虫 展 兵庫県立 六甲山自然保護セ
ンター

神戸市 2014.4.1-8.31 7,840

3 ひとはくキャラバン in 神崎郡歴史民俗資
料館

福崎町立神崎郡歴史民俗資
料館

福崎町 2014.4.19-5.31 2,229

4 南米の昆虫展 徳島県あすたむランド 徳島県 2014.4.26-5.7 11,839

5 ありまふじフェスティバル（春） 県立有馬富士公園 三田市 2014.4.26 1,120

6 ひとはくキャラバン in ハウンジングピア福
知山

ハウンジングピア福知山 福知山市 2014.4.29 70

7 ロハスミーツ明石 明石公園 明石市 2014.5.3 2,300

8 ひとはくキャラバン in コモーレ丹波 コモーレ丹波 丹波市 2014.5.5 1,590

9 みなみたじま自然学校で観察できる動物
たち

南但馬自然学校 朝来市 2014.5.6-6.27 1,566

10 ひとはくキャラバン in 六甲山森林植物園 六甲山森林植物園 神戸市 2014.7.13 60

11 特別展示 瑞宝園 神戸市 2014.7.17-9.2 1,889

12 県立図書館40周年特別展示 兵庫県立図書館 明石市 2014.7.18-9.30 83,291

13 ひとはくキャラバン in 但馬国府・国分寺
館

但馬国府・国分寺館 豊岡市 2014.7.19-8.31 2,511

14 ひとはくキャラバン in 道の駅　みき 道の駅　みき 三木市 2014.7.20-8.31 55,968

15 ひとはくキャラバン in 淡路ハイウェイオア
シス

淡路ハイウェイオアシス 淡路市 2014.7.26-8.31 94,903

16 ひとはくキャラバン in 吹田市立博物館 吹田市立博物館 吹田市 2014.7.29 180

17 さんだサイエンスフェスティバル ウッディタウン市民センター 三田市 2014.8.2 262

18 ひとはくキャラバン in 上坂部西公園 上坂部西公園緑の相談所前 尼崎市 2014.8.2 246

19 ひとはくキャラバン in 上坂部西公園 上坂部西公園緑の相談所 尼崎市 2014.8.2-10 1,070

20 巡回展示文庫　図書館を活用した防災学
習

南あわじ市南淡図書館 南あわじ市 2014.8.8-9.3 8,866

21 サンシャインホール展示会 東浦サンシャインホール 淡路市 2014.8.9-8.17 170

22 ひとはくキャラバン in 淡路ハイウェイオア
シス

淡路ハイウェイオアシス 淡路市
2014.8.15

106

23 野島断層親子体験教室 北淡震災記念公園セミナー
ハウス・野島断層保存館

淡路市 2014.8.16 64

24 ひとはくキャラバン in 但馬国府・国分寺
館

但馬国府・国分寺館 豊岡市 2014.8.17 160

25 ひとはくキャラバン in 宝塚市立西図書館 宝塚市立西図書館 宝塚市 2014.8.20-24 1,547

26 ひとはくキャラバン in フェリーさんふらわ
あ

フェリーさんふらわあ 神戸市 2014.8.24 315

27 復興支援 須賀川市ムシテックワールド 福島県須賀
川市

2014.9.20 100

28 復興支援 田村市船引公民館駐車場 福島県田村
市

2014.9.21 200

29 ひょうごミュージアムフェア2014 神戸ハーバーランド 神戸市 2014.10.4-5 2,200

30 大船渡市立博物館教育普及事業「おお
ふなとしぜんかわらばん2014」

大船渡市立博物館 岩手 2014.10.4-10.31 424

31 ひとはくキャラバン in 西武庫公園 西武庫公園 尼崎市 2014.10.18 6,000

32 子どもの夢よ！天まで届け！はたらくくる
ま！ In かとう

東条湖おもちゃ王国 加東市 2014.10.19 1,650

33 ひとはくキャラバン in パールデイサービ
スセンター

神戸市 2014.10.29 934

34 宝塚音楽回廊2014 宝塚市文化創造館 宝塚市 2014.11.1 128

１．主催アウトリーチ事業
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No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

35 ひとはくキャラバン in 八鹿公民館 八鹿公民館 豊岡市 2014.11.2 300

36 ひとはくキャラバン in 相生 もみじ祭り会場 相生市 2014.11.9 725

37 淡路うずしおフェス2014 国立青少年交流の家 2014.11.9 1,546

38 あわじおフェス 明石海峡公園 2014.12.20-
2015.1.12

4,654

39 真冬の昆虫展 徳島県あすたむランド 徳島県 2014.12.30-
2015.1.18

4,776

40 広報 地下鉄県庁前 神戸市 2015.1.17-2.10 5,000

41 地球科学から学ぶ防災展 明石市立天文科学館 明石市 2015.1.17-3.15 7,290

42 第７回サイエンスフェアin兵庫 神戸国際展示場 神戸市 2015.2.1 1,460

43 たんぽぽ 伊丹市昆虫館 伊丹市 2015.3.3-3.22 5,794

44 ひとはくキャラバン in いちかわ図書館 いちかわ図書館 市川町 2015.3.21 245

45 たんぽぽ 伊丹市　ことば蔵 伊丹市 2015.3.24-3.31 7,735

309,415

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 ひとはくKidsキャラバン  in  三田 三田市多世代交流館ふらっ
と

三田市 2014.4.1-
2015.3.31

40,092

2 ひとはくKidsキャラバン in 姫路 ひがし交流センター 姫路市 2014.6.26 40

3 ひとはくKidsキャラバン  in 赤穂 赤穂市立海洋科学館 赤穂市 2014.7.27 622

4 ひとはくKidsキャラバン in 宝塚 フレミラ宝塚 宝塚市 2014.7.30 220

5 特別展「自然ってすごい！守りたい昆虫・
植物」

赤穂市立海洋科学館 赤穂市 2014.7.19-8.31 6,285

6 ひとはくKidsキャラバン in  尼崎 みこころ幼稚園 尼崎市 2014.8.30 113

7 ひとはくKidsキャラバン in 神戸 長尾幼稚園 神戸市 2014.11.12 240

8 ひとはくKidsキャラバン  in  西宮 夙川幼稚園 西宮市 2014.11.19 82

9 ひとはくKidsキャラバン in 宝塚 御殿山児童館 宝塚市 2014.12.26 19

10 ひとはくKidsキャラバン in 宝塚 安倉児童館 宝塚市 2015.2.7 23

11 小規模巡回展示「自然ってすごい！わく
わくネイチャー・テクノロジー」

キッズプラザ大阪 大阪市 2015.3.4-3.15 17,432

12 ひとはくKidsキャラバン in 宝塚 フレミラ宝塚 宝塚市 2015.3.26 37

13 ひとはくKidsキャラバン in 神戸 神戸青少年科学館 神戸市 2015.3.28 43

25,156

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 ひとはくキャラバン in 西在田小学校 加西市立西在田小学校 加西市 2014.5.2 110

2 ひとはくキャラバン in 武庫小学校 尼崎市立武庫小学校 尼崎市 2014.8.19 272

3 ひとはくキャラバン in 山手台小学校 宝塚市立山手台小学校 宝塚市 2014.10.2-10.16 880

4 ひとはくキャラバン in 荒井小学校 高砂市立荒井小学校 高砂市 2014.10.9 300

5 ひとはくキャラバン in 榎本小学校 大阪市立榎本小学校 大阪市 2014.10.15 450

6 ひとはくキャラバン in 榎本小学校 大阪市立榎本小学校 大阪市 2014.10.22 450

7 小さな学校キャラバン 姫路市立安富北小学校 姫路市 2014.10.23 80

8 小さな学校キャラバン 姫路市立家島小学校 姫路市 2014.10.29 173

9 小さな学校キャラバン 宍粟市立道谷小学校 宍粟市 2014.11.11 40

10 小さな学校キャラバン 香美町立余部小学校御崎分
校

香美町 2014.11.14 55

11 小さな学校キャラバン 神河町立越知谷小学校 神河町 2014.11.18 53

12 小さな学校キャラバン 宍粟市立千種小学校 宍粟市 2014.11.25 181

13 小さな学校キャラバン 丹波市立神楽小学校 丹波市 2014.11.27 63

3,107

３．学校キャラバン

２．キッズキャラバン
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【共催・協力・後援事業等】

実施主体 事業名 実施場所 実施日・期間 連携形態

1 希少植物研究会 山野草　花の形・タネの形・成長の形（春編） 博物館実験セミナー室 4/4 共催

2 アピス同好会・大谷剛 愛蜂家基礎講座・上級（全4回） 博物館および博物館養蜂場 4/26, 5/24,
6/21, 7/26

共催

3 NPO法人 人と自然の会 春の里山の植物観察会 JR道場駅～セミナーハウス 4/27 共催

4 山陰海岸ジオパーク談話
会・先山徹

岩美町・羽尾岬の火山岩を見よう 鳥取県岩美町 5/6 共催

5 山陰海岸ジオパーク談話
会・先山徹

京丹後・立岩でマグマの通り道を見つけよう 京丹後市間人 5/18 共催

6 アピス同好会・大谷剛 家族で蜂蜜しぼり5月 博物館および博物館養蜂場 5/24 共催

7 山陰海岸ジオパーク談話
会・先山徹

浜坂を作った地形と街並み見学 新温泉町山陰海岸ジオパー
ク館

6/1 共催

8 NPO法人 人と自然の会 コケ玉づくり 博物館実習室 6/7 共催

9 石ころクラブ 石ころクラブ勉強会（全7回） 博物館大セミナー室 6/8, 7/21, 8/31,
10/13,  12/23,
1/12, 2/8

共催

10 鳴く虫研究会「きんひばり」 鳴く虫インストラクター養成講座（全2回） 博物館大セミナー室 6/14, 8/30 共催

11 希少植物研究会 挿し木で増やす希少植物 博物館実験セミナー室 6/17 共催

12 アピス同好会・大谷剛 家族で蜂蜜しぼり6月 博物館および博物館養蜂場 6/21 共催

13 山陰海岸ジオパーク談話
会・先山徹・松原典孝

火山のでき方と豊岡の火山 豊岡市，兵庫県立コウノトリの
郷公園

6/29 共催

14 run♪run♪plaza ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫ｻﾏｰｽｸｰ
ﾙ（全5回）

博物館・ハチ北高原（香美
町）

7/19, 7/25-27,
7/30, 8/17, 8/24

共催

15 鳴く虫研究会「きんひばり」 親子で聞く鳴く虫の会 博物館大セミナー室 9/13 共催

16 アピス同好会・大谷剛 愛蜂家基礎講座・初級（全4回） 博物館および博物館養蜂場 9/27, 10/25,
11/22, 12/20

共催

17 山陰海岸ジオパーク談話
会・先山徹

香住海岸のカエル島と岩石 香美町香住区，香美町海の
文化館

10/19 共催

18 希少植物研究会 山野草　花の形・タネの形・成長の形（秋編） 博物館実験セミナー室 10/21 共催

19 山陰海岸ジオパーク談話
会・先山徹

鳥取砂丘の成り立ちを探ろう 鳥取市鳥取砂丘ジオパーク
センター

11/16 共催

20 山陰海岸ジオパーク談話
会・先山徹

豊岡をおそった地震からの復興の歴史 豊岡市，兵庫県立コウノトリの
郷公園

11/30 共催

21 NPO法人 人と自然の会 コンニャク作り 博物館実験セミナー室 2/14 共催

22 三田市有馬富士自然学習
センター

自然ってすごい！ネイチャー・テクノロジー展
三田市有馬富士自然学習セ
ンター

3/29～5/25 共催

23 徳島県立あすたむらんど
子ども科学館

南米の昆虫展 徳島県立あすたむらんど　子
ども科学館

4/26～5/06 共催

24 福崎町教育委員会 企画展「蚕のいるくらし」 福崎町立歴史民俗資料館 4/19〜5/31 共催

25 兵庫県立南但馬自然学校 みなみたじま自然学校で観察できる動物た
ち

兵庫県立南但馬自然学校 5/6〜6/27 共催

26 NPO法人北播磨市民活動
支援センター

NPO法人北播磨市民活動支援センター　自
然観察サポーターチーム活動への支援事業

小野市内など H.26.5～H.27.3 共催

27 兵庫県神戸県民センター 東お多福山草原生物多様性ガイド養成講座 中央労働センター、東お多福
山草原、県民会館

6/28, 9/6,
10/13, 10/18,
11/16

共催

28 瑞宝園 夏休み特別企画　昆虫標本展 瑞宝園 7/21〜8/31 共催

29 兵庫県立図書館 兵庫県立図書館開館40周年記念ふるさと
ひょうご特別展示「タヨウ星人のいきもの大百
科事展」

兵庫県立図書館 7/18〜9/30 共催

30 豊岡市教育委員会文化振
興課
但馬国府・国分寺館

但馬国府・国分寺館　第19回ミニ企画展「甲
虫大集合！」

但馬国府・国分寺館 7/19〜8/31 共催
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実施主体 事業名 実施場所 実施日・期間 連携形態

31 南あわじ市教育委員会 第10回　南あわじ地学の会　展示会 パルティ１階フロア 7/19〜8/3 共催

32 淡路市教育委員会 「サンシャインホール親子体験学習講座及び
企画展示会」並びに「野島断層親子体験学
習講座」

サンシャインホール、北淡震
災記念公園セミナーハウス

8/9〜8/17 共催

33 南あわじ市南淡図書館 巡回展示文庫「図書館を活用した防災学習」 南あわじ市南淡図書館 8/8〜9/3 共催

34 兵庫県阪神南県民セン
ター

尼崎の森中央緑地300人の昆虫大捜査線 尼崎の森中央緑地 9/23 共催

35 大船渡市立博物館 平成26年度大船渡市立博物館教育普及事
業「おおふなと しぜんかわらばん2014」

大船渡市立博物館 10/4～10/31 共催

36 宝塚市立山手台小学校 ひとはくキャラバンin山手台小 宝塚市立山手台小ワークス
ペース

10/2〜10/16 共催

37 徳島県立あすたむらんど
子ども科学館

第32回企画展「真冬の昆虫展」 徳島県立あすたむらんど　子
ども科学館　特別展示室

12/30〜1/18 共催

38 淡路市教育委員会 野島断層活用フォーラム 北淡震災記念公園セミナー
ハウス

1/17 共催

39 公益社団法人日本地震学
会

阪神・淡路大震災20年シンポジウム　地震被
害の軽減に向けた研究者たちのメッセー
ジー阪神・淡路大震災20年：地震関連科学
の到達点と新たな決意ー

兵庫県私学会館 1/24 共催

40 兵庫県立図書館 ひとはく×明石市立天文科学館×県立図書
館　防災ワークショップ

兵庫県立図書館・明石市立
天文科学館

2/1 共催

41 明石市立天文科学館 防災ワークショップ 明石市立天文科学館 2/1 共催

42 大阪大学総合学術博物館 第7回特別展　漢方今昔物語「漢方今昔物
語　製薬国産化のキーテクノロジー」

大阪大学総合学術博物館 4/26～7/19 協力

43 六甲山を活用する会 平成26年度「六甲山魅力再発見市民セミ
ナー」

六甲山 4/19, 6/21,
8/16, 10/18

協力

44 六甲山を活用する会 平成26年度六甲山環境整備協議会運営、
および「二つ池環境学習林」の景観整備・環
境調査等の指導者派遣（平成26年4月〜平
成27年度3月31日の不定期）

六甲山 6/11, 1/7 協力

45 NPO法人さんぽくらぶ はちみつしぼり・イナゴをとって食べる 博物館・NPOさんぽくらぶの
畑（神戸市北区）

6/15, 10月上旬
の火曜日と水曜
日

協力

46 琴引浜鳴き砂文化館 世界のカブトムシ、クワガタ展 琴引浜鳴き砂文化館 7/19〜8/4 協力

47 明石市 あかし　いきものフォーラム 明石市生涯学習センター 7/25 協力

48 兵庫県立淡路夢舞台温室
奇跡の星の植物館

南の島の夏物語ー「南の島からの贈り物」 淡路夢舞台温室　奇跡の星
の植物館

7/19〜9/28 協力

49 大阪大学総合学術博物館 2014年夏期特集展覧会　奇跡の古代鰐（ワ
ニ）マチカネワニ—発見50年の軌跡—

大阪大学総合学術博物館待
兼山修学館

7/26〜8/30 協力

50 六甲山を活用する会 2014年度「六甲山子どもパークレンジャー」
の学習綱領・運営方針づくり（不定期）2014
年夏の「六甲山子どもパークレンジャーを目
指そう！」（H26年8月3日), 2015年冬の「六
甲山子どもパークレンジャーを目指そう！」
（H27年2月1日)

六甲山 8/3, 2/1 協力

51 琴引浜鳴き砂文化館 海浜のハチ、日本のセミ展 琴引浜鳴き砂文化館 8/9〜8/24 協力

52 弥生が丘自治会 弥生ふるさとまつり 弥生小学校 8/30 協力

53 山陰海岸ジオパーク推進
協議会

食のジオパーク楽しもう！—香美町のジオの
恵みー

香美町立ジオパークと海の文
化館

9/4〜9/23 協力

54 琴引浜鳴き砂文化館 もっと魚を知ろう展 琴引浜鳴き砂文化館 10/4〜11/3 協力

55 兵庫県立図書館 兵庫県立図書館開館40周年記念ふるさと
ひょうご特別展示「アートショカン！展」

兵庫県立図書館 10/1〜10/31 協力

56 国立淡路青少年交流の家 淡路うずしおフェスティバル2014 国立淡路青少年交流の家 11/9 協力

57 神戸市 生物多様性シンポジウム「外来生物から考え
る」

神戸市シルバーカレッジ　カ
レッジホール

11/9 協力

58 兵庫県阪神北県民局 北摂SATOYAMA国際シンポジウム 宝塚ホテル・川西市黒川地域 11/30〜12/1 協力
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実施主体 事業名 実施場所 実施日・期間 連携形態

59 兵庫県園芸・公園協会共同
体　明石海峡公園管理セン
ター

あわジオフェスティバル2014 国営明石海峡公園 12/20〜1/12 協力

60 兵庫県立歴史博物館 特別企画展「災害と歴史遺産」 兵庫県立歴史博物館 1/10〜3/15 協力

61 北淡国際活断層シンポジウ
ム実行委員会

北淡国際活断層シンポジウム2015 淡路夢舞台国際会議場
北淡震災記念公園セミナー
ハウス

1/13〜1/16 協力

62 ボランティア団体　ユー・ア
イ・アソシエーション

兵庫県南部地震犠牲者追悼のつどい　第20
回あなたの思いを灯してください

伊丹市昆陽池公園 1/16〜1/17 協力

63 明石市立天文科学館 阪神淡路大震災から20年　地球科学から学
ぶ防災展

明石市立天文科学館 1/17〜3/15 協力

64 淡路夢舞台ミュージアム
パーク共同事業体

淡路夢舞台ラン展2015 兵庫県立淡路夢舞台温室
「奇跡の星の植物館」

1/24〜3/8 協力

65 兵庫県立図書館 徳島県立図書館×兵庫県立図書館　交流
展示「兵庫県立図書館ビブリオ堂〜図書館
を活用した歴史・防災学習〜」

徳島県立図書館 2/16〜4/19 協力

66 兵庫県立図書館 兵庫県立図書館40周年本の寄贈キャンペー
ン　ふるさとひょうご特別展示「ふるさとひょう
ご何でも図書館」展

兵庫県立図書館 2/20〜5/20 協力

67 大阪市立自然史博物館 日本スペイン交流400周年事業　特別展「ス
ペイン　奇跡の恐竜たち」

大阪市立自然史博物館ネイ
チャーホール

3/21〜5/31 協力

68 NPO法人おおやアート村 BIG LABO！アートこん虫てん おおやアート村BIG LABO展
示場

3/12〜9/1 協力

69 宝塚市自然保護協会 SATOYAMA講演会「外来種　なぜ悪
い！？」生物多様性を在来種・外来種から考
える

ぷらざこむフリールーム 5/17 後援

70 伊丹市市民自治部環境政
策室みどり公園課

伊丹生きものマイスター講座（伊丹市生物多
様性学習講座）

中央公民館ほか 8/1〜3/31 後援

71 国崎クリーンセンター啓発
施設

記念講演会　北摂の原風景 国崎クリーンセンター啓発施
設研修室

3/22 後援
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フロアサービス実績一覧 
 
デジタル紙芝居（231 回 のべ 8,381 人） 

丹波の恐竜タンタンものがたり(1,405)	 	  
丹波の恐竜たんたんのひとはくナイトミュージアム(1,061) 
アンモナイト物語(1,060)	 	 スミスネズミと 100年の森(906) 
ぶくぶくあわわ～森から川へのおくりもの(543)	 	  ころころだんちゃん(527) 
コウちゃんの 60日間(522)	 	 オランとウーたんのジャングル探検記(437) 
ぽこぽこぽこ～森をつなぐ～(431)	 	 タヨウ星人スナ・メリメリの冒険(428) 
くるりん･ひらりん空のたび(422)	 	 たんぽぽレストラン(290) 
アリマキのドロップ(197)	 	 ススキ草原のオーケストラ(99) 
うりんぼうのごちそう(53)	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

展示室ツアー（293 回 のべ 5,090 人） 

ボルネオジャングル探検ツアー(3,320)	 	  ひょうごの自然じまんツアー(920) 
海の仲間たちツアー(491)	 	  ひょうごのどうぶつ(140) 
たんばのきょうりゅうツアー(77)	 	 川から海へ(61)	  
ひとはく不思議発見ツアー(43)	 	 ３階展示室ダイジェスト(38) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

フロアスタッフとあそぼう（164 回 のべ 4,471 人） 
	 飛行リング(1,017)	 	 画はくの日(422)	 	 くるくるとぶタネ(372) 
	 ハネフクベ(338)	 	 モールで恐竜をつくろう！(271)	 	 川でさかなつり(257) 
	 きょうりゅう骨パズル(243)	 	 どうぶつビンゴ(138)	 	 けんちくかの日(132) 
	 ぽこ・ぽこ☆キノコ～しおりつくり～(106)	 	 たんぽぽコースター(95) 
	 ティラノ☆ハット(92)	 	 こんちゅう☆万華鏡(91)	 	 さかな万華鏡(89) 
	 簡単！化石のレプリカつくり(86)	 	 こいのぼりをとばそう(82)	 	 六角パズル(76)	 	  
ちょうちょクイリング(74)	 	 かたつむりクイリング(73)	 	 風にのってとぶタネ(67)	 	  
モールでダンゴムシをつくろう！(66)	 	 クリスマスモビール(61) 
アンモナイトおりがみ(53)	 	 みんなで、ひとはく雛をつくろう！(46) 
丹波竜万華鏡つくり(46)	 	 くちばしペーパークラフト(30)	 キラキラ☆万華鏡(24)	 	  
こうのとりのおりがみ(21)	 	 ひとはくキュービックパズル(3) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

うきうきワークショップ（47 回  のべ 4,262 人） 

	 簡単化石のレプリカづくり(3,355)	 	 とぶタネの模型をつくってあそぼう！(189) 
恐竜★化石うちわづくり(106)	 	 リサイクル工作ミニクリップ(95)	 	  
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ちょうちょペーパークラフト(94)	 	 きょうりゅうおりがみ(91)	  
ハナカマキリペーパークラフト(80)	 	 からくり！隠れびょうぶ(79) 

	 プラバンつくり(62)	 	 アンモナイトネームカードつくり(49)	  
ミニチュアジャングルをつうくろう！(39)	 チョコでつくる恐竜の歯(23) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

ひとはく探検隊（９回 のべ 256 人） 

	 ザリガニ捕まえられるかな？(62)	 	 きのこ GETだぜ!!(53)	 	 落ち葉で遊ぼう(32) 
	 アリをみつけよう！(21)	 	 公園の小さな生きものをみに行こう(20) 
	 ひとはくの石たんけん(19)	 	 初夏の鳥をさがそう(18)	 	 深田公園のひみつ(17) 
	 150年前のひょうごの風景をみてみよう！(14) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

特注（68 回 のべ 2,740 人） 

	 特注デジタル紙芝居(1,953)	 	 特注展示室ツアー(435)	 	 特注恐竜ラボレク(249) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

2014/4/1～2015/3/31	 	 812回	 のべ 25,200人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※デジタル紙芝居	

「オランとウーたんのジャングル探検記」より	
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外部資金導入状況

◆科研費等助成金

助成課題名 助成者 種別
代表者名（所
属）

分担者名（館員
のみ）

助成金額（万
円）

1 希少種ニホンイヌワシの保全－餌利用
の季節的変化を考慮した生息地管理
策の構築－

日本学術振興会 若手研究(B) 布野隆之 40

2 地震断層等を活用した防災教育・地学
教育の展開

日本学術振興会 挑戦的萌芽 加藤茂弘 90

3 ラミダス化石等人類進化研究を中心と
したマクロ形態研究の推進と基盤充実

日本学術振興会 特別推進研究 諏訪　元（東京
大学総合研究
博物館・教授）

加藤茂弘 500

4 恐竜化石を活かした自然史リテラシー
の涵養と環境教育への展開

日本学術振興会 基盤研究（C) 佐藤裕司 古谷　裕・三枝
春生・半田久美
子・池田忠広

70

5 ジオパークにおける展示・学習施設の
活性化を促す学習プログラム構築と博
物館の役割

日本学術振興会 基盤研究（B) 先山　徹（兵庫
県立大学・准
教授）

藤本真里・赤澤
宏樹・高野温子

10

6 被災した子ども達が大人になるまで―
博物館こそができる長期継続型支援シ
ステムの構築

日本学術振興会 基盤研究（C) 八木　剛 古谷　裕・小舘
誓治・赤澤宏樹

10

7 伝統的な祭司空間にみる地域の自然
生態的インフラの継承システムに関す
る研究

日本学術振興会 基盤研究（C） 上甫木昭春 上田萌子 25

8 下部白亜系篠山層群産カエル類・トカ
ゲ類化石の分類学的研究

日本学術振興会 若手研究（Ｂ） 池田忠広 170

9 アダプティブ・マネジメントによるコウノト
リ野生復帰の研究と実行

日本学術振興会 基盤研究（B) 江崎保男 三橋弘宗 494

10 照葉樹林の自然性および種多様性の
復元に関する基礎的研究

日本学術振興会 基盤研究（C) 石田弘明 黒田有寿茂・小
舘誓治

100

11 DAISYを応用したコミュニケーション障
がい者にもわかりやすい展示解説技
術の開発

日本学術振興会 基盤研究(C) 三谷雅純 33

12 海岸植生の生物多様性保全に向けた
管理体系の構築－山陰海岸国立公園
を事例に

日本学術振興会 若手研究(B) 黒田有寿茂 78

13 東アジアの広域に見られるニホンスッ
ポン種群の個体群分類学的研究

日本学術振興会 基盤研究（C) 太田英利 135

14 分子生物学的手法によるオキナワキノ
ボリトカゲ外来個体群の原産地の特定

日本学術振興会 基盤研究（C) 本多正尚（筑
波大生命環境
科学系・教授）

太田英利 20

15 アリ－アリ擬態クモ共生系の食物連鎖
構造の解明：多様性創出は生態系安
定に寄与するか

日本学術振興会 基盤研究（C) 橋本佳明 45

17 広域分布する蘚苔類における地域集
団間分化の解明

日本学術振興会 基盤研究（C) 秋山弘之 190

18 東南アジア林冠部植物多様性と地理
的生態的な群集分化解明のための広
域的インベントリー

日本学術振興会 基盤研究（A） 神崎　護（京
大）

秋山弘之 30

19 送粉者を共有する単系統群の進化プ
ロセスの解明

日本学術振興会 基盤研究（C) 高野温子 221

20 東南アジアにおける吸血節足動物媒
介性ウイルスの網羅的探索とリスクマッ
プ作製

日本学術振興会 基盤研究
(B)(海外学術
調査)

沢辺京子（感
染研・昆虫医
科学部長）

山内健生 100
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助成課題名 助成者 種別
代表者名（所
属）

分担者名（館員
のみ）

助成金額（万
円）

21 兵庫県但馬沖の中層・深海域におけ
る生物多様性の解明と地域活性化の
取り組み

公立大学法人兵庫
県立大学特別研究
助成

和田年史 三橋弘宗・山内
健生

20

22 「頭足類学」創成に向けたシンポジウム
への参画および野外調査拠点の探索

公立大学法人兵庫
県立大学自然・環
境科学研究所部局
特色化推進費

和田年史 5

23 暖温帯の砂浜海岸における地域本来
の成帯構造からみたクロマツ林に代わ
る海岸林の解明

ニッセイ財団 上田萌子 130

24 伊豆周辺に産するシソ科植物を用い
た雌性両全異株性の進化に関する研
究

新技術開発財団 高野温子 138

25 感染症を媒介する節足動物の分布・
生息域の変化、感染リスクの把握に関
する研究

平成24年度厚生労
働科学研究補助金
（新型インフルエン
ザ等新興・再興感
染症研究事業）

沢辺京子（感
染研・昆虫医
科学部長）

山内健生 200

26 多自然地域における自生の薬草を活
用した地域再生の検討

多自然地域での調
査研究等助成金

田原直樹 赤澤宏樹・藤本
真里・上田萌
子・大平和弘

39

27 丹波市市島町における豪雨被害を契
機とした山林・農地の防災・減災力の
強化

多自然地域での調
査研究等助成金

藤本真里 田原直樹・赤澤
宏樹・上田萌
子・大平和弘

50

28 古写真による地域らしさの想起とまち
づくりへの活用

多自然地域での調
査研究等助成金

赤澤宏樹 田原直樹・藤本
真里・上田萌
子・大平和弘

49.6

29 小規模集落における景観資源を活用
した広域的な地域づくりの検討

平成26年度地域志
向教育研究等助成
金

赤澤宏樹 田原直樹・藤本
真里・上田萌
子・大平和弘

60

30 多自然居住地域における自生の薬草
を活用した地域再生の検討

平成26年度地域志
向教育研究等助成
金

田原直樹 赤澤宏樹・藤本
真里・上田萌
子・大平和弘

60

31 ミュージアムネットワークでユースの社
会力ＵＰ！プロジェクト

住友商事・東日本
大震災ユースチャ
レンジ・プログラム
2014

清水文美（こど
もひかりプロ
ジェクト・代表）

八木　剛 300

32 水源地生態研究会 水源地環境セン
ター

江崎保男（兵
庫県立大学・
教授）

布野隆之 40

合計 2992.6
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◆受託研究等

委託元 金額（円）

1 淡路市教育委
員会

300,000

2 神戸市環境局 2,950,000

3 一般財団法人
日本気象協会

964,000

4 大阪ガス株式
会社

1,342,440

5 公益財団法人
ひょうご環境
創造協会

50,000

6 兵庫県阪神南
県民センター

1,107,000

7 明石市 750,000

8 兵庫県阪神北
県民局

1,000,000

9 三田市 600,000

10 神戸市 1,999,512

11 株式会社
Mizkan
Holdings

750,000

12 兵庫県立淡路
景観園芸学校

350,000

13 丹波市 1,561,000

14 山陰海岸ジオ
パーク推進協
議会

70,000

15 三田市 2,856,600

16 あかしあ台自
治会

100,000

　 16,750,552

パークマネジメントの新展開に関する研究

再度山永久植生保存地調査業務（第9回）

ミツカンよかわビオトープ倶楽部10年の成果と課題に関す
る研究

慶野松原維持のための林床植生適正化に関わるウンラン
等栽培・管理研究業務

南公園里山保全・育成プロジェクト里山担い手養成業務

三橋弘宗

石田弘明・橋本佳延・黒田有寿
茂・藤井俊夫

橋本佳延

黒田有寿茂

生物多様性あかし戦略の推進に係る大久保町松陰新田地
域等における植生調査研究業務

合計

橋本佳延

黒田有寿茂・石田弘明・橋本佳
延

藤本真里

橋本佳延・石田弘明・黒田有寿
茂

橋本佳延・小舘誓治・黒田有寿
茂

三橋弘宗・和田年史

赤澤宏樹

赤澤宏樹・上田萌子・大平和弘

香美町立ジオパークと海の文化館における「山陰海岸ジオ
パーク・ジオキャラバン」の実施支援と展示作成に関する研
究開発

既成市街地内景観形成重点地区景観計画（案）策定業務
委託

あかしあ台地域まちづくり活動支援業務委託

丹波竜の全身骨格復元に関する調査研究

受託者

藤本真里

黒田有寿茂

三枝春生・池田忠広

件名

平成26年度大阪ガス株式会社姫路製造所等における生物
多様性対応関連業務

野島断層の保存と活用に関する研究

長尾山埋め立て処分地浸出水自然浄化システムに係る基
礎実験業務

平成２６年度　淡路島太陽光発電事業地内の緑地用地域
性苗栽培業務

シダ類等の栽培実験（養生管理）

平成26年度　尼崎の森中央緑地地域性苗木栽培業務

加藤茂弘・古谷　裕・菊池直樹
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