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キッズ

の こうきしん

ひと はく キッズ

2019 年

Kids サンデー

4/ 7 (日)

10 : 00 〜 16 : 00

！
みんな〜 ひとはくへ おいでよ
プログラム名

内容

1. ツクシとスギナ

時間・場所

ツクシとスギナは ほんとにつながって
るのかな？ 掘り起こして たしかめてみ
よう。

2. デジタル紙芝居
かみ しば

兵庫県立人と自然の博物館

い

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。

ろっこう

①「六甲のうりんぼ」

ものがたり

②「アンモナイト物語」

3. 展示解説

定員・参加費

10:30 〜 11:30
４階 実習室・深田公園

注１
定員 50 名・参加費 無料

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

座席 60 席

※当日 10：20 から 4 階実習室前
にて受付開始

担当

八木 研究員

フロアスタッフ

クイズを交えながら楽しく展示室をご案内
します。

11:30 〜 11:50
３階 展示室

なし
※3 階 入口に集合

4. タンポポを研究しよう！

顕微鏡やルーペを使って、タンポポを詳し
く調べてみよう。

13:00 〜 15:00
４階 実験セミナー室

注１
定員 12 名・参加費 無料 鈴木 研究員
※小学校 3 〜 6 年生対象

5. よく回る風車

２枚の折り紙を使って作った風車をつけて
完成させます。くるくる よく回る かわいい
風車ができあがります。（所要時間 約１5
分）

てん じ

かいせつ

「ひょうご の どうぶつ ツアー」
けんきゅう

まわ

かざぐるま

6. はかせと学ぼう !
まな

かたち

「形であてる化石クイズ
『さわってアンモ』」
か せき

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。

7. 解説！丹波の恐竜化石

３階の恐竜関係の展示、および化石のクリ
―ニング作業が行われている 恐竜ラボをご
案内します。

8. 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。

かい せつ

たん ば

きょう りゅう

か せき

「みつばち マーヤ」
「はらぺこ あおむし」

13:00 〜 15:00
4 階 ひとはくサロン
13:00 〜 15:00
4 階 オープン・ラボ

定員 50 名･参加費 100 円
※当日 12：50 から
4 階 ひとはくサロンで
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
めだかの学校

生野 研究員・

なし

フロアスタッフ

13:45 〜 14:15
３階 恐竜化石展示室・
ひとはく恐竜ラボ

なし

三枝 研究員

14:30 〜 15:00
2 階 ひとはく多様性フロア

なし

ひとはく連携
活動グループ
NPO 法人
人と自然の会

注１；定員のあるものは、推奨年齢の子どもたちを優先します。

また、推奨年齢以外の参加はご遠慮いただくことがあります。

そとはくは、みんなと一緒にそとを楽しむためのプログラムです。

そと
はく1.
そと
はく 2.

そと
はく3.

カフェ＆そとはくビンゴ

泥だんごを作ろう！
どろ

つく

移動博物館車「ゆめはく」
体験

自然を感じるゲームをしたり、そとでゆっ
くりとできる場を提供します。
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。がんばればスベ
スベ・ツルツルになるよ！

「ゆめはく」で、ひとはくキャラバンの定番
メニュー「むしむしみっけ」を体験できます。

11:00 〜 15:00
エントランスホール前
（芝生地） ※雨天中止
11:00 〜 15:00
４階 入口前

※時間内はいつでも参加できます
が，参加者が多い場合は待ってい
ただくことがあります。

13:00 〜 15:00
3 階入口前 ※雨天中止

なし

参加費 100 円

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、2019 年 5 月 5 日（日）です

■お問い合わせ先： 兵庫県立人と自然の博物館

福本 研究員

赤澤 研究員

八木 研究員

ひとはく

Kids サンデープロジェクト 079-559-2001（代表）

検索

