
開催したセミナーの一覧 

平成２７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 

27.4.3 タネから育てる希少山野草 希少植物研究会 20 25 

27.4.4 
都市の歩き方・名所編 大阪市天下茶屋・北畠界隈

を歩く 

田原 直樹 10 18 

27.4.5 タンポポを調べる（全 4回－１） 鈴木 武 10 4 

27.4.9 日本一の里山、北摂地域の早春を観察しよう！ 橋本 佳延 25 20 

27.4.11 虫や花のたのしい展示づくり 高橋 晃・八木 剛 20 6 

27.4.18 タンポポを調べる（全 4回－２） 鈴木 武 10 3 

27.4.18 都市の歩き方・名所編 大阪市玉造・深江界隈を歩

く 

田原 直樹 10 11 

27.4.18 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回－１) 大谷 剛・アピス同

好会 

20 2 

27.4.22 一庫公園の里山の植物を調べよう（全 5回－１） 石田 弘明 15 10 

27.4.22 

27.4.25 

27.4.25 

27.4.26 

27.4.26 

27.4.26 

27.4.28 

27.4.29 

カラスによるゴミ被害を解決しよう！

芦屋市奥山地域で植物観察の方法を学ぶ

虫や花のたのしい展示づくり

マツバラン観察会

植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9 回－１） 
ユース昆虫研究室（全 12 回－１） 
セアカゴケグモの生態と被害対策

春の川は水生昆虫だらけ：生田川編 

布野 隆之 

小舘 誓治 

高橋 晃・八木 剛 

藤井 俊夫 

高橋 晃 

八木 剛 

高木俊 

三橋 弘宗 

30 

20 

20 

20 

10 

15 

40 

30 

4 

13 

6 

5 

16 

18 

6 

26 

27.5.1 身近な生き物を見る 鈴木 武 10 41 

27.5.6 石ころクラブ勉強会（全 8回－１） 石ころクラブ・先山

徹・加藤 茂弘 

25 24 

27.5.9 タンバティタニスってどんな恐竜？ 三枝 春生 30 13 

27.5.9 タンポポを調べる（全 4回－３） 鈴木 武 10 4 

27.5.9 コケ植物の研究 １ 野外で観察 秋山 弘之 12 23 

27.5.9 春日山原始林観察会 藤井 俊夫 20 23 

27.5.10 植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9回－２） 高橋 晃・八木 剛 10 18 

27.5.10 ユース昆虫研究室（全 12回－２） 八木 剛 15 14 

27.5.10 霊長類学 頭の体操（２０１５年版） 三谷 雅純 30 5 

27.5.16 コケ植物の研究 ２ 顕微鏡を使って観察 秋山 弘之 12 17 

27.5.16 六甲山「森の植物」観察会（春） 小舘 誓治 20 13 

27.5.16 香美町の自然―春の植物を見て歩く 高橋 晃 20 16 

27.5.16 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回－２) 大谷 剛・アピス同

好会 

20 3 

27.5.16 家族で蜂蜜しぼり 5月 大谷 剛・アピス同

好会 

30 21 

27.5.16 水圏自然史ゼミ（全 6回－１） 佐藤 裕司 1 1 

27.5.17 身近なジュラシックパーク 菊池 直樹 30 9 

27.5.17 香美町の自然―春の植物を見て歩く 高橋 晃 20 15 

27.5.20 一庫公園の里山の植物を調べよう（全 5回－２） 石田 弘明 15 12 

27.5.22 生態学基礎講座 三橋 弘宗 20 29 

博物館事業報告に関連する資料 
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27.5.23 水圏自然史ゼミ（全 6回－２） 佐藤 裕司 1 1 

27.5.23 

27.5.23 

27.5.24 

27.5.29 

27.5.29 

27.5.30 

27.5.30 

27.5.30 

27.5.31 

27.5.31 

神鍋植物ハイキング 春の花 

生態学基礎講座 

生態学基礎講座 

山野草 花の形・タネの形・成長の形（春編） 

生物進化の歴史 

恐竜とともに生きたトカゲ 

都市の歩き方・街道編 旧西国街道を歩く（茨木市

太田から豊川） 

虫や花のたのしい展示づくり 

初夏の六甲山ハイキング 

箱庭をつくろう ～ミニサイズ編～ 

高野 温子・ハチ北

自然案内人 

三橋 弘宗 

三橋 弘宗 

希少植物研究会 

菊池 直樹 

池田 忠広 

田原 直樹 

高橋 晃・八木 剛 

橋本 佳延 

大平 和弘 

20 

20 

20 

25 

10 

30 

10 

20 

25 

20 

11 

29 

29 

11 

42 

3 

13 

6 

11 

8 

27.6.3 猪名川町多田銀山のシダを見る 鈴木 武 20 7 

27.6.7 植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9回－３） 高橋 晃 10 12 

27.6.10 猪名川町多田銀山のシダを見る＜追加版＞ 鈴木 武 20 14 

27.6.13 生物潜水艦アンモナイトの謎 菊池 直樹 30 21 

27.6.13 タンポポを調べる（全 4回－４） 鈴木 武 10 4 

27.6.13 太山寺周辺の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 20 15 

27.6.13 初心者のための鳴く虫観察会 
鳴く虫研究会「きん

ひばり」 
20 4 

27.6.13 水圏自然史ゼミ（全 6回－３） 佐藤 裕司 1 1 

27.6.21 ユース昆虫研究室（全 12回－３） 八木 剛 15 9 

27.6.14 石ころクラブ勉強会（全 8回－２） 
石ころクラブ・先山

徹・加藤 茂弘 
25 17 

27.6.19 挿し木で増やす希少植物 希少植物研究会 20 18 

27.6.20 恐竜とともに生きたカエル 池田 忠広 30 7 

27.6.20 植物観察会(箕面) 藤井 俊夫 20 25 

27.6.20 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回－３) 
大谷 剛・アピス同

好会 
20 8 

27.6.20 家族で蜂蜜しぼり 6月 
大谷 剛・アピス同

好会 
30 20 

27.6.21  ＜こころ＞と＜ことば＞を科学する ２０１５ 三谷 雅純 30 5 

27.6.26 
公園利用者とすすめるパークマネージメント《入門

編》 
藤本 真里 10 0 

27.6.27 水圏自然史ゼミ（全 6回－４） 佐藤 裕司 1 1 

27.6.27 多様性生物学リサーチ・トレーニング 橋本 佳明 5 7 

27.7.4 夏のキノコ観察会 一庫公園 秋山 弘之 15 14 

27.7.4 ユース昆虫研究室（全 12回－４） 八木 剛 15 15 

27.7.4 動物の体のつくりとしくみ 1. 両生類 太田 英利 25 5 

27.7.4 夜の渚でスナガニの観察 和田 年史 30 27 

27.7.4 虫や花のたのしい展示づくり 高橋 晃・八木 剛 20 5 

27.7.4 
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－１） 

八木 剛・run♪run

♪plaza・田中 慎悟 
15 26 

27.7.5 ゾウと恐竜 三枝 春生 30 10 

27.7.5 植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9回－４） 高橋 晃 10 13 

27.7.11 森と土の観察会（再度山編） 小舘 誓治 15 15 

27.7.11 水圏自然史ゼミ（全 6回－５） 佐藤 裕司 1 1 

27.7.18 水圏自然史ゼミ（全 6回－６） 佐藤 裕司 1 1 

27.7.18 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回－４) 
大谷 剛・アピス同

好会 
20 3 

27.7.18 
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－２） 

八木剛・run♪run♪

plaza・田中 慎悟 
15 12 

27.7.23 
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－３） 

八木剛・run♪run♪

plaza・田中 慎悟 
15 12 
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27.7.25 化石のできかた 菊池 直樹 30 12 

27.7.25 カエル岩の海辺で磯の生きもの観察 和田 年史 30 18 

27.7.25 成ヶ島散策ツアー 上田 萌子 15 11 

27.7.26 身近な石ころを調べる 古谷 裕 15 11 

27.7.26 ダンゴムシを育ててみよう 鈴木 武 10 19 

27.7.28 小型昆虫の標本作製 山内 健生 15 5 

     

27.8.1 クモの巣の標本づくり 高木 俊 10 9 

27.8.1 ピカピカ泥団子をつくろう！ 赤澤 宏樹 30 23 

27.8.2～5 ユース昆虫研究室（全 12回－５） 八木 剛 15 14 

27.8.3 ピカピカ泥団子の作り方 赤澤 宏樹 50 61 

27.8.3 
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 20 18 

27.8.3 授業に使える！川の水生昆虫調べ 

三橋 弘宗・NPO 法

人野生生物を調査研

究する会 

20 16 

27.8.3 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 26 

27.8.4 「大地のつくり」の授業に役立つ自然史の学習 佐藤 裕司 30 16 

27.8.4 
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・高瀬 優

子 
20 7 

27.8.4 身近な生き物の観察～昆虫と植物の観察～ 
NPO 法人野生生物を

調査研究する会 
30 17 

27.8.4 丹波の恐竜化石と小動物化石 
池田 忠広・ラボー

ンズ 
30 13 

27.8.4 
小さな子どもの指導者向け かわいい石ころ標本づ

くり 

古谷 裕・高瀬 優

子 
20 5 

27.8.5 児童・生徒とできる里山林の調べ方 橋本 佳延 30 3 

27.8.5 箱庭づくりから学ぶ自然や文化 大平 和弘 20 12 

27.8.5 障がいのある子どもが感じていること 三谷 雅純 30 9 

27.8.5 虫を見分ける 山内 健生 20 4 

27.8.5 『ひとはく』のトリセツ 橋尾 和紀 20 2 

27.8.6 化石からみた生き物の歴史 菊池 直樹 30 12 

27.8.6 葉っぱで見分ける身近な樹木 黒田 有寿茂 20 20 

27.8.6 丹波で地層を見る 古谷 裕 15 15 

27.8.6 剪定の科学 中前 純一 20 12 

27.8.7 カタツムリとダンゴムシ 鈴木 武 20 10 

27.8.7 外来種の現状と対策 太田 英利 40 9 

27.8.7 
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 6 

27.8.7 先生が楽しむ理科工作あそび 八尾 滋樹 15 14 

27.8.9 妖怪ってどこにいる？ ひょうごの妖怪大集結！ 大平 和弘 50 26 

27.8.10 
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－４） 

八木剛・run♪run♪

plaza・田中 慎悟 
15 12 

27.8.20 昆虫の解剖 山内健生 15 5 

27.8.22 丹波の恐竜化石展示解説と化石調査会 
池田 忠広・ラボー

ンズ 
40 22 

27.8.22 植物観察会(武田尾) 藤井 俊夫 20 25 

27.8.22 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 12 

27.8.23 
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－５） 

八木剛・run♪run♪

plaza・田中 慎悟 
15 43 

27.8.29 きれいな植物標本をつくろう（全 2回－１） 高野 温子 20 6 

27.8.29 牛乳パックでイスづくり 人と自然の会 25 18 

27.8.30 

 

きれいな植物標本をつくろう（全 2回－２） 

 

高野 温子 

 

20 

 

6 

 

27.9.4 植物生態学入門 藤井 俊夫 10 46 

27.9.5 動物の体のつくりとしくみ 2. 爬虫類 太田 英利 25 8 
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27.9.5 小さい子どものための秋の鳴く虫観察会 
鳴く虫研究会「きん

ひばり」 
20 19 

27.9.12 阿瀬渓谷植物ハイキング 
高野温子・神鍋山野

草を愛でる会 
20 7 

27.9.13 植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9回－５） 高橋 晃 10 8 

27.9.20 ユース昆虫研究室（全 12回－６） 八木 剛 15 12 

27.9.13 
兵庫の２つの海を知る（日本海編）－小型地曳網で

魚の赤ちゃん調べ 
和田 年史 30 8 

27.9.16 一庫公園の里山の植物を調べよう（全 5回－３） 石田 弘明 15 9 

27.9.17 植物ウォッチング 京丹後市久美浜町 黒田 有寿茂 15 11 

27.9.19 愛蜂家基礎講座・初級（全 4回－１） 
大谷 剛・アピス同

好会 
20 11 

27.9.26 植物観察会(甲山) 藤井 俊夫 20 10 

27.9.26 おとなのための秋の鳴く虫 
鳴く虫研究会「きん

ひばり」 
20 3 

27.9.30 
ハチ北高原自然観察ツアー 秋のキノコと木の実

の観察 
秋山 弘之 10 11 

27.10.1 
ハチ北高原自然観察ツアー 秋のキノコと木の実

の観察 
秋山 弘之 10 11 

27.10.3 植物画を描こう（全 2回－１） 
高橋 晃・長谷川太

一・レモンリーフ 
20 6 

27.10.3 
都市の歩き方・名所編 大阪市遠里小野・我孫子界

隈を歩く 
田原 直樹 10 11 

27.10.3 多様性生物学リサーチ・トレーニング 橋本 佳明 5 4 

27.10.4 植物画を描こう（全 2回－２） 
高橋 晃・長谷川太

一・レモンリーフ 
20 5 

27.10.7 植物ウォッチング 高砂市阿弥陀町 黒田 有寿茂 20 8 

27.10.9 海洋生物生態学入門 和田 年史 10 56 

27.10.10 ジオアーケオロジー ～地質学からみた遺跡～ 菊池 直樹 30 10 

27.10.10 丹波並木道中央公園のシダを見る 鈴木 武 20 14 

27.10.10 虫や花のたのしい展示づくり 高橋 晃・八木 剛 20 7 

27.10.11 植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9回－６） 高橋 晃 10 8 

27.10.11 ユース昆虫研究室（全 12回－７） 八木 剛 15 15 

27.10.12 石ころクラブ勉強会（全 8回－４） 
石ころクラブ・先山

徹、加藤 茂弘 
25 12 

27.10.15 秋のキノコ観察 神戸森林植物園 秋山 弘之 15 15 

27.10.17 
都市の歩き方・名所編 大阪市桃谷・生野界隈を歩

く 
田原 直樹 10 14 

27.10.17 愛蜂家基礎講座・初級（全 4回－２） 
大谷 剛・アピス同

好会 
20 13 

27.10.21 一庫公園の里山の植物を調べよう（全 5回－４） 石田 弘明 15 9 

27.10.24 植物観察会（奈良公園） 藤井 俊夫 20 6 

27.10.24 プラスティック封入標本をつくろう 三橋 弘宗 20 35 

27.10.29 秋の里山で植物を観察しよう 石田 弘明 20 21 

27.10.30 山野草 花の形・タネの形・成長の形（夏秋編） 希少植物研究会 25 11 

27.10.30 ドングリの木を見分けよう 高野 温子 10 44 

27.10.31 秋のキノコ観察会 有馬富士公園 秋山 弘之 20 18 

27.10.31 
都市の歩き方・街道編 西国街道を歩く（伊丹市髭

の渡しから辻碑まで） 
田原 直樹 10 20 

27.11.4 奥須磨公園のシダを見る 鈴木 武 20 12 

27.11.7 六甲山「森の植物」観察会（秋） 小舘 誓治 20 13 

27.11.7 
アリ・ハチの動く仕組み：昆虫の外骨格と筋肉系の

機能形態 
橋本 佳明 20 6 

27.11.7 虫や花のたのしい展示づくり 高橋 晃・八木 剛 20 8 

27.11.8 ユース昆虫研究室（全 12回－８） 八木 剛 15 10 
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27.11.11 奥須磨公園のシダを見る《追加版》 鈴木 武 20 11 

27.11.11 一庫公園の里山の植物を調べよう（全 5回－５） 石田 弘明 15 10 

27.11.14 料理＆うんちく DE 地域再発見「牛乳」 
藤本 真里・三田市

いずみ会中川勝子 
20 17 

27.11.17 ダニの観察 山内健生 15 8 

27.11.20 霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？ 三谷 雅純 10 4 

27.11.21 芦屋市奥山地域で多様性を知る 小舘 誓治 20 16 

27.11.21 愛蜂家基礎講座・初級（全 4回－３） 
大谷 剛・アピス同

好会 
20 13 

27.11.22 植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9回－７） 高橋 晃 10 8 

27.11.23 石ころクラブ勉強会（全 8回－５） 
石ころクラブ・先山

徹、加藤 茂弘 
25 12 

27.11.28 

 

深田公園の街路樹 

 

藤井 俊夫 

 

20 

 

14 

 

27.12.5 箱庭をつくろう ～本格サイズ編～ 大平 和弘 20 10 

27.12.5 虫や花のたのしい展示づくり 高橋 晃・八木 剛 20 6 

27.12.6 むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと ２０１５ 三谷 雅純 20 3 

27.12.12 
センサーカメラを使った動物の撮影調査（全 2回－

１） 
高木 俊 15 9 

27.12.13 ユース昆虫研究室（全 12回－９） 八木 剛 15 10 

27.12.13 海岸緑地と人のくらし 上田 萌子 30 5 

27.12.17 土壌動物の観察 山内 健生 15 12 

27.12.19 カヤツリグサ科勉強会 藤井 俊夫 20 23 

27.12.19 愛蜂家基礎講座・初級（全 4回－４） 
大谷 剛・アピス同

好会 
20 19 

27.12.23 

 

石ころクラブ勉強会（全 8回－６） 

 

石ころクラブ・先山

徹、加藤 茂弘 

 

25 

 

10 

 

28.1.10 ユース昆虫研究室（全 12回－１０） 八木 剛 15 9 

28.1.11 石ころクラブ勉強会（全 8回－７） 
石ころクラブ・先山

徹、加藤 茂弘 
25 12 

28.1.15 霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？② 三谷 雅純 10 37 

28.1.16 虫や花のたのしい展示づくり 高橋 晃・八木 剛 20 6 

28.1.24 

 

植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9回－８） 

 

高橋 晃 

 

10 

 

6 

 

28.2.7 石ころクラブ勉強会（全 8回－８） 
石ころクラブ・先山

徹、加藤 茂弘 
25 12 

28.2.13 
センサーカメラを使った動物の撮影調査（全 2回－

２） 
高橋 俊 15 8 

28.2.13 コンニャク玉づくり 人と自然の会 20 17 

28.2.14 植物多様性講座－植物の形を調べる（全 9回－９） 高橋 晃 10 7 

28.2.14 ユース昆虫研究室（全 12回－１１） 八木 剛 15 8 

28.2.20 虫や花のたのしい展示づくり 高橋 晃・八木 剛 20 7 

28.2.21 鎮守の森の生態学 石田 弘明 50 32 

28.2.27 顕微鏡で花粉化石を調べる 半田 久美子 8 8 

28.2.28 

 

顕微鏡で花粉化石を調べる 

 

半田 久美子 

 

8 

 

9 

 

28.3.12 中生代陸上革命と篠山層群の化石 三枝 春生 30 12 

28.3.13 ユース昆虫研究室（全 12回－１２） 八木 剛 15 15 

28.3.19 海岸の植物・植生と環境 黒田 有寿茂 30 14 

28.3.20 丹波で中・古生代の地層を観察しよう 古谷 裕 9 9 

28.3.20 

 

虫や花のたのしい展示づくり 

 

高橋 晃・八木 剛 

 

20 

 

7 
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企画展等一覧（平成27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ました。

【特別企画】 ＊主担当者

期間 タイトル 担当者

2015.7.18～11.15 学んで魅せる標本展 ＊三橋弘宗

2015.10.31 2015年国際土壌年記念巡回展　「土って何だろう」 ＊小館誓治（ひとはく）・

～2015.11.29 埼玉県立川の博物館（展示制作）

2016.2.11～4.3 第11回共生のひろば展 ＊上田萌子（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

2015.3.21-4.5 魅せる標本展 4階ひとはくサロン

足立千恵・近藤フミ子・高
見咲恵・辰巳淳子・中川貴
美子・本田邦視・高橋 晃
(ひとはく）・八木 剛（ひとは
く）

2015.5.2.～5.17 武庫川スケッチ展 4階ひとはくサロン
武庫川がっこう・三橋弘宗
（ひとはく）

2015.4.25.～5.24
淡河かやぶき屋根保存会くさかんむり写真展「タテ糸、ヨコ
糸」

3階オープンギャラリー
淡河かやぶき屋根保存会・
橋本佳延(ひとはく）

2015.5.30～6.14 東北しぜんかわらばん展 3階オープンギャラリー
小館誓治・古谷裕・高瀬優
子(ひとはく）

2015.6.20～7.31 古写真から紐解く草原植生と利用の変遷 3階オープンギャラリー 橋本佳延（ひとはく）

2015.7.3～8.1 栗林慧写真展　虫たちの一瞬の世界 2階ひとはく多様性フロア 高木俊（ひとはく）

2015.6.20～8.2 磯田三雄原画展：昭和を歩き、町を歩き、山里に遊ぶ 4階ひとはくサロン
磯田三雄・兵庫県立人と自
然の博物館

2015.8.2～8.30 藤井千誠:花と虫の細密画展 3階オープンギャラリー
藤井千誠（北はりま植物画
同好会）・高野温子（ひとは
く）

2015.7.21～8.31 下部白亜系篠山層群から発見された卵殻化石
3階丹波の恐竜化石展示
コーナー

池田忠弘（ひとはく）

2015.8.9～10.4 山陰海岸の植物展 4階ひとはくサロン 黒田有寿茂（ひとはく）

2015.7.18～10.12 標本でたどる　アンモナイトの歴史展 1階動く大地のコーナー 菊池直樹（ひとはく）

2016.2.6～2.28 下部白亜系篠山層群から発見された卵化石
3階丹波の恐竜化石展示
コーナー

池田忠弘（ひとはく）

2016.2.11～4.3 ひとはく研究展2016「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）

2016.2.11～5.7 六甲山のキノコ展2016～毒キノコに注目～ 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）

2016.3.6～4.10 篠山層群より産出したカエル類化石
3階丹波の恐竜化石展示
コーナー

池田忠弘（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

2015.5.2～7.20 兵庫県の吸血マダニ 3階トピックスコーナー 山内健生（ひとはく）

2015.7.26～10.25. みんなでつくった・育てたビオトープ（模型） 3階トピックスコーナー
藤本真里・大平和弘（ひと
はく）

2015.10.31～
2016.1.5

小さな化石の拡大模型　製作と活用 3階トピックスコーナー 古谷裕（ひとはく）

2016.2.6～4.24 兵庫県のタンポポ2015 3階トピックスコーナー 鈴木武（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 26日～ 三田市立けやき台中学校 ２ 系統分類（森林多様性、昆虫共生） 

地球科学（地球環境地質、埋蔵自然遺産） 

生態研究（流域生態、動物共生） 

地球科学（地球環境地質、埋蔵自然遺産） 

5月 29日 三田市立藍中学校 １ 

(春前期) 三田市立狭間中学校 ２ 

 宝塚市立西谷中学校 ２ 

6月 2日～  三田市立富士中学校 １ 生物資源（植生創出、生物多様性保全） 

生物資源（植生創出、生物多様性保全） 

環境計画（コミュニティデザイン） 

環境計画（コミュニティデザイン） 

コミュニケーション（コミュニケーションデザイン） 

コミュニケーション（コミュニケーションデザイン） 

6月 5日 丹波市立山南中学校 ２ 

(春後期) 三田市立八景中学校 ２ 

 神戸市立有馬中学校 ２ 

 三田市立富士中学校 

三田市立ゆりのき台中学校 

１ 

２ 

11月 10日〜 神戸市立北神戸中学校 ２ 植物、動物、地球科学、生涯学習課 

植物、動物、地球科学、生涯学習課 

植物、動物、地球科学、生涯学習課 

11月 13日 神戸市立有野北中学校 ２ 

(秋期) 神戸市立有野中学校 

神戸大学附属中学校 

２ 

１ 地球科学 

 

 

【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 24日～28日 県立夢野台高等学校 

県立舞子高等学校 
１ 
２ 

植物、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 

 

 

  岡山理科大学 
  高知大学 
  日本大学 
  南九州大学 
  神戸芸術工科大学 

  山口県立大学 
  同志社大学 

１名 
１名 
１名 
１名 
１名 
１名 
１名 

近畿大学 
京都造形芸術大学 
琉球大学 

  関西学院大学 
  名城大学 
   

（以上 12 大学 15 名） 

４名 
１名 
１名 
１名 
１名 

 

140



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、３０７名が参加した。 

 

 

月/日(曜) 講座名 講師 参加者数 

8/3(月) 

ピカピカ泥団子の作り方 赤澤 宏樹 ６１ 

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 １８ 

授業に使える！川の水生昆虫調べ 三橋 弘宗 １６ 

牛乳パックでカメラをつくって写真をとろう！ 赤澤 宏樹 ２６ 

8/4(火) 

「大地のつくりの授業に役立つ自然史の学習 佐藤 裕司  １６ 

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 ７ 

身近な生き物の観察～昆虫と植物の観察～ 
野生生物を 

調査研究する会 
１７ 

丹波の恐竜化石と小動物化石 池田 忠広   １３ 

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 ５ 

8/5(水) 

児童・生徒とできる里山林の調べ方 橋本 佳延 ３ 

箱庭づくりから学ぶ自然や文化 大平 和弘 １２ 

障害のある子どもが感じていること 三谷 雅純 ９ 

虫を見分ける 山内 健生 ４ 

「ひとはく」のトリセツ 橋尾 和紀 ２ 

8/6(木) 

化石からみた生き物の歴史 菊池 直樹 １２ 

葉っぱで見分ける身近な樹木 黒田 有寿茂  ２０ 

丹波で地層を見る 古谷 裕 １５ 

剪定の科学 中前 純一 １２ 

8/7(金) 

カタツムリとダンゴムシ 鈴木 武 １０ 

外来種の現状と対策 太田 英利 ９ 

小さな子どもの指導者向け 先生のための「むしたんけん」 八木 剛 ６ 

先生が楽しむ理科工作遊び 八尾 滋樹 １４ 
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来館一般団体一覧 

県内からの来館：307 団体 

県外からの来館： 63 団体      合計 370 団体 

団体名 所在市町 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

マックスポーツ緑地公園 大阪府吹田市 

長野１・２隣保 神崎郡福崎町 

さくらこどもセンター 三田市 

社会福祉法人 希望の家ワークセンター 宝塚市 

歩いて健康になろう会 尼崎市 

兵庫土建組合姫路支部 姫路市 

中西子ども会 加古川市 

みみずく会 三田市 

マックスポーツ緑地公園 大阪府吹田市 

若松塾名谷校 神戸市 

川西商店連盟 川西市 

河合西町ふたばこども会 小野市 

ガッツクラブ 神戸市 

ボーイスカウト但馬地区 豊岡市 

ボーイスカウト尼崎第１３団・２５団 尼崎市 

ボーイスカウト姫路第６団 姫路市 

ボーイスカウト姫路第８団 姫路市 

ボーイスカウト兵庫県連盟神戸垂水地区 神戸市垂水区 

横尾子ども会 加西市 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

ケンミン食品 篠山市 

相生市市民生活環境課 相生市 

武庫之荘 飲み隊 尼崎市 

ITC 三田クラブ 三田市 

ＡＷＴ－ＷＭ１５０５１１ 不明 

ささやまこども園 篠山市 

高尾歴史を語る会 赤穂市 

三木市吉川町公民館 三木市 

神戸市西区職員ＯＢ会 神戸市 

松井中学校同窓会 多可町 

富田生活学校 大阪府高槻市 

ＮＳＩ舞子スイミングスクール 神戸市 

ガーデニングコミュニティサークル 神戸市 

鹿児島県姶良市議会 鹿児島県 

下祇園町中シルバークラブ 神戸市 

加東市立滝野南小学校 5 年生 PTCA 活動 加東市 

きしゃぽっぽ宝塚 宝塚市 

タキロン労働組合 たつの市 

平野子ども会 朝来市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

エースあそびの学校 三田市 

芦屋西浜公園を楽しむ会 芦屋市 

船頭少年隊 加古川市 

東播建設労働組合 三木支部 三木市 

姫路市立生涯学習大学校 姫路市 

ひよどり松寿会 神戸市 

いなみの学園園芸学科 加古川市 

八日町若草会 西脇市 

バンビ子ども会 川西市 

兵庫地区青少年問題協議会兵庫大開支部 神戸市 

デイサービス笑楽神戸市北区 神戸市北区 

はぎの会 川西市 

デイサービス笑楽神戸市北区 神戸市北区 

デイサービス笑楽神戸市北区 神戸市北区 

社会福祉法人 にこにこハウス 神戸市 

下大市老友クラブ 西宮市 

デイサービス笑楽神戸市北区 神戸市北区 

北御油幸生会 丹波市氷上町 

デイサービス笑楽神戸市北区 神戸市北区 

野村町４区子ども会 西脇市 
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和江区 京都府 

障害者サポートセンターしみず 大阪府茨木市 

デイサービス山帽子 三田市 

古大内子ども会 加古川市 

デイサービスさんだ夢の杜 三田市 

加東市立滝野東小学校親子活動 加東市 

歌羊会 三木市 

西宮市社会福祉協議会青葉園 西宮市 

のぞみ事業所 三田市 

風の子そだち園 大阪府大阪市 

鈴鹿市民生委員・児童委員協議会 三重県 

加古川市視覚障がい者協会女性部 加古川市 

万寿会 豊岡市 

清冷寺育成会 豊岡市 

のぞみ事業所 三田市 

ＮＰＯ法人シニア自然大学緑組 大阪府大阪市 

JICA 研修 不明 

チコハウス 山びここども園 姫路市 

NPO 法人シニア自然大学校 大阪府大阪市 

のぞみ事業所 三田市 

ワークセンターわかまつ 神戸市 

加古川ココロンクラブ 加古川市 

苦楽園子ども会 西宮市 

G ネット 神戸市 

福知山市母子寡婦福祉会 京都府 

洲本市更生保護女性会 洲本市 

ＮＰO 法人さんぽくらぶ もぐら隊 神戸市北区 

ひなげし 三田市 

嬉野台生涯教育センター 加東市 

豊中市教育センター 大阪府豊中市 

和貴以クラブ 神戸市 

JICA 研修 不明 

中島子ども会（御津町） たつの市 

ボーイスカウト西宮第２０団 西宮市 

阪神医療生協長洲支部 尼崎市 

市川町いずみ会 神崎郡市川町 

宝塚市立老人福祉センターフレミラ環境自然コース 1 年 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 2 年 宝塚市 

万歩会 大阪府堺市 

宍粟市やまさき文化大学役員研修 宍粟市 

新明会 宍粟市 

畑北雲寿会 京都府 

北村地区老人クラブ連合会 神戸市 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

ケアハウス丹波の郷 篠山市 

下里地区福祉委員会 加西市 

三遊会 尼崎市 

若狭美方縄文博物館友の会 福井県 

WELnet 三田 ふたば 三田市 

成徳少年野球部 神戸市 

ボーイスカウト池田５団 大阪府池田市 

美里厚生館 明石市 

浜の宮少年団浜の宮北隊（子ども会） 高砂市 

ボーイスカウト神戸５４団 神戸市 

西治子ども会 神崎郡福崎町 

加東市民生児童委員連合会 多可郡・加東郡 

太市中子ども会 姫路市 

緑の森自然キャンプ協会 神戸市 

三木市立吉川児童館 三木市吉川町 

鹿の子台少年野球団 神戸市北区 

西宮市放課後こども教室 西宮市 

ボーイスカウト神戸第５４団ビーバー隊 神戸市 

丸橋クラブ（少年野球） 宝塚市 

新町子ども会（社） 加東市 

学園児童クラブ 三田市 

広野児童クラブ 三田市 

三田市高平児童クラブ 三田市 

豊中市民協広報部 大阪府豊中市 

大久保児童クラブ 明石市 

福崎町文化センター 神崎郡福崎町 

南有路児童館 京都府 

福崎町文化センター 神崎郡福崎町 

用海地区青少年愛護協会 西宮市 

あかしあ台児童クラブ、あかしあ台第 2 児童クラブ 三田市 

あさひ子ども会（あさひ児童館内） 神戸市 

堺市地学教育研究会 大阪府堺市 

香中研高松支部理科部会 香川県 

スポーツクラブ 21 鳴尾東少年野球部 西宮市 

小部少年野球部 神戸市北区 

水内子ども会 京都府 

南あわじ市阿万東町・西町・丸田子ども会 南あわじ市 

池田市五月丘 2 丁目子ども会 大阪府池田市 

灘学習院 芦屋市 
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下滝野子ども会 神戸市 

三田 YMCA 三田市 

三木市青山公民館 三木市 

青空学級 三木市 

富士児童クラブ・富士第２児童クラブ 三田市 

西脇市教育委員会 西脇市 

竹万子ども会 赤穂郡上郡町 

垂水区子ども会連合会 神戸市 

加西市役所生活環境部環境課 加西市 

宝塚ふぁみりぃ劇場 宝塚市 

弥生児童クラブ 三田市 

武庫川イーグルス 西宮市 

児童デイサービス ぴのっきお 川西市 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

読売三田 KODOMO クラブ（読売新聞三田南①） 三田市 

夙川プリスクール 西宮市 

西脇市教育委員会 西脇市 

読売三田ＫＯＤＯＭＯクラブ（読売新聞三田南イベント 三田市 

たんぽぽの会 小野市 

鈴木用海 西宮市 

亀岡市東部児童館 京都府 

大阪市ひとり親家庭福祉連合会 大阪府 

コープこうべ生活文化センター 神戸市 

つつじが丘児童クラブ 三田市 

舞鶴市荒田市民交流センター 京都府 

TSK スポーツクラブ 神戸市垂水区 

夙川プリスクール 西宮市 

ピヨピヨキッズ 三田市 

江井島児童クラブ 2 組 明石市 

豊岡市竹野愛育班 豊岡市 

三菱ファミリークラブ高製支部 高砂市 

川西作業所 川西市 

豊里町連合町会女性部 大阪府大阪市 

ココステージ伊丹 伊丹市 

須加院子ども会 姫路市 

協同組合しんまち 京都府 

富山 神戸市 

北 YMCA 大阪府豊中市 

吹田市人権協豊二地区委員会 大阪府吹田市 

ラーンネットグローバルスクール 神戸市 

三田市子育てサークルさくらんぼの会 三田市 

High Five Kids English Daycare&school 宝塚市 

兵庫中央病院親の会 三田市 

ひまわりデイサービス 神戸市北区 

豊一豊寿会 大阪府吹田市 

たつの婦人防火クラブ連合協議会 たつの市 

祝徳公民館高齢者学級 奈良県 

武庫地区民協青少年部会 尼崎市 

特別養護老人ホーム山口苑 西宮市 

ザ・宝塚タワー自治会 宝塚市 

ホリデークラブ 大阪府東大阪市 

日本ボーイスカウト三木２団カブスカウト 三木市 

三田市国際交流協会 三田市 

青一３ ふれあいグループの会 三木市 

豊中市人権教育推進委員協議会十八中地区 大阪府豊中市 

小野市ボーイスカウト 小野市 

池の内町内会 加古川市 

龍野民生児童委員協議会 たつの市 

ニューハイツ松原自治会 大阪府 

南新町社会福祉協会 尼崎市 

ジパング倶楽部～三田屋本店での美食と日本六古窯の一 大阪府大阪市 

西宮市社会福祉協議会 安井分区 西宮市 

川西市りんどう学園 川西市 

歩う会 宝塚市 

倭の会 神戸市 

あずま野学園ＯＢの部 加古川市 

ＮＰＯ法人ボアヴィーブ 宝塚市 

京都市立洛陽工業高等学校ＰＴＡ 京都府京都市 

青少年いこいの家 川辺郡猪名川町 

ＮＰＯ法人ボアヴィーブ 宝塚市 

福井県自然観察指導員の会 福井県 

平安キャノン事務機株式会社 京都府 

パナソニック松愛会社会見学クラブ 大阪府高槻市 

みどり苑自治会 神戸市 

加古川市立神吉中学校ＰＴＡ 加古川市 

菊水ふれあいのまちづくり協議会 神戸市 

阪神シニアカレッジ(伊丹市) 伊丹市 

ＮＰＯ法人ボアヴィーブ 宝塚市 

賀古の里大学ＯＢ「悠の会５期生」 加古川市 

太翔会 たつの市 

西脇市教育委員会 西脇市 

丹波篠山と秋の味覚！！黒豆枝豆狩り体験 大阪府 

宇原子ども会 宍粟市 

兵庫県立大学親睦会西教職員組合 姫路市 
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甲南土建労働組合青年部会御影支部 神戸市 

丹有地区高校科学部会 三田市 

宝塚市立老人福祉センターフレミラ環境自然コース 1 年 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 2 年 宝塚市 

阿波観光歴史探訪の会 徳島県 

チャーチ・オブ・プレイズ 大阪府池田市 

西宮市北部水源池問題連絡会 西宮市 

兵庫県立柏原高等学校 PTA 丹波市 

平岡北少年団指導者協議会 加古川市 

平松自治会 西宮市 

別府東町子ども会 加西市 

杭瀬東高田福祉協会 尼崎市 

昆陽道塚自治会 伊丹市 

天神町自治会 神戸市 

尼崎医療生活協同組合 長洲支部 尼崎市 

養父市消防団 養父市 

魚橋いきいきサロン・たんぽぽの会 高砂市 

社会を明るくする会三中地区推進委員会 大阪府寝屋川市 

池田ふれあいのまちづくり協議会 神戸市 

西宮市浜脇老人クラブ連合会 西宮市 

片山連合女性部 大阪府吹田市 

蓮池消費者学級 神戸市 

日本アセスメント協会 大阪府 

西雲雀丘自治会 宝塚市 

ＮＰＯ法人みちしるべ神戸 神戸市 

清水・満池谷自治会 西宮市 

千里ニュータウン保育園 大阪府吹田市 

甲陽園婦人会 西宮市 

退職公務員連盟 姫路北支部 姫路市 

小野地区現代セミナー運営委員会 小野市 

平成学園 洲本市 

長田千歳婦人会 神戸市 

浜松原町自治会 西宮市 

一羊会 カノン 西宮市 

花屋敷荘園子ども会 宝塚市 

神戸学院大学教育後援会 神戸市 

姫路工業倶楽部大阪支部 大阪府大阪市 

兵庫県立大学アカデミックツーリズムプログラム 兵庫県 

茨木市宿久庄東村自治会 大阪府茨木市 

多可町加美区身体障害者団体「千峰倶楽部」 多可町加美区 

大門子ども会 神崎郡 

仲町自治会 丹波市 

若草自治会 西宮市 

有馬高校ボルネオ視察団 三田市 

ルースデイサービス 三田市 

日高共同作業所 豊岡市 

ルースデイサービス 三田市 

西宮市社会福祉協議会 西宮市 

西脇市保育協会 保育研修委員会 西脇市 

NPO 法人大阪シニア自然カレッジ 大阪府 

篠山すみれ園 篠山市 

島本町第 3 地域住民委員会 大阪府三島郡 

白川台むつみ会 神戸市 

長田寿会 神戸市 

湊川寿友の会 神戸市 

ナルク芦屋 芦屋市 

県立尼崎小田高等学校育友会 尼崎市 

神戸市老人クラブ連合会福祉部会 神戸市 

島本町教育委員会  大阪府三島郡 

摂津池田たばこ商業協同組合 大阪府池田市 

神出病院 神戸市 

高石市エイフボランタリーネットワーク 大阪府高石市 

口酒井自治会 伊丹市 

神戸市シルバーカレッジ生活環境コース 神戸市 

海内地域づくり協議会 佐用郡佐用町 

ピヨピヨキッズ 三田市 

阪神医療生協 常光寺支部 尼崎市 

阪神福祉事業団ななくさ白寿荘 西宮市 

くるみ 川西市 

東方子ども会 川西市 

武庫第十一社会福祉連絡協議会 尼崎市 

神戸市北区中学校理科教員研修会 神戸市北区 

3 丁目アイランド 神戸市 

きしゃぽっぽ宝塚 宝塚市 

ココステージ伊丹 伊丹市 

さんあい広場「さた」 大阪府守口市 

馬場子ども会 揖保郡太子町 

デイサービス笑楽 三田 三田市 

デイサービス笑楽 三田 三田市 

デイサービス笑楽 三田 三田市 

デイサービス笑楽 三田 三田市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

加西市役所生活環境部環境課 加西市 

IHI プラント建設㈱ 相生市 
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読売新聞三田南販売店 三田市 

きしゃぽっぽ川西 川西市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

三田さち幼稚園親子遠足 三田市 

神戸高校九回生ネイチャーウォッチンググループ 神戸市 

NPO ぶったぁ福祉会 淡路市 

宝塚市むこスケッチ会 宝塚市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

篠山・住吉シニアクラブ 篠山市 

西脇市小中学校教頭会 西脇市 

摂津防犯協会 大阪府摂津市 

尼崎市立身体障害者福祉センター 尼崎市 

有野台ハイキング同好会 神戸市北区 

キッズステーションココライト 神戸市 

橿原昆虫館 奈良県 

尼崎市立地域総合センター今北 尼崎市 

中筋第 2 放課後学級 京都府 

長坂ふれあいのまちづくり協議会 神戸市 

ふたかみ福祉会 大阪府羽曳野市 

六甲町４・５丁目自治会 神戸市 

中央交通バストラベルクラブ 大阪府大阪市 

明舞お助け隊 神戸市垂水区 

氷丘公民館 高齢者大学 陵の里 OB 加古川市 

三田市消費者協会 三田市 

障害者サポートセンターしみず 大阪府茨木市 

尼崎市立身体障害者福祉センター 尼崎市 

バラホーム保育所 宝塚市 

塩屋東子ども会 赤穂市 

小宅（おやけ）いずみ会 たつの市 

塚口西社会福祉協議会 尼崎市 

NPO 法人さんぽクラブ 神戸市 

グリーンシティー自治会 加古川市 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

神戸鉄道少年団 神戸市 

大阪鉄道少年団 大阪府大阪市 

長洲老人クラブ連合会 尼崎市 

西宮市立山口育成センター（学童保育） 西宮市 

鳴尾東育成センター・甲子園浜育成センター 西宮市 

NPO 法人はっち 神戸市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 

じゃがいもの家 三木市 

狭間児童クラブ 三田市 

㈱自然総研 大阪府池田市 

沢池児童クラブ（明石放課後児童クラブ） 明石市 

養父市保健衛生推進協議会 養父市 

安栄会 大阪府堺市 

有年横尾子ども会 赤穂市 

なぎさ児童館 神戸市 

三木地区老人クラブ 三木市 

夙寿会 西宮市 

清水児童クラブ 明石市 

宝塚市立宝塚小学校地域児童育成会 宝塚市 

豊中市立青年の家いぶき 大阪府豊中市 

野上児童館 宝塚市 

新北島コーポ町会女性部 大阪府 

神戸市教育委員会 神戸市 

社会福祉法人 一羊会 西宮市 

 
※    は県外団体を表す 
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来館学校団体一覧

■■  県内  ■■ 

＜保育園・幼稚園＞ ３３ 

キッズポート保育園 三田市 

なかよしキッズ 神戸市 

光の子保育園 三田市 

若草保育園 三田市 

神和保育園  三木市 

丹波市立柏原西保育所 丹波市 

丹波市立柏原保育所 丹波市 

田能っ子保育園 尼崎市 

立花ひよこ保育園 尼崎市 

ＹＭＣＡ松尾台幼稚園 川辺郡猪名川町 

しんてつ・おかば園 神戸市北区 

ふじ幼稚園 三田市 

やよい幼稚園 三田市 

伊丹市立はなさと幼稚園 伊丹市 

加東市立福田幼稚園 加東市 

吉川保育所 三木市吉川町

広野幼稚園 三田市 

三田さち幼稚園 三田市 

新清和台幼稚園 川西市 

神戸市立からと幼稚園 神戸市 

神陵台幼稚園 神戸市 

正英幼稚園 神戸市 

西舞子幼稚園 神戸市 

西脇市立西脇幼稚園・日野幼稚園 西脇市 

太陽の子保育園 神戸市北区 

鶴甲幼稚園 神戸市 

宝塚市立中山五月台幼稚園 宝塚市 

宝塚市立長尾南幼稚園 宝塚市 

宝塚南口幼稚園 宝塚市 

北摂学園幼稚園 三田市 

北摂第一幼稚園 三田市 

北摂中央幼稚園 三田市 

緑台幼稚園 川西市 

＜小学校＞  １１６ 

マリスト国際学校 神戸市 

芦屋市立岩園小学校 芦屋市 

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市 

芦屋市立朝日ヶ丘小学校 芦屋市 

伊丹市立伊丹小学校 伊丹市 

伊丹市立稲野小学校 伊丹市 

伊丹市立荻野小学校 伊丹市 

伊丹市立花里小学校 伊丹市 

伊丹市立鴻池小学校 伊丹市 

伊丹市立昆陽里小学校 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 

伊丹市立神津小学校 伊丹市 

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市 

伊丹市立摂陽小学校 伊丹市 

伊丹市立池尻小学校 伊丹市 

伊丹市立天神川小学校 伊丹市 

伊丹市立南小学校 伊丹市 

伊丹市立有岡小学校 伊丹市 

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市 

伊丹市立鈴原小学校 伊丹市 

稲美町立天満小学校 加古郡稲美町 

稲美町立天満東小学校 加古郡稲美町 

稲美町立母里小学校 加古郡稲美町 

加古川市立氷丘南小学校 加古川市 

加西市立賀茂小学校 加西市 

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 

高砂市立荒井小学校 高砂市 

高砂市立曽根小学校 高砂市 

高砂市立米田小学校 高砂市 
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佐用町立三河・南光・三日月小学校 佐用郡佐用町 

三田市立けやき台小学校 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 

三田市立学園小学校 三田市 

三田市立狭間小学校 三田市 

三田市立広野小学校 三田市 

三田市立弥生小学校 三田市 

三田市立藍小学校・つつじが丘小学校 

特別支援学級 
三田市 

三木市立三樹小学校 三木市 

三木市立自由が丘東小学校 三木市 

三木市立上吉川小学校 三木市吉川町 

市川町立瀬加小学校 神崎郡市川町 

篠山市立八上小学校 篠山市 

篠山市立味間小学校 篠山市 

洲本市立安乎小学校 洲本市 

小野市立市場小学校 小野市 

小野市立小野小学校 小野市 

小野市立小野東小学校 小野市 

神河町寺前小学校 神崎郡神河町 

神戸市立淡河小学校 神戸市北区 

神戸市立井吹東小学校 神戸市 

神戸市立魚崎小学校 神戸市 

神戸市立駒ケ林小学校 神戸市 

神戸市立桂木小学校 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 

神戸市立鹿の子台・長尾・道場小学校 

特別支援学級 

神戸市 

神戸市立春日台小学校 神戸市 

神戸市立小寺小学校 神戸市 

神戸市立真野小学校 神戸市 

神戸市立神出小学校 神戸市 

神戸市立垂水小学校 神戸市 

神戸市立西山小学校 神戸市 

神戸市立多聞台小学校 神戸市 

神戸市立長尾小学校 神戸市 

神戸市立唐櫃小学校 神戸市 

神戸市立東落合小学校 神戸市 

神戸市立櫨谷小学校 神戸市 

神戸市立八多小学校 神戸市 

神戸市立福住小学校 神戸市 

神戸市立本多聞小学校 神戸市 

神戸市立夢野の丘小学校 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 

神戸大学附属小学校 明石市 

西宮市立今津小学校 西宮市 

西宮市立上ヶ原小学校 西宮市 

西宮市立生瀬小学校 西宮市 

西宮市立東山台小学校 西宮市 

西宮市立北六甲台小学校 西宮市 

西宮市立名塩小学校 西宮市 

西脇市立芳田小学校 西脇市 

川西市立桜が丘小学校 川西市 

川西市立川西小学校 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 

川西市立明峰小学校 川西市 

川西市立陽明小学校 川西市 

多可町立中町北小学校 多可町中区 

猪名川町立松尾台小学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立大島小学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立猪名川小学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立白金小学校 川辺郡猪名川町 

朝来市立梁瀬小学校 朝来市 

尼崎市立園和小学校 尼崎市 

尼崎市立上坂部小学校 尼崎市 

尼崎市立大島小学校 尼崎市 

播磨町立蓮池小学校 加古郡播磨町 

姫路市立飾磨小学校 姫路市 

姫路市立曽左小学校 姫路市 

姫路市立大津茂小学校 姫路市 

姫路市立的形小学校 姫路市 
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姫路市立峰相小学校 姫路市 

宝塚市立安倉北小学校 宝塚市 

宝塚市立西山小学校 宝塚市 

宝塚市立長尾台小学校 宝塚市 

宝塚市立長尾南小学校 宝塚市 

宝塚市立末成小学校 宝塚市 

明石市立魚住小学校 明石市 

明石市立江井島小学校 明石市 

明石市立人丸小学校 明石市 

明石市立朝霧小学校 明石市 

明石市立明石小学校 明石市 

  

＜中学校＞  ２８  

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 

香美町立香住第一中学校 美方郡香美町 

香美町立村岡中学校 美方郡香美町 

三田市特別支援教育研究協議会中学部会 三田市 

三木市立星陽中学校 三木市 

宍粟市立山崎東中学校 宍粟市 

神戸市立横尾中学校 神戸市 

神戸市立小部中学校 神戸市北区 

神戸市立桃山台中学校 神戸市 

神戸市立福田中学校 神戸市 

神戸朝鮮初中級学校 神戸市 

神戸龍谷中学校 青谷学舎 神戸市 

親和中学校 1年Ｓ 神戸市 

須磨学園中学校 神戸市 

滝川第二中学校 神戸市 

滝川中学校・高等学校生物クラブ 神戸市 

猪名川町立中谷中学校 川辺郡猪名川町 

朝来市立生野中学校 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 

姫路市立東中学校 姫路市 

武庫川女子大学附属中学校 西宮市 

武庫川女子大学附属中学校 SSクラス 西宮市 

兵庫県立大学附属中学校 赤穂郡上郡町 

宝塚市立中学特別支援学級第９分散会合

同研修会 

宝塚市 

豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 

柳学園中学校 洲本市 

  

＜高等学校＞   １３  

県立加古川東高等学校 加古川市 

県立御影高等学校天文地学部 神戸市 

県立神戸商業高等学校 神戸市垂水区 

県立神出学園 神戸市 

県立西宮今津高等学校 西宮市 

神戸市立六甲アイランド高等学校 自然科学部 神戸市 

兵庫県立こやの里特別支援学校分教室 川辺郡猪名川町 

兵庫県立相生高等学校 相生市 

兵庫県立大学附属高等学校 赤穂郡上郡町 

兵庫県立長田高等学校 神戸市 

兵庫県立尼崎北高等学校 尼崎市 

兵庫県立舞子高等学校 神戸市 

兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市 

  

＜大学＞   ５  

県立淡路景観園芸学校 淡路市 

甲南大学 神戸市 

大阪青山大学短期大学部社会人学芸員コー

ス 

川西市 

兵庫教育大学 加東市 

湊川短期大学 三田市 

  

＜特別支援学校＞   ２  

神戸市立友生支援学校 神戸市 

宝塚市立養護学校 宝塚市 

  

県内合計   １９７  

 

 

 

■■ 県外  ■■  

＜保育園・幼稚園＞ ３  

さつきやま森の学び舎ようちえん 大阪府池田市 
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すずらん幼稚園 大阪府門真市 

福知山市立昭和幼稚園 京都府 

＜小学校＞  ２１ 

茨木市立春日小学校 大阪府茨木市 

京都府与謝野町立市場小学校 京都府 

高槻市立阿武山小学校 大阪府高槻市 

高槻市立阿武野小学校 大阪府高槻市 

高槻市立桜台小学校 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 

吹田市立千里第二小学校 大阪府吹田市 

吹田市立東佐井寺小学校 大阪府吹田市 

大阪教育大学附属池田小学校 大阪府池田市 

大阪府茨木市立彩都西小学校 大阪府茨木市 

大阪府高槻市立南平台小学校 大阪府高槻市 

大阪府吹田市立津雲台小学校 大阪府吹田市 

大阪府池田市立石橋小学校 大阪府池田市 

大阪府豊能町立東ときわ台小学校 大阪府豊能郡 

大阪府箕面市立西南小学校 大阪府箕面市 

池田市立細郷小学校 大阪府池田市 

池田市立緑丘小学校 大阪府池田市 

追手門学院小学校 大阪府大阪市 

与謝野町立岩滝小学校 京都府 

＜中学校＞  ５ 

開明中学校 大阪府大阪市 

金蘭会中学校 大阪府大阪市 

高槻中学校 大阪府高槻市 

摂津市立第二中学校フィールドサイエンス部 大阪府摂津市 

同志社香里中学校 大阪府寝屋川市 

＜高等学校＞   ９ 

愛媛県立松山南高等学校 愛媛県 

京都府立桃山高等学校 京都府京都市 

京都府立峰山高等学校 京都府 

金光学園高等学校 岡山県 

香川県立観音寺第一高等学校 香川県 

高知県立高知小津高等学校 高知県 

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 

奈良県立青翔高等学校・中学校 奈良県 

＜大学＞   ５ 

花園大学 文化遺産学科 京都府 

京都大学アフリカ地域研究資料センター 京都府京都市 

広島大学理学部地球惑星システム学科 広島県 

大阪大学 大阪府豊中市 

大阪府立大学生命環境科学域 大阪府堺市 

＜特別支援学校＞ １ 

大阪府立中津支援学校 大阪府大阪市 

県外合計 ４４ 
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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 アート昆虫展 養父市　おおやアート村 BIG

LABO
養父市 2015/3/12-9/1 2,290

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 2015/4/1-8/23 7,766

3 ありまふじフェスティバル 兵庫県立有馬富士公園 三田市 2015/4/25 1,650

4 稲美ふれあいまつり 稲美中央公園 稲美町 2015/5/3 1,800

5 ひとはくキャラバン in 丹波 コモーレ丹波 丹波市 2015/5/5 108

6 むしまつり おおやアート村 BIG LABO 養父市 2015/5/31 159

7 ヒメボタルサミット 薬草薬樹公園，和田中学校 丹波市 2015/6/20 250

8 わくわく昆虫フェスタ 淡路島国営明石海峡公園 淡路市 2015/7/11-8/31 31,162

9 ひとはくキャラバン in 上坂部西公園 尼崎市上坂部西公園 尼崎市 2015/7/19 1,201

10 ひとはくキャラバン in 上坂部西公園 尼崎市上坂部西公園 尼崎市 2015/7/19-7/31 2,869

11 特別展示 瑞宝園 神戸市 2015/7/20-8/31 2,038

12 ひとはくキャラバン in 道の駅　みき 道の駅　みき 三木市 2015/7/26-8/31 45,689

13 さんだサイエンスフェスティバル 三田市まちづくり協働セン
ター

三田市 2015/8/1 158

14 ひとはくキャラバン in淡路文化資料館 淡路文化資料館 洲本市 2015/8/1 62

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 2015/8/4-8/27 114,540

16 ひとはくキャラバン in元浜緑地 尼崎市元浜緑地 尼崎市 2015/8/5-8/9 408

17 東お多福山巡回写真展 神戸市立森林植物園 神戸市 2015/8/6-8/31 2,200

18 ひとはくキャラバン in元浜緑地 尼崎市元浜緑地 尼崎市 2015/8/8 361

19 身近な海の生き物展 相生市立図書館 相生市 2015/8/11-8/16 1,101

20 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 2015/8/15 135

21 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 2015/8/19 350

22 ひとはくキャラバン in 香川大学博物館 香川大学博物館 香川県高松
市

2015/8/21-8/22 244

23 ひとはくキャラバン in さんふらわあ フェリーさんふらわあ 神戸市 2015/8/23 628

24 宝塚サマーフェスタ 宝塚市　末広中央公園 宝塚市 2015/8/24 1,300

25 ひとはくキャラバン in 九州国立博物館 九州国立博物館 福岡県太宰
府

2015/8/29-8/30 1,400

26 東お多福山巡回写真展 兵庫県立美術館 神戸市 2015/9/16-9/29 2,300

27 東北キャラバン 岩手県立いわて子どもの森 岩手県二戸
郡

2015/9/27 300

28 東お多福山巡回写真展 伊丹市立生涯学習センター 伊丹市 2015/10/1-10/9 1,600

29 ひとはくキャラバン in 並木道中央公園 兵庫県立丹波並木道中央公
園

篠山市 2015/10/4 6,013

30 ひょうごミュージアムフェア 神戸ハーバーランド 神戸市 2015/10/4 1,700

31 働く車大集合 加東市　東条湖おもちゃ王国 加東市 2015/10/17 1,850

32 東お多福山巡回写真展 芦屋市立市民センター 芦屋市 2015/10/23-11/1 2,000

33 ひとはくキャラバン in 西武庫公園 尼崎市立西武庫公園 尼崎市 2015/10/24 605

34 ひとはくキャラバン in 八鹿 養父市八鹿公民館 養父市 2015/10/31 100

35 東お多福山巡回写真展 神戸市シルバーカレッジ 神戸市 2015/11/5-11/19 3,080

36 うずしおフェス 国立淡路青少年交流の家 南あわじ市 2015/11/7 1,836

37 たんばっ子フェスティバル 篠山市四季の森 篠山市 2015/11/7 568

38 羅漢の里もみじまつり 相生市立羅漢の里 相生市 2015/11/8 300

39 ふれあいの祭典エコフェスタ 淡路おのころランド 淡路市 2015/11/14-
11/15

380

40 あわじおフェスティバル 淡路島国営明石海峡公園 淡路市 2015/12/19-
2016/1/11

6,922

41 東お多福山巡回写真展 神戸市東灘区民センター 神戸市 2015/12/26-
2016/1/15

1,875

１．主催アウトリーチ事業
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42 東お多福山巡回写真展 神戸市立灘区民ホール 神戸市 2016/1/29-
2016/2/8

330

43 第8回サイエンスフェアin兵庫 神戸国際展示場 神戸市 2016/1/31 1,442

44 まなびのテーマパーク 明石市立産業交流センター 明石市 2016/2/21 705

45 サイエンス・フェスティバル 橿原市こども科学館 橿原市 2016/3/21 700

46 ひとはくキャラバンin 福良 道の駅福良 南あわじ市 2016/3/29 1,000

255,475

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!わくわくネイチャーテクノ

ロジ展
神戸青少年科学館 神戸市 2015/3/28-4/5 11,156

2 ひとはくKidsキャラバン　in 姫路 姫路市ひがし交流センター 姫路市 2015/6/30 83
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 2015/7/26 508
4 ひとはくKidsキャラバンinたなぐらまち 福島県　棚倉町立棚倉幼稚

園
福島県棚倉
町

2015/9/29-9/29 924

5 ひとはくKidsキャラバンin神戸 神戸市立長尾幼稚園 神戸市 2015/11/4 82
6 ひとはくKidsキャラバンin西宮 ニコニコ桜保育園ニコニコ会

（西宮市）
西宮市 2015/11/28 97

7 ひとはくKidsキャラバンin 仙台 仙台市八木山動物公園 仙台市 2015/12/19 294
8 ひとはくKidsキャラバンin宝塚 宝塚市　安倉児童館 宝塚市 2016/3/12 26
9 ひとはくKidsキャラバンin宝塚 フレミラ宝塚（宝塚市立大型

児童センター）
宝塚市 2016/3/30 35

13,205

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山手台小 宝塚市立山手台小学校 宝塚市 2015/9/7-10/12 11,800

2 小さな学校キャラバン 姫路市立坊勢小学校 姫路市 2015/10/21-
10/22

200

3 小さな学校キャラバン 豊岡市立但東中学校 豊岡市 2015/10/23 250

4 小さな学校キャラバン 養父市立建屋小学校 養父市 2015/11/5 60

5 小さな学校キャラバン 小野市立河合小学校 小野市 2015/11/10 434

6 学校キャラバン in 榎本小学校 大阪市立榎本小学校 大阪市 2015/11/26 600

7 小さな学校キャラバン 淡路市立富島小学校 淡路市 2015/12/2-12/2 83

13,427

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 内容 実施場所 実施日・期間
参加
者数

連携形態

1 希少植物研究会 タネから育てる希少山野草 希少植物の育て方を伝授 博物館 4/3 25 共催

2 アピス同好会・大谷剛  愛蜂家基礎講座・上級(全4
回)

ミツバチに関する学習と体験 博物館 4/18,5/16,6/20
,7/18

16 共催

3 大津まちづくり協議会 市蝶「ジャコウアゲハ（お菊
虫）」展

ジャコウアゲハに関連する昆
虫類や歴史民俗資料の展示

大津みやび野
ホーム　多目的

4/26〜5/9 1050 共催

4 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

自然観察や解説の指導 小野市内など 4月〜3月 74 共催

5 姫路市立手柄山植物園 タンポポではりまの自然度を
調べよう

タンポポに関するセミナー 手柄山温室植物
園レストハウス

5/3〜5/4
—

共催

6 NPO法人こどもとむしの会 第一線のプロがこどもたちに
語る　ムシのお話　５つ星レス

昆虫に関する講演会とワーク
ショップ

神戸大学滝川記
念学術交流会館

5/6 150 共催

7 石ころクラブ 石ころクラブ勉強会 地質や石に関する勉強会 博物館 5/6,6/14,7/20,
10/12,11/23,12
/23,1/16,2/7

99 共催

8 アピス同好会・大谷剛 家族で蜂蜜しぼり5月 家族でミツバチを理解する 博物館 5/16 21 共催

9 猪名川流域ひめぼたるネット
ワーク

いながわ　ひめぼたる　うぃー
く2015

ヒメボタルの観察 猪名川河川敷
（伊丹市下河原）

5/22,23,29,30 317 共催

10 希少植物研究会 山野草　花の形・タネの形・成
長の形（春編）

山野草の花の形・タネの形・
成長の形を紹介

博物館 5/29 11 共催

11 鳴く虫研究会「きんひばり」 初心者のための鳴く虫観察会 鳴く虫の聞き分けの指導者養
成

博物館 6/13 4 共催

12 希少植物研究会 挿し木で増やす希少植物 希少な山野草を挿し木で増
やす

博物館 6/19 18 共催

13 姫ボタル祭り実行委員会 姫ボタルまつり10周年記念
第15回ヒメボタルサミット『ヒメ
ボタルサミット in 愛しの丹波』

ヒメボタルの普及啓発 丹波市立和田中
学校・薬草薬樹
公園

6/20 50 共催

14 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

環境学習や草原か管理の実
習

神戸市教育会
館、東お多福山
草原、県民会館

6/20,8/29,10/3
,10/12,11/28

152 共催

15 アピス同好会・大谷剛 家族で蜂蜜しぼり6月 家族でミツバチを理解する 博物館 6/20 20 共催

16 run♪ run♪ plaza・八木 剛・
田中 慎悟(加古川市立少年
自然の家）

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）

鉢北で昆虫採集と勉強会 博物館、ハチ北
高原

7/4，7/18～
7/20,7/23,8/10
,8/23

105 共催

17 ひとはく連携活動グループ
run♪run♪plaza

Kidsミュージアム・インターン
シップ

ひとはく研究員の仕事を体験 博物館 7/5〜11/1 12 共催

18 豊岡市立歴史博物館ー但馬
国府・国分寺館ー

豊岡市立歴史博物館　第23
回ミニ企画展「世界のカブトム

カブトムシの関する展示 豊岡市立歴史博
物館

7/18〜9/1 2511 共催

19 地方職員共済組合兵庫県支
部

夏休み特別企画　昆虫標本
展

昆虫標本の展示 瑞宝園１階ロ
ビー

7/20〜8/31
—

共催

20 大船渡市立博物館 平成27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2015」

自然や生き物に関する作品
展示

大船渡市立博物
館

作品募集7/22
〜8/24,作品展
示10/3〜11/1

743 共催

21 道の駅みき（みきやま株式会
社）

ひとはくキャラバン2015　　昆
虫標本の展示

昆虫標本の展示 道の駅みき 7/26〜8/30
—

共催

22 国際花と緑の博覧会 コスモスセミナー自然観察教
室

小学生向けの自然観察セミ
ナー

兵庫県立奥猪名
健康の郷

8月上旬（2泊3
日）

28 共催

23 淡路市教育委員会 野島断層親子体験学習講座 断層に関する体験学習 震災記念公園セ
ミナーハウス

8/15 83 共催

24 神戸アートビレッジセンター 場のヒントのマチマナビvol.3
〜ひとはく昆虫博士と行く！
大しんかいち昆虫捜査網〜

昆虫採集と学習 神戸アートビレッ
ジセンター及び
近隣の公園等
（湊川公園・湊川

8/21 48 共催

25 NPO法人 人と自然の会 牛乳パックでイスづくり 牛乳パックを再利用したイス
づくり

博物館 8/29 18 共催

26 鳴く虫研究会「きんひばり」 小さい子どものための秋の鳴
く虫観察会

鳴く虫の聞き分けの指導者養
成

博物館 9/5 19 共催

27 宝塚市山手台小学校 ひとはくキャラバンin山手台小 地学標本の展示 宝塚市山手台小
学校

９/7〜10/12 11800 共催

28 公益財団法人兵庫県園芸・
公園協会 尼崎の森中央緑地
管理事務所

尼崎中央緑地300人の昆虫
大捜査線

昆虫採集と学習 尼崎の森中央緑
地

9/13 293 共催

29 アピス同好会・大谷剛 愛蜂家基礎講座・初級（全4
回）

ミツバチに関する学習と体験 博物館 9/19,10/17,11/
21,12/19

56 共催

30 丹波県民局県民交流室環境
課

150人の昆虫大捜査線 昆虫採集と学習 兵庫県立丹波並
木道中央公園

9/22 238 共催

31 公益財団法人国際花と緑の
博覧会記念協会

鶴見緑地昆虫クエスト大作戦 昆虫採集と学習 花博記念公園
鶴見緑地公園内

9/26 120 共催

32 鳴く虫研究会「きんひばり」 大人のための秋の鳴く虫 鳴く虫の聞き分けの指導者養
成

博物館 9/26 3 共催

33 応用生態工学学会 大阪 第1回ミュージアム連携ワーク
ショップin大阪

博物館連携に関するワーク
ショップ

大阪市立自然史
博物館

10/4 49 共催

34 キッズポート保育園 昆虫標本・植物標本等の展
示

昆虫標本・植物標本の展示 キッズポート保育
園

10/29〜11/12 174 共催

35 希少植物研究会 山野草　花の形・タネの形・成
長の形（夏秋編）

山野草の花の形・タネの形・
成長の形を紹介

博物館 10/30 11 共催

36 北摂中央幼稚園 昆虫標本展示 昆虫標本の展示 湊川短期大学附
属北摂中央幼稚
園

11/4〜11/6 573 共催

37 三田市立図書館 ひょうご子どもの読書活動推
進フォーラム「本モノ体験！」
地区テーマ 防災

読書推進セミナー 三田市立図書館 11/8,11/22〜
12/19

28860 共催

38 兵庫県立御影高等学校 六甲山のキノコ展2016 キノコに関する展示 兵庫県立人と自
然の博物館

2/11〜5/7
—

共催

39 NPO法人 人と自然の会 コンニャク玉づくり こんにゃくを手作り 兵庫県立人と自
然の博物館

2/13 17 共催
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実施主体 事業名 内容 実施場所 実施日・期間
参加
者数

連携形態

40 六甲山を活用する会 平成27年度「六甲山魅力再
発見市民セミナー」

六甲山に関する講座 六甲山自然保護
センター

4/18,6/20,8/15
,10/17

90 協力

41 丹波市 丹波竜化石工房　化石クリー
ニング&発掘体験セミナー

恐竜化石の学習 丹波竜化石工房 4/19,5/17,6/14
,7/4,9/27,10/1
1,2/21

187 協力

42 兵庫県立図書館 えほんdeピクニック 読書推進セミナー 兵庫県立図書館 4/25〜4/26 264 協力

43 六甲山を活用する会 平成27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27年4月〜平成28年度3月
31日の不定期）

六甲山の環境整備に関する
指導

六甲山 4月〜3月 42 協力

44 豊岡市 ENEOSわくわく生き物学校 生き物観察会 兵庫県立コウノト
リの郷公園・田結
湿地

6/20〜6/21 35 協力

45 芦屋市都市建設部公園緑地
課

沖ノ池緑地　学習会 生態系調査と学習会 芦屋市岩園町地
内　沖ノ池緑地

6/22,23 100 協力

46 兵庫県園芸・公園協会共同
体明石海峡公園管理セン

わくわく昆虫フェスタ 昆虫の展示や動植物の観察
会

国営明石海峡公
園

7/11〜8/31
—

協力

47 丹波市 丹波竜化石工房ちーたんの
館夏期特別展「アジアの覇
者・タルボサウルスと獣脚類

恐竜化石の展示 丹波竜化石工房
ちーたんの館

7/11〜8/31 16351 協力

48 兵庫県立図書館 特別展示①「宇宙大作戦！
展」②「アートショカン!!展」

ひょうごをテーマにした展示と
セミナー

兵庫県立図書館 7/17〜10/14
10/16〜1/20

45868 協力

49 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「地球の不
思議にであったキャプテン
クックの航海記」

昆虫標本や貝の展示 淡路夢舞台温室
奇跡の星の植物
館

7/18〜9/27 33982 協力

50 公益社団法人 Knots りぶ・らぶ・あにまるず　ICAC
KOBE 2015 〜阪神・淡路大
震災の経験を、人と動物の幸
せな未来へ〜　第４回神戸
全ての生き物のケアを考える
国際会議2015ー阪神・淡路
大震災20年記念大会　One

動物の生息環境保全に関す
る国際会議

神戸大学統合研
究拠点／神戸
ポートピアホテル

7/19〜7/20 583 協力

51 自然体験活動支援「シニア種
まき隊」

こうべ環境未来館エコ講座
ちえがいっぱい「種のふしぎ」

植物に関するセミナー こうべ環境未来
館

7/24 42 協力

52 六甲山を活用する会 2015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）2015年
夏の「六甲山子どもパークレ
ンジャーを目指そう！」（H27
年8月2日、2016年冬の「六甲
山子どもパークレンジャーを
目指そう！」（H28年2月2日

環境学習の指導 六甲山 8/2,2/2 155 協力

53 琴引浜鳴き砂文化館 「日本のトンボ、世界の珍虫、
奇虫展」（仮称）

トンボを中心とした昆虫展の
開催

琴引浜鳴き砂文
化館　研修室

8/12〜9/10 2670 協力

54 弥生が丘自治会 弥生ふるさとまつり 地域に関する学習 弥生小学校グラ
ウンド（雨天時体
育館）

8/29 150 協力

55 三田市立有馬富士自然学習
センター

企画展「もぐらのふしぎ」 モグラに関する展示 三田市立有馬富
士自然学習セン
ター

10/17〜１/17 24333 協力

56 三田市立有馬富士自然学習
センター

ミニ企画展「カラスのみわけ
方」

カラスに関する展示 三田市立有馬富
士自然学習セン
ター

10/24〜１/11 17644 協力

57 こどもひかりプロジェクト Kidsサンデースペシャル2015
in ひとはく

子ども向けのイベント実施 博物館 11/1
—

協力

58 生活クラブ　生協都市生活 生協祭の中の食育ブースで
魚クイズ

魚に関するイ学習ベント 明石市立産業交
流センター

11/8 500 協力

59 兵庫県立図書館 ひょうご子ども読書活動推進
フォーラム事業

読書推進セミナー 三田市立図書
館、神戸市勤労

11/8,12/20 326 協力

60 兵庫県阪神北県民局 北摂SATOYAMA国際ワーク
ショップ

里山に関するワークショップ 兵庫県立宝塚西
谷の森公園

11/27〜11/28 201 協力

61 橿原市昆虫館 昆虫館ふれあいデー 昆虫のふれあい体験 橿原市昆虫館 11/29 150 協力

62 北摂里山博物館運営協議会 第6回こども北摂里山探検隊
「人と自然の博物館と里庭」を
探検しよう！

里山に関する学習 兵庫県立人と自
然の博物館

12/23 19 協力

63 兵庫県立図書館 えほんdeピクニック 読書推進セミナー 兵庫県立図書館 1/6,3/20 281 協力

64 淡路市教育委員会 野島断層普及講演会2016 断層に関するセミナー 北淡震災記念公
園セミナーハウス

1/11 50 協力

65 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21回あなたの思
いを灯してください

阪神淡路大震災の追悼 伊丹市昆陽池公
園

1/16〜1/17
—

協力

66 北摂里山博物館運営協議会 平成27年度北摂里山魅力づ
くり応援事業　事例発表報告

里山に関する交流会 博物館 1/20 61 協力

67 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2016 昆虫標本の展示 兵庫県立淡路夢
舞台温室「奇跡
の星の植物館」

1/23〜3/6 23463 協力

68 神戸市立長尾小学校PTA 長尾小学校PTA事業 ふれあ
い事業 知っておきたいこと！

化石の学習 神戸市立長尾小
学校

1/27 1189 協力

69 兵庫県立図書館 平成27年度 第2回 読書講演
会

読書推進セミナー 兵庫県立図書館 3/5 41 協力

70 丹波市 丹波竜化石工房ちーたんの
館内「卵・卵殻化石展示会」

恐竜に関する展示 丹波竜化石工房
ちーたんの館

3/5〜3/31 2835 協力

71 長島観光開発株式会社 世界初！ティラノサウルス大
解剖 恐竜大発見展

恐竜化石の体験学習 ナガシマスパー
ランド

3/19〜5/8
—

協力
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実施主体 事業名 内容 実施場所 実施日・期間
参加
者数

連携形態

72 一般社団法人りょうぜん振興
公社　霊山こどもの村

霊山子どもの村　遊びと学び
のミュージアム　2016企画展
「おはよー！種！」

種に関する展示やワーク
ショップ

霊山子どもの村
遊びと学びの
ミュージアム

3/20〜12/15
—

協力

73 丹波市 丹波竜化石工房ちーたんの
館内「卵・卵殻化石説明会」

恐竜に関するセミナー 丹波竜化石工房
ちーたんの館

3/27 25 協力

74 宝塚市自然保護協会 水辺の生き物探検隊 水生生物の調査と学習 逆瀬川 7/26 — 後援
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フロアサービス実績一覧 

デジタル紙芝居（290 回 のべ 11,460 人） 

丹波の恐竜タンタンものがたり(2,059)  
丹波の恐竜たんたんのひとはくナイトミュージアム(719) 
アンモナイト物語(1,146) スミスネズミと 100 年の森(976) 
ぶくぶくあわわ～森から川へのくりもの(367) ころころだんちゃん(630) 
コウちゃんの 60 日間(234) オランとウーたんのジャングル探検記(1896) 
ぽこぽこぽこ～森をつなぐ～(624) タヨウ星人スナ・メリメリの冒険(321) 
くるりん･ひらりん空のたび(442) たんぽぽレストラン(407) 
その他(1,639)

展示室ツアー（245 回 のべ 3,778 人） 

ボルネオジャングル探検ツアー(1,440) ひょうごの自然じまんツアー(970) 
海の仲間たちツアー(467)  ひょうごのどうぶつ(505) 
ひとはく不思議発見ツアー(44) その他(352) 

フロアスタッフとあそぼう（95 回 のべ 3,021 人）

画はくの日(310) 川でさかなつり(217)   スイーツの街をつくろう？(87) 
たんぽぽモビール(71)    おひなさまづくり(29)    その他(2307) 

ワークショップ（68 回  のべ 3,924 人） 

  アンモナイト石けんをつくろう(233)  とっても簡単！化石のレプリカづくり(2,538) 
恐竜・動物うちわをつくろう(95)  恐竜をつくろう(152)   ひとはく多面体(45) 

  コウノトリのモビールをつくろう！(79)  プラ板づくり(67)   
ミニチュアジャングルをつくろう！(113)  移動博物館車「ゆめはく」をつくろう！(51) 

  アンモナイトのレプリカに色をつけよう！(457)  ちょうちょ・ペーパークラフト(94) 

ひとはく探検隊（１１回 のべ 281 人） 

ダンゴムシの観察(24)
  その他(257) 

特注（66 回 のべ 2,724 人） 

2015/4/1～2016/3/31  775 回 のべ 25,188 人 
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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 市民の強剪定要望を克服する街路
樹の維持管理システムと協働型の
景観育成計画の構築

日本学術振興会 挑戦的萌芽 赤澤宏樹 上田萌子・大
平和弘

70

2 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（兵
庫県立大・教
授

三橋弘宗 0

3 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

4 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 高野温子 25

5 シクリッドにおけるオス集団内色彩
二型の進化に関する研究

日本学術振興会 基盤研究
（B）

高橋鉄美（兵
庫県大・教
授）

280

6 鉱質土壌湿原の成立条件と生物群
集の解明

日本学術振興会 基盤研究
（B）

大塚泰介（滋
賀県立琵琶
湖博物館・学
芸員）

三橋弘宗 55

7 脊椎動物の社会進化モデルとして
のカワスズメ科魚類の社会構造と行
動基盤の解明

日本学術振興会 基盤研究
（B）

幸田正典（大
阪市立大・教
授）

高橋鉄美 0

8 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）

沢辺京子（国
立感染症研
究所・昆虫医
科学部長）

山内健生 18

9 里地・里山の生物多様性・生態系
サービス指標および評価手法の開
発

日本学術振興会 基盤研究
（B）

鷲谷いづみ
（中央大学・
教授）

大谷雅人 60

10 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 21

11 ゴルフ場の半自然草原を活用した
生物多様性の保全

日本学術振興会 基盤研究(C） 松村俊和（甲
南女子大学・
准教授）

橋本佳延 10

12 化石から探る現生種貝類の起源 日本学術振興会 基盤研究(C） 近藤康生（高
知大・教授）

菊池直樹 26

13 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 110

14 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
(大阪府立大
学・教授）

上田萌子 25

15 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（人と
自然の博物
館・主任研究
員）

古谷裕・小舘
誓治・布施静
香・赤澤宏樹

84

17 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
波大学・教
授）

太田英利 10

18 琉球列島の後期更新世－近代にお
ける陸生脊椎動物の個体群消滅お
よび絶滅に関する研究

日本学術振興会 基盤研究(C） 髙橋亮雄（岡
山理科大・准
教授）

太田英利 25

19 過去の植生の姿を後世に伝える植
生調査資料データベースの構築と
最適な公開手法の開発

日本学術振興会 若手研究
（Ｂ）

橋本佳延 160

20 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

21 海浜植生の生物多様性保全に向け
た絶滅危惧植物数種における発
芽・定着機構の解明

日本学術振興会 若手研究
（Ｂ）

黒田有寿茂 117
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22 形態と遺伝子に基づく魚類寄生虫
ウオノエ科の分類と幼生期形態の解
明

日本学術振興会 若手研究
（Ｂ）

山内健生 39

23 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 540

24 公共放送で使われる人工合成音声
が聞き取りにくいコミュニケーション
障がい者の実態把握

JR西日本あんしん
社会財団

三谷雅純 172

25 新興・再興感染症を媒介する節足
動物の対策に関する研究

日本医療研究開
発機構研究費

沢辺京子（国
立感染症研
究所・昆虫医
科学部長）

山内健生 100

26 瀬戸内海vs日本海: 兵庫の海の魅
力発見・発信プロジェクト

公益財団法人 日
本海事科学振興
財団
平成２７年度「海
の学び ミュージア
ムサポート」

和田年史（兵
庫県立人と自
然の博物館・
主任研究員）

300

27 琵琶湖北岸，八田部盆地の地下堆
積物の層序と編年に基づく岩熊(や
のくま)断層の活動性評価

東京地学協会研
究助成金

岡田篤正（京
都大名誉教
授）

加藤茂弘 50

28 浦富海岸の岩礁とサーフゾーンの
生物相・生態系構造解析

鳥取県環境学術
研究等振興事業
（環境部門）助成

吉永郁生（鳥
取環境大学・
教授）

和田年史（兵
庫県立大学・
准教授）

210

29 タンガニイカ湖における保全施策の
視察

兵庫県立大学海
外渡航費（海外研
究（自然研））

高橋鉄美 33.7

30 生物のからだの仕組みを自習できる
複合メディア型ボックスの開発

全国科学博物館
振興財団

三橋弘宗 42

31 生物多様性認証製品の流通促進に
関する研究

兵庫県シンクタン
ク等協議会

橋本佳延 大平和弘 30

合計 2,793

◆受託研究等

委託元 金額（円）
1 大阪ガス株

式会社
CSR・環境部

1,342,440

2 一般財団法
人日本気象
協会

130,000

3 一般財団法
人棚倉町活
性化協会

979,344

4 三田市 600,000

5 阪神南県民
センター

1,107,000

6 株式会社
Mizkan
Partners

750,000

7 淡路市教育
委員会

300,000

8 株式会社
ヘッズ

1,080,000

受託者件名
平成27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

平成27年度淡路島太陽光発電事業地内の緑地用地域
生種苗栽培業務（その１）

平成27年度　棚倉町里山調査業務

ブイブイの森（南公園）里山保全・育成プロジェクト里山
担い手養成業務

平成27年度　尼崎の森中央緑地　地域性苗木等栽培
業務

橋本佳延・石田弘明・黒田有
寿茂

石田弘明・橋本佳延・黒田有
寿茂・藤井俊夫

石田弘明・八木剛・黒田有寿
茂

淡路南部海岸域における自然と生活文化に関する基
礎的研究

橋本佳延

藤本真里

加藤茂弘・古谷　裕・菊池直
樹

大平和弘・上田萌子・和田年
史・菊池直樹

石田弘明・黒田有寿茂

ミツカンよかわビオトープの自然環境資源を発掘・活用
する手法に関する研究

野島断層の保存・活用に関する研究
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9 一般財団法
人日本気象
協会

590,000

10 兵庫県阪神
北県民局

1,000,000

11 兵庫県立淡
路景観園芸
学校

250,000

12 神戸市環境
局

2,800,000

13 株式会社里
と水辺研究
所

250,000

　 11,178,784

平成27年度ミツマタおよびシダ植物の栽培試験業務

黒田有寿茂

三橋弘宗

橋本佳延

平成27年度長尾山埋立処分地浸出水自然浄化システ
ムに係る基礎実験業務

合計

藤本真里パークマネジメントの新展開に関する研究　その２

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

平成27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（その２）

石田弘明
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