
 
 
 
 
 

 

 

 

開催したセミナーの一覧 
実施日 講  座  名 講師 定員 参加者数 

2018/4/8 
【普及講演会】「エチオピア大地溝帯で初期人類の進化と石器技

術の発達を探る」 
加藤茂弘 70 64 

2018/4/14 早春の北摂里山を観察しよう！ 橋本佳延 25 17 

2018/4/14 植物多様性講座―植物写真を撮って展示しよう（全 5 回） 高橋 晃 20 11 

2018/4/15 化石発掘体験セミナー（午前） 恐竜技師チーム 25 6 

2018/4/15 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 9 

2018/4/15 武田尾渓谷の植物観察会 藤井俊夫 20 19 

2018/4/15 草花なんでも鑑定団～身近な植物を見分けよう（全 3 回） 高野温子 10 8 

2018/4/15 化石発掘体験セミナー（午後） 恐竜技師チーム 25 10 

2018/4/21 東お多福山草原 春の植物観察会 橋本佳延 30 8 

2018/4/21 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（春） 小舘誓治 20 12 

2018/4/21 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回)  アピス同好会 20 3 

2018/4/21 実体顕微鏡で調べる火山灰 加藤茂弘 10 12 

2018/4/29 化石発掘体験セミナー（午前） 恐竜技師チーム 25 18 

2018/4/29 化石発掘体験セミナー（午後） 恐竜技師チーム 25 21 

2018/5/3 化石発掘調査 アカデミックキャンプ 
池田忠広, 生野賢

司, 久保田克博 
20 20 

2018/5/3 有馬富士公園初夏の植物ハイキング 人と自然の会 10 7 

2018/5/3 石ころクラブ勉強会（全９回） 石ころクラブ 25 17 

2018/5/4 化石発掘調査 アカデミックキャンプ 
池田忠広, 生野賢

司, 久保田克博 
20 20 

2018/5/5 化石発掘調査 アカデミックキャンプ 池田忠広 20 20 

2018/5/6 化石発掘体験セミナー 恐竜技師チーム 25 15 

2018/5/6 コケのテラリウムをつくろう  秋山弘之, 古原由香 30 23 

2018/5/6 化石発掘体験セミナー（午後） 恐竜技師チーム 25 19 

2018/5/9 
今、公園に問われていること。ゼミナール１ 最新事例から今の

公園を読み解く 
赤澤宏樹 20 17 

2018/5/10 コケ植物観察講座 1 秋山弘之 15 9 

2018/5/12 六甲山「森の植物」観察会（春） 小舘誓治 20 6 

2018/5/12 コケ植物観察講座 2〈顕微鏡をつかって観察〉 秋山弘之 12 12 

2018/5/12 里山の植物観察会 石田弘明 20 14 

2018/5/12 河川の水生昆虫観察会 三橋弘宗 50 16 

2018/5/13 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 9 

2018/5/13 霊長類学 頭の体操（2018 年版） 三谷雅純 10 7 

博物館事業報告に関連する資料 
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2018/5/19 コケ植物観察講座 3 秋山弘之 15 16 

2018/5/19 帰化植物ヤセウツボ観察会 藤井俊夫 20 3 

2018/5/19 絵図や古地図を片手にぶらり。今昔まち歩き【大阪・上町台地】 福本 優 10 22 

2018/5/20 淡路島の南の海岸で 7000 万年前の化石を採ろう！ 兵庫古生物研究会 30 21 

2018/5/25 生態学からみた鎮守の森 石田弘明 10 42 

2018/5/26 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回) アピス同好会 20 4 

2018/5/26 家族で蜂蜜しぼり 5 月 アピス同好会 20 13 

2018/5/26 日本の爬虫両生類相の成立ち 池田忠広 20 7 

2018/5/27 植物化石入門編１ 葉の化石を調べよう 半田久美子 10 8 

2018/5/31 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 12 

2018/6/1 公園をデザインしよう！ 大平和弘 10 40 

2018/6/3 石ころクラブ勉強会（全９回） 石ころクラブ 25 21 

2018/6/3 海岸の植物観察会 藤井俊夫 20 13 

2018/6/9 太山寺周辺の樹林で多様性を知る 小舘誓治 20 17 

2018/6/9 タンガニイカ湖産シクリッドの進化 高橋鉄美 20 8 

2018/6/9 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 1 

2018/6/10 化石発掘体験セミナー 恐竜技師チーム 25 14 

2018/6/10 植物化石入門編２ 木材の化石を調べよう 半田久美子 10 7 

2018/6/13 カラスのごみ被害を解決しよう！ 布野隆之 30 11 

2018/6/13 
今、公園に問われていること。ゼミナール２ みんなで何でもでき

る公園づくり 

赤澤宏樹, 藤本

真里, 福本 優 
20 22 

2018/6/14 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 12 

2018/6/16 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回) アピス同好会 20 4 

2018/6/16 家族で蜂蜜しぼり 6 月 アピス同好会 20 17 

2018/6/16 人と自然の博物館・森林動物研究センター 大学院公開セミナー 

佐藤裕司, 横山真

弓, 橋本佳明, 三

枝春生, 赤澤宏樹, 

太田英利, 和田年, 

高木俊, 山内健生, 

高橋鉄美 

20 18 

2018/6/17 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 8 

2018/6/17 ＜こころ＞と＜ことば＞を科学する 2018 三谷雅純 10 9 

2018/6/19 挿し木で増やす希少植物～挿し木実習～ 希少植物研究会 20 7 

2018/6/22 下部白亜系篠山層群から発見されている脊椎動物化石 池田忠広 10 42 

2018/6/24 海の生きもの調べサマースクール in いえしま(全４回） 和田年史, 桝谷英樹 15 6 

2018/6/28 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 13 

2018/6/30 キノコの観察 1 梅雨のキノコ 秋山弘之 15 9 

2018/6/30 コケ玉作り 人と自然の会 30 26 

2018/6/30 スノーケリング体験＆海中の生きもの観察(全 2 回） 和田年史 15 4 

2018/6/30 植物多様性講座―植物写真を撮って展示しよう（全 5 回） 高橋 晃 20 11 

2018/7/1 スノーケリング体験＆海中の生きもの観察(全 2 回） 和田年史 15 4 
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2018/7/11 
今、公園に問われていること。ゼミナール３ 大阪の儲ける公園を

考える 

赤澤宏樹, 藤本

真里, 福本優 
20 19 

2018/7/12 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 12 

2018/7/14 テナガエビをつかまえよう 人と自然の会 50 42 

2018/7/14 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 6 

2018/7/15 化石発掘体験セミナー① 恐竜技師チーム 25 14 

2018/7/15 
恐竜・生命史フィールド科学入門① 先カンブリア時代の地球と

生命史のパイオニア 
佐藤裕司 30 2 

2018/7/15 恐竜・生命史フィールド科学入門（全 6 回） 佐藤裕司 30 25 

2018/7/15 化石発掘体験セミナー 恐竜技師チーム 25 19 

2018/7/16 石ころクラブ勉強会（全９回） 石ころクラブ 25 22 

2018/7/19 食べられない物のふりをする動物たち 櫻井麗賀 20 8 

2018/7/21 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回)  アピス同好会 20 4 

2018/7/21 食べながら学ぶ魚の骨格（全 2 回） 三枝春生 10 7 

2018/7/21 
【江田コレクション展関連セミナー】体色の秘密ーなぜ、美しい色

彩を持つ動物たちがいるのか？ 
橋本佳明 20 4 

2018/7/22 夏休みだ！親子で作ろう天体望遠鏡！ 人と自然の会 15 20 

2018/7/22 恐竜・生命史フィールド科学入門（全 6 回） 生野賢司 30 24 

2018/7/22 
恐竜・生命史フィールド科学入門② ２時間でわかるアンモナイト

の謎 
生野賢司 30 2 

2018/7/22 草花なんでも鑑定団～身近な植物を見分けよう（全 3 回） 高野温子 10 6 

2018/7/26 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 12 

2018/7/28 ダンゴムシを育てよう 鈴木 武 10 7 

2018/7/28 食べながら学ぶ魚の骨格（全 2 回） 三枝春生 10 6 

2018/7/29 
恐竜・生命史フィールド科学入門③ 両生類・爬虫類の進化～篠

山層群のカエル・トカゲ化石～ 
池田忠広 30 26 

2018/7/30 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 25 

2018/7/30 千葉と兵庫のチバニアン 加藤茂弘 30 21 

2018/7/30 石ころから学ぼう！ 古谷 裕 15 13 

2018/7/30 植物体の内部構造を調べる 高橋 晃 15 12 

2018/7/30 デンデンムシとダンゴムシ  鈴木 武 20 14 

2018/7/30 雑木林の植物観察会 藤井俊夫 20 5 

2018/7/31 ひょうごの針葉樹 黒田有寿茂 20 16 

2018/7/31 地理情報システムの使い方  三橋弘宗 20 10 

2018/7/31 イカの魅力が伝わる「イカの解剖実習」 和田年史 20 21 

2018/8/1 ヒアリを学ぶー外来生物問題の生物学 橋本佳明 40 18 

2018/8/1 身近な自然の観察 
NPO 法人野生生物

を調査研究する会 
30 9 

2018/8/1 障がいのある子どもが感じていること 三谷雅純 30 19 

2018/8/1 里地里山で身近な植物を観察しよう 黒田有寿茂 20 15 

2018/8/2 森の土の基礎を学ぶ 小舘誓治 10 8 

2018/8/2 生物多様性を学ぶ 高橋 晃 40 15 

2018/8/2 宇宙と水中の世界を知る 
NPO 法人野生生物

を調査研究する会 
20 8 
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2018/8/2 昆虫の多様な形態・行動とそのはたらきについて学ぶ 櫻井麗賀 40 17 

2018/8/3 ピカピカ泥だんごの作り方 赤澤宏樹 50 46 

2018/8/3 川の水生昆虫調べと授業への活用 三橋弘宗 20 11 

2018/8/3 恐竜入門～子ども達の恐竜の話が分かる！を目指して～ 久保田克博 40 38 

2018/8/4 藍の生葉染め 人と自然の会 20 12 

2018/8/4 石ころのしらべ方、標本づくり run♪run♪plaza 16 1 

2018/8/4 石ころのしらべ方、標本づくり  run♪run♪plaza 16 1 

2018/8/5 化石発掘体験セミナー① 恐竜技師チーム 25 23 

2018/8/5 恐竜・生命史フィールド科学入門（全 6 回） 三枝春生 30 21 

2018/8/5 
恐竜・生命史フィールド科学入門④ 私たちの体に残る恐竜の爪

痕 
三枝春生 30 7 

2018/8/5 化石発掘体験セミナー② 恐竜技師チーム 25 19 

2018/8/6 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 32 

2018/8/7 魚の透明標本をつくる（全３回） 高橋鉄美 8 3 

2018/8/8 
今、公園に問われていること。ゼミナール４ ルールとマナーから

の公園運営 
赤澤宏樹  20 21 

2018/8/9 魚の透明標本をつくる（全３回） 高橋鉄美 8 3 

2018/8/9 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 10 

2018/8/10 石ころをしらべよう ① 10：00～11：30 古谷 裕 1 1 

2018/8/10 魚の透明標本をつくる（全３回）  高橋鉄美 8 3 

2018/8/10 石ころをしらべよう ② 13：00～14：30 古谷 裕 1 0 

2018/8/10 石ころをしらべよう ③ 15：00～16：30 古谷 裕 1 0 

2018/8/11 海の生きもの調べサマースクール in いえしま(全４回） 和田年史, 桝谷英樹 15 5 

2018/8/11 海岸の植物・植生と環境 黒田有寿茂 20 7 

2018/8/12 化石発掘体験セミナー 恐竜技師チーム 25 29 

2018/8/12 石ころをしらべよう ④ 10：00～11：30 古谷 裕 1 0 

2018/8/12 石ころをしらべよう ⑤ 13：00～14：30 古谷 裕 1 1 

2018/8/12 恐竜・生命史フィールド科学入門（全 6 回） 半田久美子 30 19 

2018/8/12 
恐竜・生命史フィールド科学入門⑤ 植物化石から見るひょうご

の自然の成り立ち 
半田久美子 30 6 

2018/8/12 ゴマクサ観察会 藤井俊夫 20 3 

2018/8/12 化石発掘体験セミナー② 恐竜技師チーム 25 26 

2018/8/12 石ころをしらべよう ⑥ 15：00～16：30 古谷 裕 1 0 

2018/8/17 石ころをしらべよう ⑦ 10：00～11：30 古谷 裕 1 1 

2018/8/17 石ころをしらべよう ⑧ 13：00～14：30 古谷 裕 1 1 

2018/8/17 石ころをしらべよう ⑨ 15：00～16：30 古谷 裕 1 1 

2018/8/18 ジオラマをつくろう！ 大平和弘 20 29 

2018/8/18 さかなの解剖 高橋鉄美 12 4 

2018/8/19 石ころをしらべよう ⑩ 10：00～11：30 古谷 裕 1 1 

2018/8/19 石ころをしらべよう ⑪ 13：00～14：30 古谷 裕 1 1 

2018/8/19 恐竜・生命史フィールド科学入門（全 6 回） 加藤茂弘 30 23 
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2018/8/19 
恐竜・生命史フィールド科学入門⑥ 兵庫の特色ある地形を読み

とく 
加藤茂弘 30 15 

2018/8/19 石ころをしらべよう ⑫ 15：00～16：30 古谷 裕 1 1 

2018/8/23 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 7 

2018/8/24 【江田コレクション展関連セミナー】蝶の標本の解剖 山内健生 15 3 

2018/9/2 ヒアリを学ぶ-外来種の基礎生物学 その１ 橋本佳明 30 6 

2018/9/6 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷 剛 20 10 

2018/9/8 植物多様性講座―植物写真を撮って展示しよう（全 5 回）  高橋 晃 20 9 

2018/9/8 親子のための秋の鳴く虫観察会 
鳴く虫研究会 

「きんひばり」 
30 4 

2018/9/11 「山野草の栽培」（講義）と「コケダマへの植え付け」（実習） 希少植物研究会 15 11 

2018/9/12 
今、公園に問われていること。ゼミナール５ パークマネジメントし

たいカフェオーナー 

藤本真里, 赤澤

宏樹, 大平和弘,  

福本優 

20 15 

2018/9/15 タヌキマメ観察会 藤井俊夫 20 6 

2018/9/16 化石発掘体験セミナー① 恐竜技師チーム 25 20 

2018/9/16 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 12 

2018/9/16 化石発掘体験セミナー 恐竜技師チーム 25 18 

2018/9/17 石ころクラブ勉強会（全９回）  石ころクラブ 25 24 

2018/9/20 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 11 

2018/9/21 昆虫の色から学ぶ適応と進化 櫻井麗賀 10 45 

2018/9/22 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回） アピス同好会 20 5 

2018/9/22 両生類の体を見てみよう 太田英利 20 1 

2018/9/22 鳴く虫の女王 邯鄲（カンタン）を聴く 
鳴く虫研究会 

「きんひばり」 
20 4 

2018/9/23 シダの標本づくりと分布図（全 4 回） 鈴木 武 4 3 

2018/9/23 植物画を描こう（全 2 回）  
高橋晃, 長谷川, 

 レモンリーフ 
20 9 

2018/9/24 シダの標本づくりと分布図（全 4 回） 鈴木 武 4 3 

2018/9/24 植物画を描こう（全 2 回） 
高橋晃, 長谷川, 

 レモンリーフ 
20 9 

2018/9/26 ハチ北セミナー 秋のキノコと木の実の観察 秋山弘之 12 16 

2018/9/27 ハチ北セミナー 秋のキノコと木の実の観察 秋山弘之 12 16 

2018/9/29 爬虫類の体を見てみよう 太田英利 20 4 

2018/10/4 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 9 

2018/10/5 土壌動物の採集と観察 山内健生 10 45 

2018/10/8 石ころクラブ勉強会（全９回） 石ころクラブ 25 16 

2018/10/10 マダニの採集と観察  山内健生 15 2 

2018/10/10 
今、公園に問われていること。ゼミナール６ 公園を自分事にす

る。～パークカフェ社会実験を通じて～ 

赤澤宏樹, 藤本

真里, 福本優 
20 17 

2018/10/13 ひょうご五国に暮らす鳥たちの不思議 布野隆之 30 5 

2018/10/13 
石を使って水辺の生き物の隠れ家をつくろう～第 7 回みんなで

取り組む武庫川づくり交流会～ 
三橋弘宗 50 47 

2018/10/14 化石発掘体験セミナー① 恐竜技師チーム 25 20 

2018/10/14 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 6 
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2018/10/14 ため池の植物観察会(鴨池) 藤井俊夫 20 12 

2018/10/14 化石発掘体験セミナー② 恐竜技師チーム 25 17 

2018/10/18 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 8 

2018/10/20 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回） アピス同好会 20 5 

2018/10/20 プラスティック封入標本をつくろう 三橋弘宗 20 25 

2018/10/20 絵図や古地図を片手にぶらり。今昔まち歩き【西宮】 福本 優 10 8 

2018/10/21 草花なんでも鑑定団～身近な植物を見分けよう（全 3 回） 高野温子 10 10 

2018/10/26 アフリカ・タンガニイカ湖の魚たち 高橋鉄美 10 44 

2018/10/27 シダの標本づくりと分布図（全 4 回） 鈴木 武 4 2 

2018/10/27 秋のキノコ観察 秋山弘之 20 10 

2018/10/28 シダの標本づくりと分布図（全 4 回） 鈴木 武 4 3 

2018/10/28 ヒアリを学ぶ-外来種の基礎生物学 その３ 橋本佳明 30 5 

2018/11/1 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 8 

2018/11/10 植物多様性講座―植物写真を撮って展示しよう（全 5 回） 10  高橋 晃 20 10 

2018/11/11 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 5 

2018/11/11 異常巻アンモナイトの多様な形態と進化史 生野賢司 30 19 

2018/11/15 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 大谷  剛 20 8 

2018/11/17 六甲山「森の植物」観察会（秋） 小舘誓治 20 6 

2018/11/17 植物多様性講座―植物写真を撮って展示しよう（全 5 回） 高橋 晃 20 10 

2018/11/18 矮生（わいせい）植物観察会 藤井俊夫 20 1 

2018/11/23 石ころクラブ勉強会（全９回） 石ころクラブ 25 13 

2018/11/24 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（晩秋） 小舘誓治 20 6 

2018/11/24 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回） アピス同好会 20 5 

2018/11/29 学びつくす昆虫学道場（全 14 回） 八木 剛 20 8 

2018/11/30 霊長類学が描くヒトの姿―〈ことば〉の不思議― 三谷雅純 10 45 

2018/12/1 地質巡検 －西宮市仁川で‘ひょうごの１５０万年史’をさぐる－ 佐藤裕司 15 12 

2018/12/2 ひょうご五国の自然 
黒田有寿茂, 布野

隆之, 生野賢司 
50 17 

2018/12/8 「巨大恐竜、竜脚類の謎にせまる！」 佐藤裕司 300 235 

2018/12/9  むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと 2018 三谷雅純 10 4 

2018/12/9 カヤツリグサ科勉強会 藤井俊夫 20 10 

2018/12/15 脊椎動物がたどってきた道?多様化、大量絶滅、そして多様化 太田英利 30 36 

2018/12/16 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 7 

2018/12/16 お寺で「生命と心」を考える 中瀬 勲 30 28 

2018/12/22 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回） アピス同好会 20 1 

2018/12/22 お墓の石の今と昔 大北和彦 30 22 

2018/12/22 初代幕府天文方・渋川春海が見た宇宙 嘉数次人 30 29 

2018/12/23 京都の昔を古地図と現代技術でめぐる 高橋徹 20 19 

2018/12/24 石ころクラブ勉強会（全９回） 石ころクラブ 25 18 
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2018/12/24 お寺で宇宙学 
伊勢武史 向井

真人 磯部洋明 
30 33 

2019/1/6 石ころクラブ勉強会（全９回） 石ころクラブ 25 17 

2019/1/11 公園利用者とすすめるパークマネジメント（入門編） 藤本真里 0 39 

2019/1/20 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 7 

2019/2/10 石ころクラブ勉強会（全９回） 石ころクラブ 25 20 

2019/2/16 兵庫の自然林の特徴と現状 石田弘明 50 13 

2019/2/17 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 7 

2019/2/19 山野草「花の形・タネの形・成長の形（夏編）」 希少植物研究会 25 7 

2019/2/23 コンニャク玉づくり 人と自然の会 20 17 

2019/3/2 兵庫の草原の特徴と現状 石田弘明 50 9 

2019/3/21 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 9 

2019/3/24 化石発掘体験セミナー 池田忠広 25 51 

 
 
※計画 242講座のうち、実施は 226講座、未実施は 16講座 

 

132



企画展等一覧（平成30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階多様性フロア・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】

期間 タイトル 展示場所 担当者

2018.2.11～4.22
開館25周年記念、国際共同特別展示・研究成果報告展「最
古の石器とハンドアックス―デザインの始まり」

4階ひとはくサロン 加藤茂弘

2018.7.7〜9.30 美しき蝶たちとの出会い‐江田コレクション展２０１８‐
２階ひとはく多様性フロア、
４階ひとはくサロン

橋本佳明、山内健生

2018.10.6～2019.1.6 ひょうご五国の自然展 ２階ひとはく多様性フロア 黒田有寿茂

2018.12.14～12.24
仏教と自然 Where culture meets nature～日本文化を育ん
だ自然～

京都市龍岸寺 三橋弘宗、高野温子

【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

2018.2.11～4.22 ひとはく研究員のいちおし25選：エチオピア調査写真展 3階オープンギャラリー 加藤茂弘

2018.2.11～5.25 六甲山のキノコ展2018～野生のキノコの不思議な魅力～ 2階ひとはく多様性フロア 三橋弘宗

2018.6.10 標本のミカタ「イネ科標本の世界」
４階大セミナー室、ひとはく
サロン

高野温子

2018.7.8 標本のミカタ「海の無脊椎動物たち−イカタコエビカニ」
４階大セミナー室、ひとはく
サロン

和田年史

2018.8.12 標本のミカタ「美麗な蝶類標本−江田コレクションの魅力」
４階大セミナー室、3階オー
プンギャラリー

山内健生、橋本佳明、櫻井
麗賀

2018.9.9 標本のミカタ「色んな資料で見る阪神間の風景」 ４階大セミナー室 
福本優、赤澤宏樹、大平和
弘、藤本真里

2018.9.21～10.2 三田市立中学校　理科自由研究作品展 4階ひとはくサロン 生涯学習課

2018.9.15～9.30 みんなで取り組む総合治水展 4階ひとはくサロン 三橋弘宗

2018.10.6～2019.1.6 舘野さん原画展 4階ひとはくサロン 半田久美子

2018.10.14 標本のミカタ「アンモナイト大集合」 4階ひとはくサロン 生野賢司、佐藤裕司

2018.11.11 標本のミカタ「モミジをさがせ！」 2階ひとはく多様性フロア 高野温子、橋本佳延

2018.12.9 標本のミカタ「鳥類標本の世界−小林コレクションより」 ４階ひとはくサロン 布野隆之

2019.2.9～4.21 ひとはく研究員展2019「ひとはくの今」 3階オープンギャラリー 布野隆之

2019.2.11 標本のミカタ「コレクションをもっと活用するには？」 4階ひとはくサロン 三橋弘宗

2019.2.11～5.31 六甲山のキノコ展2019～野生のキノコの不思議な魅力～ 2階ひとはく多様性フロア 三橋弘宗

【その他の展示】

期間 タイトル 展示場所 担当者

2018.11.18～2019.1.5 シモバシラ写真展 4階ひとはくサロン 藤井俊夫

2018.11.18～2019.1.6 植物多様性講座−植物写真作品展 3階オープンギャラリー 高橋晃
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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 29日～ 

６月１日 

(春前期) 

三田市立八景中学校 

三田市立富士中学校 

三田市立ゆりのき台中学校 

 

２ 

３ 

２ 

 

 

地球科学 

コミュニケーションデザイン 

生涯学習課 

６月５日～  

６月８日 

(春後期) 

三田市立藍中学校 

三田市立けやき台中学校 

神戸市立有馬中学校 

宝塚市立南ひばりガ丘中学

校 

 

１ 

２ 

２ 

 

１ 

系統分類 

生態 

生涯学習課 

11 月６日〜 

11 月９日 

(秋期) 

神戸市立有野中学校 

神戸市立横尾中学校 

神戸市立有野北中学校 

２ 

２ 

２ 

地球科学 

系統分類 

環境計画 

生涯学習課 

    

 

 

【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 20日～24日 宝塚東高等学校 

篠山産業高等学校 

三木北高等学校 

１ 

１ 

１ 

環境計画、生物資源 

系統分類、生涯学習課、

総務課 

８月 28日～29日 北海道大学 1 コミュニケーションデ

ザイン 

 

 

 

【博物館実習】 

７月 28日(日)～８月 19日(日)の内 10日間 

 

  神戸学院大学 

  神戸女子大学 

  近畿大学 

  同志社大学 

  筑波大学 

  琉球大学 

  南九州大学 

  関西学院大学 

１名 

２名 

５名 

１名 

１名 

１名 

1 名 

1 名 

   甲南大学 

宮城学院女子大学 

神戸大学 

甲南女子大学 

大阪教育大学 

   神戸芸術工科大学 

   京都学園大学 

 

（以上 1５大学 20 名） 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

1 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１８講座を実施し、３２１名が参加した。 

月/日(曜) 講座名 講師 参加者数 

 

7/30(月) 

 

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 

千葉と兵庫のチバニアン 加藤 茂弘 ２１ 

石ころから学ぼう！ 古谷  裕 １３ 

植物体の内部構造を調べる 高橋 晃 １２ 

デンデンムシとダンゴムシ 鈴木 武 １４ 

7/31(火) 

地理情報システムの使い方 三橋 弘宗 １０ 

ひょうごの針葉樹 黒田 有寿茂 １６ 

イカの魅力が伝わる「イカの解剖実習」 和田 年史 ２１ 

8/1(水) 

身近な自然の観察 
野生生物を 

調査研究する会 
９ 

ヒアリを学ぶ ―外来生物問題の生物学― 橋本 佳明    １８ 

障がいのある子どもが感じていること 三谷 雅純 １９ 

8/2(木) 

宇宙と水中の世界を知る 
野生生物を 

調査研究する会 
８ 

森の土の基礎を学ぶ 小舘 誓治 ８ 

生物多様性を学ぶ 高橋 晃 １５ 

昆虫の多様な形態・行動とそのはたらきについて学ぶ 櫻井 麗賀 １７ 

8/3(金) 

川の水生昆虫調べと授業への活用 三橋 弘宗 １１ 

ピカピカ泥だんごの作り方 赤澤 宏樹 ４６ 

恐竜入門～子ども達の恐竜の話が分かる！を目指して～ 久保田 克博 ３８ 
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来館一般団体一覧 

県内からの来館：248 団体 

県外からの来館： 82 団体      合計 330 団体 

    
 

団体名 所在市町  放課後等デイサービスすまいる 伊丹市 

■■県内■■２４８件 

 
 相生学院 猪名川校 猪名川町 

木の根学園 明石市  くりの会 猪名川町 

放課後等デイサービスハッピークローバー 明石市  ミステリーツアー 猪名川町 

赤穂市シルバー人材センター 赤穂市  北摂ＹＭＣＡ 猪名川町 

平野子ども会 朝来市  稲美町じんけんわくわくスクール 稲美町 

子どもコミュニティ キッズコム 芦屋市  コーベヤ労働組合土山支部 稲美町 

放課後等デイサービス ひまわり 芦屋市  屋口親睦会 小野市 

ベビーメーソンサカタ保育園同期会 尼崎市  下東条中学校１３回生卒業同窓会 小野市 

みかんの木 尼崎市  小野加東プロバスクラブ 小野市 

もみの木 尼崎市  生活介護事業所コスモスの里 小野市 

空手道 上坂部支部 尼崎市  丹波フィールドミュージアム 小野市 

桜の会 尼崎市  放課後等デイサービス フォーリーフ 小野市 

大庄老連「女性部ふれあいのつどい」 尼崎市  いかるが子ども会 加古川市 

尼崎稲葉園 尼崎市  いなみの学園園芸学科 加古川市 

武庫川婦人会 尼崎市  加古川バプテスト教会サマースクール 加古川市 

放課後等デイサービス ぴーす 尼崎市  岸少年団 加古川市 

放課後等デイサービス みかんの木 尼崎市  坂元町内会 加古川市 

放課後等デイサービスパレット 尼崎市  城の宮地区連絡会 加古川市 

放課後等デイサービスひつじ 尼崎市  新北野少年団 加古川市 

立花うるま保育園（卒園生） 尼崎市  平岡町東地区町内会連合会 加古川市 

淡路市手をつなぐ育成会 淡路市  加東市小学校特別支援学級交流会 加東市 

あんさんぶる 伊丹市  放課後等デイサービス Cielo Kids 滝野 加東市 

ココステージ伊丹 伊丹市  あすなろ会 加東市 

荻野保育所のびのびクラブ 伊丹市  兵庫県立教育研修所地学部会 加東市 

外城自治会 伊丹市  新町子ども会 加東市 

阪神シニアカレッジ(伊丹市) 伊丹市  香美町立兎塚小学校 香美町 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市  辻川子ども会 神河町 

食を楽しむ会 伊丹市  アンマートかわにし 川西市 

青年技術士懇談会 伊丹市  きしゃぽっぽ川西 川西市 

池尻ラッキーズ 伊丹市  くらし学 川西市 

放課後等デイサービスあこーでぃおん 伊丹市  グループ ひまわり 川西市 
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くるみ 川西市  生物多様性シンポジウム 神戸市 

スマイルキッズ 川西市  川村様御一行 神戸市 

ボーイスカウト川西第四団 川西市  池尻子ども会 神戸市 

みらいばな 川西市  中央区老人くらぶ連合会 神戸市 

株式会社ハートフル おひさま dekiru 川西市  中川様御一行 神戸市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市  長岡様御一行 神戸市 

川西自然友の会 川西市  長田区中央西部地区民生委員 神戸市 

登行会 川西市  長田区聴覚障害者福祉協会 神戸市 

Athlon デイサービス KAKERU あや 神戸市  特定非営利活動法人 舞子坂音楽堂 神戸市 

NPO 法人さんぽクラブ 神戸市  二郎園 神戸市 

あさぎりの里 神戸市  認定こども園 夢 神戸市 

アスロンデイサービスカケル 神戸市  美賀多台ベースボールクラブ 神戸市 

イワセ様御一行 神戸市  兵庫県高等学校教育研究会生物部会 神戸市 

おおぞら 神戸市  平田家 神戸市 

ガールスカウト ７２団 神戸市  放課後などデイサービス ビリーブ 神戸市 

ココライト伊川谷 神戸市  放課後等 デイサービス ハイ・にこ・ポン 神戸市 

ハイキングサークル OB 会 神戸市  放課後等デイサービス IPPO 神戸市 

ピグマリオン神戸本部 三宮教室 神戸市  放課後等デイサービス アムジャス 神戸市 

ボーイスカウト神戸４団 10 団 神戸市  放課後等デイサービス おかば学園 神戸市 

ボーイスカウト神戸第６０団 神戸市  放課後等ディサービス シリウス神戸 神戸市 

マリアーノ六甲道 神戸市  放課後等デイサービス どんぐり 神戸市 

ゆう介護サービス 神戸市  放課後等デイサービス パートナーユウ 神戸市 

ラーンネットグローバルスクール 神戸市  放課後等デイサービス フロッグ 神戸市 

学習グループ「道草ハミング」 神戸市  放課後等デイサービス みらい 神戸市 

空地区子供会 神戸市  放課後等デイサービス神戸ケアエースホーム 神戸市 

健幸会 さくらの家 神戸市  放課後等デイサービス 3 丁目あいランド 神戸市 

向陽病院 神戸市  放課後等デイサービスあおぞら 神戸市 

山御影クラブ 神戸市  放課後等デーサービス ジョイ 神戸市 

山手自治会 神戸市  放課後等児童ディサービス ココライト 神戸市 

山陽バス分会 神戸市  放課後等青空デイサービス 神戸市 

子どもみらいサポート あくしす 神戸市  北山学童保育所 神戸市 

児童発達支援事業所ラビットキッズ 神戸市  北神戸ＰＦＣ 神戸市 

新しいライフスタイル研究バスツアー 神戸市  3 丁目アイランド 神戸市 

神戸あゆみの里 神戸市  殿町子ども会 篠山市 

神戸ローズタウン自治会 神戸市  篠山市小学校教育研究会 篠山市 

神戸市シルバーカレッジ 神戸市  Enjoy Summer 三田市 

神戸市須磨区若草楽友会 神戸市  YSE インターナショナルスクール 三田市 

神戸市立千鳥が丘児童館 神戸市  アークアカデミー英会話教室 三田市 

神戸市立箕谷児童館 神戸市  カサブランカの集い 三田市 

神鈴会 神戸市  けやき台児童クラブ 三田市 

垂水区老人クラブ 神戸市  こうみん未来塾 三田市 

しあわせの菜の花畑デイサービスセンター 神戸市  さくらこどもセンター 三田市 
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じどうとしょかん 三田市  北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

ひょうごの森のインストラクター会 三田市  野里子ども会 宝塚市 

ボーイスカウト三田第一団 三田市  コープこうべ 姫路西コープ委員会有志の会 たつの市 

医療福祉センター さくら 三田市  いねいぶる たつの市 

介護老人保健施設「愛」 三田市  恐竜ＦＭ：案内人講座 丹波市 

皿池湿地 三田市  全日本博物館学会 丹波市 

三田わくわく村 三田市  丹波市遺族会氷上支部 丹波市 

三田市小学校理科担当者会 三田市  認定こども園かすが花の子園 丹波市 

三菱電機三田製作所 三田市  氷上回廊水別れ FM 懇話会 丹波市 

就労移行支援事業所コミナス 三田市  正法寺シニアクラブ 豊岡市 

尼崎学園 三田市  久斗子ども会 豊岡市 

兵庫県高校教育研究会生物部会丹有支部 三田市  東構子ども会 豊岡市 

弥生児童クラブ 三田市  ウィズ西宮 武庫川 西宮市 

WILL 学園 三田市  トランク 西宮市 

東横須子ども会 宍粟市  なかよしグループ 西宮市 

鮎原西農地水環境保全隊 洲本市  フレンズ甲子園・応田町 西宮市 

夢門塾ゆうゆう太子 太子町  花の峰 健友会 西宮市 

多可町 みなみ児童館 多可町  高橋グループ 西宮市 

いきいきシニアゼミナール 宝塚市  上鳴尾老人クラブ 西宮市 

ウィッシュ児童デイサービス美座 宝塚市  西宮インターナショナルスクール 西宮市 

カトリック宝塚教会日曜学校 宝塚市  西宮市段上育成センター 西宮市 

きしゃぽっぽ宝塚 宝塚市  西宮市中央地区民生児童委員会協議会 西宮市 

にじ 宝塚市  西宮市津門地区社会福祉協議会 西宮市 

ボーイスカウト宝塚第６団カブスカウト隊 宝塚市  西宮市立上ヶ原育成センター 西宮市 

元気っ子 放課後児童クラブ 宝塚市  西宮中央教会日曜学校 西宮市 

阪神北県民局 環境課 宝塚市  放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 

山手台ライオンズ 宝塚市  豊芽工房 西宮市 

川面ちどり放課後児童クラブ 宝塚市  明昭山の会自然保護部 西宮市 

適応指導教室ｐａｌ宝塚 宝塚市  用海校区老人会 西宮市 

売布保育所保護者会 宝塚市  野中町寿楽会 西脇市 

米寿会 宝塚市  羽安町子ども会 西脇市 

宝塚ココステージ 宝塚市  西脇市民かんきょう大学 西脇市 

宝塚さざんかの家 宝塚市  野添中部子ども会 播磨町 

宝塚市安倉北小学校育成会 宝塚市  カブスカウト姫路１１団 姫路市 

宝塚市環境課 宝塚市  グローリー小学生育成財団 姫路市 

宝塚市子ども会連絡協議会 宝塚市  株式会社和光製作所 姫路市 

宝塚市立宝塚小学校地域児童育成会 宝塚市  志吹子ども会 姫路市 

宝塚市立末成小学校地域児童育成会 宝塚市  小畑東子ども会 姫路市 

宝塚市立老人福祉センターフレミラ 宝塚市  城巽地区連合自治会 姫路市 

放課後等デイサービス COCO 宝塚市  人生を楽しく生きよう会 姫路市 

放課後等デイサービス あんずキッズ 宝塚市  西今宿 6 丁目自治会 姫路市 

放課後等デイサービス にじ 宝塚市  西庄子ども会 姫路市 
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姫路市城東校区民児会 姫路市  ナチュラル教室 大阪府 

姫路市水上校区民生委員児童委員 姫路市  ヒラキャン 大阪府 

放課後等デイサービス あまやどり 姫路市  ぽっぽの会 大阪府 

放課後等デイサービス夢門塾ゆうゆう網干 姫路市  マックスポーツ緑地公園 大阪府 

中島子ども会 福崎町  ライフ＆シニアハウス緑橋 大阪府 

井ノ口老人クラブ 福崎町  葦原地区福祉委員会 大阪府 

つくし子ども会 三木市  榎本連合楽生会 大阪府 

高芝ギムネ製作所 三木市  加島今北振興会 大阪府 

三木共同作業所 三木市  花の町連合町会老人部 大阪府 

三木市いずみ会 三木市  岸和田健老大学 大阪府 

三木市立吉川児童館 三木市  岩田南部自治会 大阪府 

三木市老人クラブ あかねクラブ 三木市  救世軍 希望館 大阪府 

殿畑老人クラブ 三木市  金田町北付営住宅自治会 大阪府 

放課後等デイサービスおーじやん三木加佐 三木市  港区西成区 秋の収穫祭 大阪府 

観光ボランティアガイド 国生みの里 南あわじ市  鉱物クラブ（吹田市） 大阪府 

養父市手をつなぐ育成会 養父市  市岡一丁目南西町会 大阪府 

椿色親睦会 養父市  守口市老連 三郷ブロック 大阪府 

養父市関宮区長会 養父市  秀野西住宅老人部 大阪府 

   小路地域まちづくり協議会 大阪府 

■■県外■■ ８２件   新庄老人クラブ連合寿会 大阪府 

長束町子ども会 滋賀県  新森第 3 町会 大阪府 

黒川グループ 滋賀県  吹田市人権啓発推進協議会 大阪府 

大津佛立寺長松婦人会 滋賀県  西九条第一町会 大阪府 

京都市立高等学校研修会 京都府  西五百百朗会 大阪府 

小栗栖老友会 京都府  西生野おもと会 大阪府 

西都交通（株）共済会 京都府  摂津市障害福祉課 大阪府 

土曜お楽しみ会 京都府  川辺シルバークラブ 大阪府 

内久保環境史跡保存会 京都府  泉大津市婦人協議会 大阪府 

福知山学園 京都府  泉北ゴルフセンター 大阪府 

福知山市ひまわりクラブ 京都府  大阪市南大江小学校ＰＴＡ 大阪府 

日本野鳥の会 大阪支部 大阪府  大阪市立茨田北中学校 大阪府 

ＡＰＭ澪つくしクラブ 大阪府  長興寺北 3 丁目自治会 大阪府 

ＫＩＫ研究会 大阪府  天王寺区母と子の共励会 大阪府 

NPO 法人 ユーイングてんま 大阪府  東井高野第５町会 大阪府 

NPO 法人シニア自然大学校 大阪府  東成遺族会 大阪府 

NPO 法人大阪シニア自然カレッジ 大阪府  東成区老人クラブ連合会 大阪府 

イオンチアーズクラブ大日店 大阪府  藤田地域コミュニティ協議会 大阪府 

シニア自然大学 大阪府  日本フリーメソジスト教団信徒会 大阪府 

シニア自然大学校「緑組」 大阪府  日本高山植物保護協会 大阪府 

シニア自然大学校「風組」 大阪府  八島町会 大阪府 

ダイハツ皐月会大阪支部 大阪府  浜口東寿会 大阪府 

つむら会 大阪府  富士工業」リネンサプライ（株） 大阪府 
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聞光寺婦人会 大阪府    

平岡を歩く会 大阪府    

平野区老人クラブ 大阪府    

放課後等デイサービス みんなの木松原 大阪府    

放課後等デイサービス HARU 豊中 大阪府    

放課後等デイサービス HARU 箕面 大阪府    

豊中のぞみ会 大阪府    

豊中市教育センター 大阪府    

緑風冠高校ＰＴＡ 大阪府    

らくらく写真教室 和歌山県    

ソレオロッソ 奈良県    

(株)小野 奈良県    

三豊市高瀬町公民館 香川県    

大和クレス株式会社 岡山県    

AP 研究会 岡山県    

倉敷市立自然史博物館 友の会 岡山県    

米子市立東山中学校 鳥取県    

島根県退職者会邑智支部 島根県    
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来館学校団体一覧 

■■県内■■    

〈保育園・幼稚園〉４２件    

照福こども園 朝来市  保育所ちびっこランドさんだ南が丘園 三田市 

立花ひよこ保育園 尼崎市  北摂第一幼稚園 三田市 

伊丹ひまわり保育園 伊丹市  北摂中央幼稚園 三田市 

伊丹市立公立保育施設 伊丹市  多可町立キッズランドやちよ 多可町 

伊丹おうち保育園 伊丹市  野上あゆみ保育園 宝塚市 

願成寺保育園 加古川市  宝塚ＣＯＣＯＲＯ保育園 宝塚市 

上郡幼稚園・高田幼稚園 上郡町  宝塚ふたば幼稚園 宝塚市 

新清和台幼稚園 川西市  西宮市立南甲子園幼稚園 西宮市 

平野幼稚園 川西市  かすがこども園 西脇市 

花の森保育園 神戸市  〈小学校〉１０４件  

ポートピア保育園 神戸市  明石市立江井島小学校 明石市 

いるか保育園 神戸市  明石市立高丘西小学校 明石市 

たちえ幼稚園 神戸市  明石市立松が丘小学校 明石市 

みすまる保育園 神戸市  明石市立人丸小学校 明石市 

光の園幼稚園 神戸市  明石市立大久保南小学校 明石市 

神戸市立おしんべ幼稚園 神戸市  明石市立朝霧小学校 明石市 

神戸市立御影幼稚園 神戸市  芦屋市立岩園小学校          芦屋市  

神戸市立八多幼稚園 神戸市  芦屋市立宮川小学校 芦屋市 

成晃ひかり保育園 神戸市  尼崎市立園田小学校 尼崎市 

正英幼稚園 神戸市  尼崎市立園田北小学校 尼崎市 

西舞子幼稚園 神戸市  尼崎市立成徳小学校 尼崎市 

認定こども園 上高丸 神戸市  尼崎市立成文小学校 尼崎市 

みどりこども園 神戸市  尼崎市立浜小学校 尼崎市 

太陽の子保育園 神戸市  伊丹市立稲野小学校 伊丹市 

篠山市立古市幼稚園 篠山市  伊丹市立花里小学校 伊丹市 

キッズポート保育園 三田市  伊丹市立鴻池小学校 伊丹市 

光の子保育園 三田市  伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市 

若草保育園 三田市  伊丹市立桜台小学校 伊丹市 

さんだのもり保育園 三田市  伊丹市立笹原小学校 伊丹市 

ふじ幼稚園 三田市  伊丹市立神津小学校 伊丹市 

やよい幼稚園 三田市  伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市 

三田市立小野幼稚園 三田市  伊丹市立摂陽小学校 伊丹市 

三田虹の子保育園 三田市 伊丹市立池尻小学校 伊丹市  
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伊丹市立天神川小学校 伊丹市  神戸市立本多聞小学校 神戸市 

伊丹市立南小学校 伊丹市  神戸市立夢野の丘小学校 神戸市 

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市  神戸市立有野小学校 神戸市 

伊丹市立鈴原小学校 伊丹市  神戸市立.淡河小学校 神戸市 

猪名川町立大島小学校 猪名川町  神戸市立星和台小学校 神戸市 

猪名川町立白金小学校 猪名川町  神河町寺前小学校 神河町 

稲美町立加古小学校 稲美町  篠山市立古市小学校 篠山市 

稲美町立天満小学校 稲美町  篠山市立今田小学校 篠山市 

稲美町立天満東小学校 稲美町  篠山市立篠山小学校 篠山市 

小野市立市場小学校 小野市  三田市立あかしあ台小学校 三田市 

小野市立小野小学校 小野市  三田市立ゆりのき台小学校 三田市 

小野市立小野東小学校 小野市 三田市立広野小学校 三田市  

小野市立大部小学校 小野市  三田市立志手原小学校 三田市 

小野市立来住小学校 小野市  三田市立富士小学校 三田市 

加古川市立川西小学校 加古川市  三田市立武庫小学校 三田市 

加古川市立氷丘小学校 加古川市  三田市立弥生小学校 三田市 

加古川市立野口南小学校 加古川市  洲本市立洲本第２小学校 洲本市 

加東市立滝野東小学校 加東市  洲本市立洲本第３小学校 洲本市 

加東市立滝野南小学校 加東市  高砂市立阿弥陀小学校 高砂市 

加東市立東条西小学校 加東市  高砂市立伊保小学校 高砂市 

加東市立米田小学校 加東市  高砂市立荒井小学校 高砂市 

川西市立久代小学校 川西市  高砂市立米田小学校 高砂市 

川西市立桜が丘小学校 川西市  丹波市立上久下小学校 丹波市 

川西市立多田小学校 川西市  宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 

川西市立多田東小学校 川西市 宝塚市立安倉北小学校 宝塚市  

川西市立牧の台小学校 川西市  宝塚市立丸橋小学校 宝塚市 

川西市立陽明小学校 川西市  宝塚市立小浜小学校 宝塚市 

神戸市立井吹東小学校 神戸市  宝塚市立西山小学校 宝塚市 

神戸市立花山小学校 神戸市 宝塚市立中山五月台小学校 宝塚市  

神戸市立丸山ひばり小学校 神戸市  宝塚市立長尾台小学校 宝塚市 

神戸市立小束山小学校 神戸市  宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市 

神戸市立神出小学校 神戸市  仁川学院小学校 西宮市 

神戸市立垂水小学校 神戸市  西宮市立山口小学校 西宮市 

神戸市立西山小学校 神戸市  西宮市立名塩小学校 西宮市 

神戸市立大池小学校 神戸市  西脇市立芳田小学校 西脇市 

神戸市立道場小学校 神戸市 播磨町立播磨南小学校 播磨町  

神戸市立八多小学校 神戸市  播磨町立蓮池小学校 播磨町 
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福崎町立八千種小学校 福崎町  甲陽学院中学校 西宮市 

三木市立三樹小学校 三木市 姫路市立灘中学校         姫路市   

三木市立平田小学校 三木市  三木市立別所中学校 三木市 

三木市立緑が丘東小学校 三木市  養父市立関宮中学校 養父市 

姫路市立城東小学校 姫路市  養父市立大屋中学校 養父市 

姫路市立白鳥小学校 姫路市  養父市立八鹿青渓中学校 養父市 

姫路市立八木小学校 姫路市  〈高等学校〉１５件  

〈中学校〉３６件   兵庫県立相生高等学校 相生市 

朝来市立朝来中学校 朝来市  兵庫県立尼崎北高等学校 尼崎市 

朝来市立梁瀬中学校 朝来市  兵庫県立加古川東高等学校 加古川市 

朝来市立和田山中学校 朝来市  兵庫県立川西緑台高等学校 川西市 

猪名川町立猪名川中学校 猪名川町 兵庫県立舞子高等学校 神戸市  

加古川市立陵南中学校 加古川市  神戸市立六甲アイランド高等学校 自然科学部 神戸市 

加東市立中学校特別支援学級 加東市  兵庫県立東灘高校自然科学部 神戸市 

兵庫教育大学附属中学校 加東市  クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 

香美町立香住第一中学校 香美町  兵庫県立三田祥雲館高等学校 三田市 

香美町立香住第二中学校 香美町  兵庫県立高等特別支援学校 三田市 

兵庫県立大学附属中学校 上郡町  兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 篠山市 

神戸市立垂水東中学校 神戸市  兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市 

神戸市立西落合中学校 神戸市  兵庫県立西宮今津高等学校 西宮市 

神戸市立長坂中学校 神戸市  西宮市立西宮養護学校 西宮市 

神戸市立白川台中学校 神戸市  GSC 兵庫ひとはくツアー 兵庫県 

神戸大学附属中等教育学校 神戸市  〈大学校〉６件  

親和中学校 神戸市  兵庫教育大学 加東市 

愛徳学園中学校 神戸市  神戸大学 神戸市 

神戸市立小部中学校 神戸市  関西学院大学 三田市 

県立神戸特別支援学校中学部 神戸市  関西学院大学総合政策学部 吉野ゼミ 三田市 

神戸市立青陽須磨支援学校 神戸市  湊川短期大学 三田市 

篠山市立西紀中学校 篠山市  兵庫森林大学校 宍粟市 

三田市立狭間中学校 三田市    

三田市立八景中学校 三田市    

宍粟市立波賀中学校 宍粟市  ■■県外■■  

多可町立八千代中学校 多可町  〈保育園・幼稚園〉２件  

たつの市立揖保川中学校 たつの市  さくらづか保育園 大阪府 

丹波市立市島中学校 丹波市 豊中愛光幼稚園 大阪府  

豊岡市立出石中学校 豊岡市  〈小学校〉１９件  

豊岡市立竹野中学校 豊岡市  茨木市立春日小学校 大阪府 
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茨木市立彩都西小学校 大阪府    

茨木市立太田小学校 大阪府    

茨木市立沢池小学校 大阪府    

茨木市立清渓小学校・忍頂寺小学校 大阪府    

高槻市立阿武山小学校 大阪府    

高槻市立安岡寺小学校 大阪府    

高槻市立南大冠小学校 大阪府    

高槻市立北清水小学校 大阪府    

高槻市立南平台小学校 大阪府    

吹田市立山田第一小学校 大阪府    

追手門学院小学校 大阪府   

大阪教育大学附属池田小学校 大阪府    

豊能町立東ときわ台小学校 大阪府   

豊能町立東能勢小学校 大阪府    

箕面市立西南小学校 大阪府    

箕面市立萱野北小学校        大阪府    

箕面市立彩都の丘小学校        大阪府    

広島市立尾長小学校 広島県    

〈中学校〉３件    

箕面こどもの森学園 大阪府   

箕面市立彩都の丘中学校 大阪府    

開明中学校 大阪府    

〈高等学校〉９件     

京都府立綾部高等学校 京都府    

京都府立桃山高等学校 京都府    

大阪府立泉北高等学校 大阪府    

大阪府立生野高等学校 大阪府    

大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 大阪府    

岡山理科大学附属高等学校 岡山県    

愛媛県立松山南高等学校 愛媛県    

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    

〈大学校〉１件     

大阪府立大学 大阪府    
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連携事業等

No. 事業名 実施場所 所在地 ビジター数

1 ありまふじフェスティバル　18春 有馬富士公園 三田市 2018/4/22 600

2 うれしの春のフェスティバル2018 嬉野台生涯教育セン
ター

加東市 2018/5/4 450

3 ひよこミュージアム 棚倉町文化センター 棚倉町 2018/6/10 882

4 宝塚北SA展示 宝塚北サービスエリア 宝塚市 2018/7/3 〜2018/8/31 144,000

5 さんちか昆虫の森 三宮地下街 神戸市中央
区

2018/7/19 〜2018/7/31 10,000

6 淡路キャラバン 淡路ハイウェイオアシス 淡路市 2018/7/20 〜2018/8/31 45,330

7 松ヶ丘地区ちびっこ祭 明石市立松ヶ丘小学校 明石市 2018/7/21 500

8 上坂部西公園 尼崎市 2018/7/22 600

9 ひとはく出張展 上坂部西公園 尼崎市 2018/7/22 〜2018/9/30 2,130

10 ひとはくキャラバン 吹田市立博物館 吹田市 2018/8/10 250

11 ひとはくキャラバン 淡路ハイウェイオアシス 淡路市 2018/8/11 200

12 三田サイエンスフェスティバル キッピーモール 三田市 2018/8/18 300

13 むし・いし・うし 但馬牧場公園 新温泉町 2018/8/19 228

14 ミュージアムキッズ！全国フェア 京都市勧業館 みやこ
めっせ

京都市東山
区

2018/9/1 〜2018/9/2 208

15 県庁前展示 県庁前駅ショーウインド 神戸市中央
区

2018/9/3 〜2018/9/10 29,380

16 科学チャレンジ2018IN但馬文教府 但馬文教府 豊岡市 2018/9/29 500

17 ひとはく出張展 上坂部西公園 尼崎市 2018/10/1 〜2018/12/26 2,472

18 はたらくくるま 東条湖おもちゃ王国 三木市 2018/10/14 800

19 ふれあいの祭典 明石公園 明石市 2018/10/20 440

20 ふれあいの祭典 明石公園 明石市 2018/10/21 840

21 キャラバン 宝塚西谷の森公園 宝塚市 2018/10/21 200

22 ひとはく出張展 朝来市立和田山図書館 朝来市 2018/11/10 720

23 うずしおフェス 国立淡路青少年交流の
家

南あわじ市 2018/11/10 200

24 うずしおフェス 国立淡路青少年交流の
家

南あわじ市 2018/11/11 200

25 ふるさとかかしサミット 奥播磨かかしの里 姫路市 2018/11/17 200

26 ひとはく出張展 三木SA（上り線） 三木市 2018/10/31 〜2018/11/25 26,000

27 キャラバン 三木SA（上り線） 三木市 2018/11/25 250

28 県庁前駅展示 県庁前駅ショーウインド 神戸市中央
区

2018/12/14 〜2018/12/26 29,380

29 クリスマスクルージング フェリーさんふらわあ（大
阪南港）

大阪市 2018/12/22 583

30 宝塚北SA１周年記念イベント 宝塚北SA 宝塚市 2019/3/24 350

31 キャラバン 西宮市立北部図書館 西宮市 2019/3/27 337

32 第７回 わくわく！そうぞう！たから
んまつり

宝塚文化創造館 宝塚市 2019/3/30 200

33 春の大祭 播州成田山法輪寺 西脇市 2019/3/31 120

298,850

No. 事業名 実施場所 所在地 ビジター数

1 Kidsキャラバン-B 広西保育所（広高浜公
園）

姫路市 2018/5/8 30

2 Kidsキャラバン-B 清心認定こども園＋清心
緑が丘認定こども園（三
木山森林公園）

三木市 2018/5/9 60

3 Kidsキャラバン-B 姫路市立中寺幼稚園
（香寺総合公園）

香寺町 2018/5/10 26

4 Kidsキャラバン-A たつの市立西栗栖こども
園

たつの市 2018/5/15 45

5 Kidsキャラバン-A 佐用町立三河保育園 佐用町 2018/5/16 50

１．主催アウトリーチ事業

２．キッズキャラバン

開催期間

開催期間
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6 Kidsキャラバン-A 淡路市立中田保育園 津名町 2018/5/17 53
7 Kidsキャラバン-A 多可町立キッズランドや

ちよ
多可町 2018/5/22 115

8 Kidsキャラバン-A 山手夢保育園 芦屋市 2018/5/23 90
9 Kidsキャラバン-A 洲本こども園 洲本市 2018/5/24 140

10 Kidsキャラバン-A かすが花の子園 丹波市 2018/5/29 140
11 Kidsキャラバン-A 照福こども園 朝来市 2018/5/30 130
12 Kidsキャラバン-A みどりこども園 姫路市 2018/5/31 87
13 Kidsキャラバン-A 川西市立多田保育所 川西市 2018/6/5 130
14 Kidsキャラバン-A 静修保育園 豊岡市 2018/6/6 100
15 Kidsキャラバン-B 神戸市立山田幼稚園 神戸市北区 2018/6/6 7
16 Kidsキャラバン-A 新温泉町立浜坂認定こ

ども園
新温泉町 2018/6/7 122

17 Kidsキャラバン-B 加古川市立尾上幼稚園 加古川市 2018/6/26 71
18 Kidsキャラバン-B 三田市立本庄幼稚園 三田市 2018/6/27 8
19 Kidsキャラバン-B はなみずき保育園（本

園）
宝塚市 2018/6/28 70

20 Kidsキャラバン-B インターナショナルプリス
クールCHES

垂水区 2018/7/3 51

21 Kidsキャラバン-B 夢の木保育園 伊丹市 2018/7/4 34
22 Kidsキャラバン-B 枚田みのり保育園 朝来市 2018/7/5 28
23 Kidsキャラバン-B たつの市立御津北こども

園
たつの市 2018/7/10 68

24 Kidsキャラバン-B 千草こどもの園 洲本市 2018/7/11 37
25 Kidsキャラバン-B たきの愛児園 加東市 2018/7/12 30
26 Kidsキャラバン-A ふれあいセンターゆめっ

こランド
新温泉町 2018/7/18 122

27 Kidsキャラバン-A 高砂市立北浜こども園 高砂市 2018/7/19 112
28 Kidsキャラバン-A 蓮池保育園 播磨町 2018/7/24 116
29 Kidsキャラバン-A ひろの認定こども園 三木市 2018/7/25 89
30 Kidsキャラバン-A 甲子園二葉幼稚園 西宮市 2018/7/26 260
31 Kidsキャラバン-A 宝塚さくら保育園 宝塚市 2018/7/31 111
32 Kidsキャラバン-A 小ハトキンダアガアデン 姫路市 2018/8/1 16
33 Kidsキャラバン-A 五位の池こども園 神戸市長田

区
2018/8/2 65

34 Kidsキャラバン-A ハッピーキッズひがし 姫路市 2018/8/7 50
35 Kidsキャラバン-A きらめき保育園 神戸市須磨

区
2018/8/8 57

36 Kidsキャラバン-A ななほし保育園 神戸市西区 2018/8/21 45
37 Kidsキャラバン-B 神戸市立清風幼稚園 神戸市中央

区
2018/9/6 16

38 Kidsキャラバン-B 松秀幼稚園 西宮市 2018/9/11 79
39 Kidsキャラバン-B 三木市立三木幼稚園 三木市 2018/10/2 21
40 Kidsキャラバン-B 第１かくりん保育園 加古川市 2018/10/3 26
41 Kidsキャラバン-B 西宮つとがわYMCA保育

園
西宮市 2018/10/10 51

42 Kidsキャラバン-B 篠山市立今田幼稚園 篠山市 2018/10/11 37
43 Kidsキャラバン-A たいようこども園 養父市 2018/10/16 50
44 Kidsキャラバン-B 洲本市立加茂幼稚園 洲本市 2018/10/16 35
45 Kidsキャラバン-A 朝来市立糸井こども園 朝来市 2018/10/17 75
46 Kidsキャラバン-A 山崎聖旨保育園 宍粟市 2018/10/18 55
47 Kidsキャラバン-A 上郡町立山野里幼稚園 上郡町 2018/10/23 33
48 Kidsキャラバン-A 御影のどか保育園 神戸市東灘

区
2018/10/24 60

49 Kidsキャラバン-A おもしろたのしみえこども
園

豊岡市 2018/10/25 100

50 Kidsキャラバン-A 黒田庄こども園 西脇市 2018/10/30 146
51 Kidsキャラバン-A 明石市立土山保育所 明石市 2018/10/31 77
52 Kidsキャラバン-A せきれい保育園 加古川市 2018/11/1 90
53 Kidsキャラバン-A 中央保育所 小野市 2018/11/6 150
54 Kidsキャラバン-A 蓼川保育園 豊岡市 2018/11/7 102
55 Kidsキャラバン-A 神徳館こども園 神戸市兵庫

区
2018/11/8 100

56 Kidsキャラバン-A 加古川市立東神吉幼稚
園

加古川市 2018/11/13 120

57 Kidsキャラバン-A ちびっこランド西宮今津
園

西宮市 2018/11/14 200
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58 Kidsキャラバン-A 神戸市立奥の池幼稚園 神戸市垂水
区

2018/11/15 100

59 Kidsキャラバン-A 姫路市立城西幼稚園 姫路市 2018/11/20 50
60 Kidsキャラバン-A あさかこども園 多可町 2018/11/21 52
61 Kidsキャラバン-A 出石愛育園 豊岡市 2018/11/22 120
62 Kidsキャラバン-B みすまる保育園 神戸市長田

区
2018/11/27 53

63 Kidsキャラバン-B 道場保育園 神戸市北区 2018/11/28 58
64 Kidsキャラバン-B 認定こども園ゆき保育園 加古川市 2018/11/29 62
65 Kidsキャラバン-B 認定こども園あおい宙 神戸市東灘

区
2018/12/6 76

66 Kidsキャラバン-A 湊川短期大学神陵台幼
稚園

神戸市 2019/1/23 180

67 Kidsキャラバン-A 加西市立日吉幼児園 加西市 2019/2/19 67
68 Kidsキャラバン-A サボテンハウス篠山園 篠山市 2019/2/20 8
69 Kidsキャラバン-A 相生市立あおば幼稚園 相生市 2019/2/21 73
70 Kidsキャラバン-A 福崎町立高岡幼児園 福崎町 2019/2/26 22
71 Kidsキャラバン-A 認定こども園あおがき 丹波市 2019/2/27 174
72 Kidsキャラバン-A すみよし保育園 明石市 2019/3/5 112
73 Kidsキャラバン-A 米田こども園 加東市 2019/3/6 43
74 Kidsキャラバン-A 加古幼稚園 稲美町 2019/3/7 65
75 Kidsキャラバン-A 神戸市立神戸幼稚園 神戸市中央

区
2019/3/13 70

5,773

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 小学校キャラバン 神戸市立山田小学校 神戸市北区 2018/12/11 78

2 小学校キャラバン 養父市立関宮小学校 養父市 2018/12/19 233

3 小学校キャラバン 姫路市立城西小学校 姫路市 2019/1/9 295

4 小学校キャラバン 三木市立三樹小学校 三木市 2019/1/18 250

5 小学校キャラバン 尼崎市立浜田小学校 尼崎市 2019/1/22 200

6 小学校キャラバン 伊丹市立有岡小学校 伊丹市 2019/2/5 ～2019/2/9 369

1,425

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数
1 風のほいくえん 有馬富士公園（立花うる

ま保育園）
三田市 2018/10/2 59

2 風のほいくえん 有馬富士公園（プリス
クール　べふ保育園）

三田市 2018/10/2 51

3 風のほいくえん 有馬富士公園（えびす認
定こども園）

三田市 2018/10/3 160

4 風のほいくえん 有馬富士公園（三田けや
き台保育園）

三田市 2018/10/3 34

5 風のほいくえん 有馬富士公園（認定こど
も園みどりこども園・妻鹿
園）

三田市 2018/10/4 98

6 風のほいくえん 有馬富士公園（たかつか
保育園）

三田市 2018/10/4 46

7 昆虫大捜査線 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/10/7 151

8 風のほいくえん 有馬富士公園（秋津保
育園・さくら保育園）

三田市 2018/10/10 22

9 風のほいくえん 有馬富士公園（よかわ認
定こども園）

三田市 2018/10/10 39

10 風のほいくえん 有馬富士公園（上郡幼
稚園・高田幼稚園）

三田市 2018/10/11 48

11 風のほいくえん 有馬富士公園（認定こど
も園ポートピア）

三田市 2018/10/11 117

12 風のほいくえん 有馬富士公園（いずみ認
定こども園）

三田市 2018/10/16 28

13 風のほいくえん 有馬富士公園（三田虹の
子保育園）

三田市 2018/10/16 48

４．有馬富士公園休養ゾーン活性化プロジェクト

３．学校キャラバン
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14 風のほいくえん 有馬富士公園（伊子志
保育園・丸橋保育園）

三田市 2018/10/17 163

15 風のほいくえん 有馬富士公園（認定こど
も園　千草こどもの園）

三田市 2018/10/17 47

16 風のほいくえん 有馬富士公園（こばと幼
稚園）

三田市 2018/10/18 255

17 風のほいくえん 有馬富士公園（神戸市
立長尾幼稚園）

三田市 2018/10/23 83

18 風のほいくえん 有馬富士公園（加古保
育園）

三田市 2018/10/24 62

19 風のほいくえん 有馬富士公園（宝塚市
立西山幼稚園）

三田市 2018/10/24 78

20 風のほいくえん 有馬富士公園（六甲藤
原台幼稚園）

三田市 2018/10/25 132

21 風のほいくえん 有馬富士公園（蓮美幼
児学園　芦屋山手ナー
サリー）

三田市 2018/10/25 34

22 風のほいくえん 有馬富士公園（宝塚南
口幼稚園）

三田市 2018/10/30 55

23 風のほいくえん 有馬富士公園（安養保
育園）

三田市 2018/10/30 64

24 風のほいくえん 有馬富士公園（認定こど
も園多夢の森）

三田市 2018/10/31 90

25 風のほいくえん 有馬富士公園（新生こど
も園）

三田市 2018/10/31 48

26 風のほいくえん 有馬富士公園（蓼川保
育園）

三田市 2018/11/1 88

27 風のほいくえん 有馬富士公園（若草幼
稚舎・あさひ若草ナース
リー）

三田市 2018/11/1 132

28 風のほいくえん 有馬富士公園（三木市
立上の丸保育所）

三田市 2018/11/6 38

29 風のほいくえん 有馬富士公園（やぐら保
育園）

三田市 2018/11/6 62

30 風のほいくえん 有馬富士公園（社会福
祉法人　みやま保育園）

三田市 2018/11/7 38

31 風のほいくえん 有馬富士公園（なごみ保
育園）

三田市 2018/11/7 29

32 風のほいくえん 有馬富士公園（おもと保
育園）

三田市 2018/11/8 46

33 風のほいくえん 有馬富士公園（道場保
育園）

三田市 2018/11/8 54

34 風のほいくえん 有馬富士公園（ひろの認
定こども園）

三田市 2018/11/13 53

35 風のほいくえん 有馬富士公園（りんでん
認定こども園）

三田市 2018/11/13 35

36 風のほいくえん 有馬富士公園（神戸市
立小束山幼稚園・太山
寺幼稚園）

三田市 2018/11/14 108

37 風のほいくえん 有馬富士公園（猪名川
町立つつじが丘幼稚園）

三田市 2018/11/14 51

38 風のほいくえん 有馬富士公園（米田西
保育園）

三田市 2018/11/15 38

39 風のほいくえん 有馬富士公園（あけぼの
認定こども園）

三田市 2018/11/15 45

40 風のほいくえん 有馬富士公園（夢の木保
育園・クレヨン保育園・自
然保育園）

三田市 2018/11/20 79

41 風のほいくえん 有馬富士公園（ゆりかご
保育園）

三田市 2018/11/20 51

42 風のほいくえん 有馬富士公園（願成寺
保育園）

三田市 2018/11/21 60

43 風のほいくえん 有馬富士公園（夙川夢
保育園）

三田市 2018/11/21 20

44 風のほいくえん 有馬富士公園（伊丹おう
ち保育園）

三田市 2018/11/22 32

45 風のほいくえん 有馬富士公園（伊丹ひま
わり保育園）

三田市 2018/11/22 64

46 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/3 124
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47 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/4 126

48 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/10 94

49 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/11 163

50 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/17 73

51 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/18 151

52 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/23 118

53 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/24 78

54 どんぐりうんどうかい 有馬富士公園休養ゾー
ン

三田市 2018/11/25 132

4,194
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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
うずしお科学館 うずしお科学館リューアル１周年記念

展示「みんなが学んだ淡路の自然」
淡路の自然に関する展示 うずしお科学館 平30.3/21-5/6 6275

共催

2
伊丹市昆虫館 企画展「危険生物~彼を知り己を知れば

百戦殆うからず~」
危険な生物の展示 伊丹市昆虫館 平30.4/1-7/2 60514

協力

3 人と自然の会　めだかの学校 めだかの学校 子供向きのワークショップ 博物館
平30.4/1, 6/3,
8/5, 10/7, 平
30.12/2

587 共催

4 人と自然の会 パネルシアター 星座や星の解説 博物館
平30.4/1, 5/6,
7/1, 8/5, 10/7,
11/4, 12/2, 3/3

449 共催

5 神戸市文化財課
神戸市埋蔵文化財センター平成30年度
春季企画展寺『山にくらし、いのり、
たたかう』

民俗学的な展示 文化財センター 平30.4/14-5/27 5487 協力

6 人と自然の会 ネイチャークラフト 自然の素材を使った工作教室 博物館 平30.4/15 12 共催

7 人と自然の会 ドリームスタジオ 親子向きのワークショップ 博物館

平30.4/15, 5/20,
6/17, 7/15, 8/19,
9/16, 10/21,
11/18, 12/16,
2/17, 3/17

478 共催

8 人と自然の会 ミニドリームスタジオ 親子向けのワークショップ 博物館 平30.5/20 14 共催

9 人と自然の会 花工房 押し花で作るしおり作り 博物館

平30.4/16, 5/21,
4/15, 5/20, 6/17,
7/15, 8/19, 9/16,
10/21, 12/16,
2/17, 3/17

789 共催

10 人と自然の会
タンポポのボトルフラワー、かわいい
花の風車作り

タンポポの果実を使ったボトル
フラワーつくり

綾部天文館 平30.4/21 25 共催

11 アピス同好会 愛蜂家基礎講座・上級(4回） ミツバチに関する実習 博物館
平30.4/21, 5/26,
6/16, 7/21

30 共催

12 人と自然の会 光と鏡のハーモニー｢万華鏡を作ろう」 万華鏡づくり 博物館 平30.5/20 37 共催

13 人と自然の会 星・宇宙へのとびら～春の星空案内～ 星座に関する解説 博物館

平30.4/29, 6/10,
7/15, 8/05,
10/14, 12/23,
2/17, 3/10

379 共催

14
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センター
自然観察サポーターチーム活動への支
援事業」

北播磨地域での自然観察 小野市周辺 不定期 86 共催

15 六甲山を活用する会
2018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

六甲山での活動支援 六甲山周辺 不定期 173 協力

16 六甲山を活用する会
2018年度夏の｢六甲山子どもパークレ
ンジャーを目指そう！」／H30年8月20
日(日)

六甲山の子供向け観察指導 六甲山周辺 平30.8/20 21 協力

17 六甲山を活用する会
2018年度冬の｢六甲山子どもパークレ
ンジャーを目指そう！」/H31年1月21
日(日)

六甲山の子供向け観察指導 六甲山周辺 平30.1/21 49 協力

18 六甲山を活用する会

平成30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
29年4月～平成30年3月31日の不定期)

六甲山の整備に関するアドバイ
ス

六甲山周辺 不定期 118 協力

19 こどもひかりプロジェクト ﾐｭｭｰｼﾞｱﾑｷｯｽﾞ全国ﾌｪｱﾕｰｽｽﾀｯﾌ説明会 ミュージアムキッズ研修会 博物館 平30.5/12 0 共催

20 石ころクラブ 石ころクラブ勉強会 岩石に関する勉強会 博物館

平
30.8/10,8/10,8/1
2,8/12,
8/12,8/17,8/17,8/
17,8/19,8/19,8/1
9,8/23

175 共催

21 石ころクラブ 石ころをしらべよう 石に関する勉強会 博物館 平30.5/３ 8 共催
22 人と自然の会 有馬富士公園初夏の植物ハイキング 植物観察会 有馬富士 平30.5/18,19 7 共催

23
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
2018

ヒメボタルの観察会 猪名川河川敷 平30.5/20 340 共催

24 人と自然の会 タンポポと遊ぼう
タンポポを使ったワークショッ
プ

博物館 平30.5/20 0 共催

25 兵庫古生物研究会
淡路島の南野海岸で7000万年前の化石
を採ろう！

化石の観察会
国営明石公園神
戸地区あいな里
山公園

平30.5/5 21 共催

26 人と自然の会 公園を歩いて植物を見よう 公園の植物観察会 南淡路市 平30.5/20 0 共催

27 アピス同好会 家族で蜂蜜しぼり5月
ミツバチに関する実習と蜂蜜絞
り

博物館 平30.5/26 13 共催

28 アピス同好会 学びつくす昆虫学道場(全14回) 昆虫に関するセミナーと実習 博物館

平30.5/31, 6/14,
6/28, 7/12, 7/26,
8/9, 8/23, 9/6,
9/20, 10/4,
10/18, 11/1,
11/15, 11/29

128 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

29 神戸県民センター
六甲山ビジターセンターリニューアル
展示

六甲山の自然に関する展示 六甲山周辺 平30.5/10-9/07 7498 協力

30 京都精華大学
京都精華大学50周年記念展「アスピ
レーションズー８つの扉」

昆虫に関する展示 京都精華大学 平30.6/8-7/7 1050 協力

31 人と自然の会 星・宇宙へのとびら～七夕のおはなし 宇宙に関するセミナー 博物館 平30.6/10 67 共催
32 鳴く虫研究会「きんひばり」 初心者のための鳴く虫観察会 鳴く虫の観察会 博物館 平30.6/9 1 共催
33 アピス同好会 家族で蜂蜜しぼり6月 家族向け蜂蜜絞り体験 博物館 平30.6/16 17 共催
34 Ｈ／Ｉグループ 七夕まつり　折り紙で七夕飾りつくり 折り紙のワークショップ 博物館 平30.6/17 54 共催
35 星の会 七夕のおはなし・星座万華鏡を作ろう 七夕に関するセミナー 博物館 平30.6/17 146 共催
36 人と自然の会 コケ玉作り 七夕に関するセミナー 博物館 平30.6/30 平30.6 共催
37 希少植物研究会 挿し木で増やす希少植物 挿し木実習 博物館 平30.6/19 7 共催

38 豊岡市 ENEOSわくわく生き物学校 水生生物の観察会
コウノトリ郷公
園

平30.6/23-24 15 協力

39 兵庫県立図書館 「にほにうむ？」、「にっぽにう 新しい元素についての展示 県立図書館 平30.7/1-9/20 1000 協力

40 西播磨県民局
JR姫新線イベント列車「むしむし号」
で行く虫とり大作戦in西播磨天文台

昆虫採集と観察 西播磨天文台 平30.7/21 75 共催

41 兵庫県立淡路景観園芸学校 Field Trip in Minami Awaji 植物に関する観察会など 景観園芸学校 平30.7/21-9/2 39 後援

42 播磨中央公園
昆虫大捜査線inはりちゅう(播磨中央公
園）

昆虫採集と観察 播磨中央公園 平30.7/21 400 共催

43 赤穂市立海洋科学館
第32回特別展「兵庫の活断層と近未来
の大地震」

断層にかんする展示 海洋科学館 平30.7/21-9/2 4695 共催

44 ユーイングてんま そうめん流しとワイワイ夏祭り！ 夏祭り
いなみ野水辺の
公園

平30.7/14-15 280 協力

45 丹波市 丹波化石工房夏季特別展 丹波の化石に関する展示 ちーたんの館 平30.7/7-9/2 21754 協力

46 丹波の森公苑 さわってみ丹波いきもの大集合
丹波の生き物に関するワーク
ショップ

ゆめタウン丹波 平30.7/22 430 共催

47 明石海峡公園 わくわく昆虫フェスタ 昆虫に関する展示 夢舞台 平30.7/7-9/2 24013 協力

48 人と自然の会 夏休みだ!親子で作ろう天体望遠鏡!
天 体 望 遠 鏡 つ く り の ワ ー ク
ショップ

博物館 平30.7/22 20 共催

49 洲本市教育委員会
昆虫大捜査線～ひとはく昆虫博士・八
木剛先生からの挑戦状

昆虫採集と観察 ｳｴﾙﾈｽﾊﾟｰｸ五色 平30.7/22,8/26 314 共催

50 青垣いきものふれあいの里 淡水魚・昆虫展 淡水魚に関する展示
青垣いきものふ
れあいの里

平30.7/14-9/2 14000 協力

51 吹田市立博物館
平成30（2018）年度 夏季展示「水か
らかんがえよう！」

水にまつわる展示 吹田市立博物館 平30.7/21-8/26 4668 協力

52 兵庫陶芸美術館 ダチョウの卵のストラップ作り 卵の殻を使ったワークショップ 兵庫陶芸美術館 平30.7/22 198 共催

53 豊岡市立歴史博物館
豊岡市立歴史博物館第34回ミニ企画展｢
集まれ！世界の巨大昆虫」

昆虫の展示
豊岡市立歴史博
物館

平30.7/20-9/2 2202 協力

54 人と自然の会 よく回る花の風車つくり 風車づくりのワークショップ 博物館 平30.7/22 50 共催
55 人と自然の会 彩色勾玉をつくろう 勾玉つくりのワークショップ 博物館 平30.8/3 0 共催
56 野生生物を調査研究する会 G09身近な自然の観察 博物館周辺の生き物の観察 博物館 平30.8/1 0 共催
57 野生生物を調査研究する会 G09宇宙と水中の世界を知る 宇宙などに関するセミナー 博物館 平30.8/2 0 共催
58 人と自然の会 藍の生葉染め 藍を使ったワークショップ 博物館 平30.8/4 25 共催
59 うずしお科学館科学館 うずしお科学館夏休み特別企画 渦潮に関する展示 うずしお科学館 平30.8/4-9/30 9833 協力

60 兵庫県読書推進協議会
子ども読書活動支援モデル事業「明石
公園をたんけんしながら、植物であそ
ぼう！」

植物観察のワークショップ 兵庫県立図書館 平30.8/18 12 協力

61 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北 太古の神戸アミノドンの森 アミノドンに関する展示 ｲｵﾝﾓｰﾙ神戸北 平30.8/20-26 10108 共催

62 国際花と緑の博覧会協会
コスモスセミナー自然観察教室2018’’
集まれ！生きもの好きな子どもたち”

水生生物の観察会 奥猪名健康の郷 平30.8/11-13 29 共催

63 西播磨県民局
にしはりまエコツーリズム事業「水辺
の生き物ふれあい大作戦」

水生生物の観察会
ひょうご環境体
験館

平30.8/23 0 共催

64 尼崎青少年創造劇場 ピッコロシアタ開館40周年記念事業 自然に関する展示
尼崎青少年総創
造劇場

平30.8/11 151 協力

65 大船渡市立博物館
平成30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　2018」

瓦版の展示
大船渡市立博物
館

平 30.8/20-8/24 、
10/2-28

458 協力

66
篠山チルドレンズミュージア
ム

大地とくらし・恐竜化石こどもサマー
キャンプ＠ちるみゅー

化石に関するワークショップ
篠山チルドレン
ズミュージアム

平30.8/20-21 6 後援

67 弥生が丘自治会 弥生ふるさとまつり 夏祭り 弥生小学校周辺 平30.8/25 2000 協力
68 三田市里山のまちづくり課 皿池湿原見学会 湿地の観察会 三田市 平30.8/26 51 協力

69 尼崎工業高等学校
あませつ君のいきものづくりミュージ
アム

生物標本の展示
尼崎工業高等学
校

平30.8/26-9/2 220 協力

70 応用生態工学会　大阪
第４回ミュージアム連携ワークショッ
プin大阪

博物館のワークショップ
大阪市立自然史
博物館

平30.9/1 60 共催

71
明石市環境基本計画パート
ナーシップ協議会

昆虫大作戦in金ケ崎公園 昆虫採集 金ケ公園 平30.9/8 0 共催

72 鳴く虫研究会「きんひばり」 親子のための秋の鳴く虫観察会 鳴く虫の観察会 博物館 平30.9/8 4 共催
73 鳴く虫研究会「きんひばり」 鳴く虫の女王邯鄲を聞く 鳴く虫の観察会 博物館 平30.9/22 4 共催

74 希少植物研究会
｢山野草の栽培」(講義）と「コケダマ
への植え付け」(実習)

山野草に関するセミナーと実習 博物館 平30.9/11 11 共催

75 阪神北県民局
県政150周年記念事業 「地球アトリエ
～未来へのメッセージ～」

有馬富士公園に関するセミナー 有馬富士 平30.9/30 0 後援

76 尼崎工業高校
① ひょうご産業教育フェア「職業戦
隊ひょご忍ジャー」②あませつ君の本
モノミュージアム

生物標本の展示 尼崎工業高校 平30.10/20,11/03 7000 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

77 西播磨県民局
にしはりまエコツーリズム事業「水辺
の生き物ふれあい大作戦」

水生生物の観察
福知渓谷、砥峰
高原

平30.10/14 36 共催

78 人と自然の会 秋だ！どんぐりと遊ぼう
ドングリを使ったワークショッ
プ

博物館 平30.10/21 71 共催

79 柿衛文庫 特別展「どうぶつ俳句の森」 動物のはく製の展示 柿衛文庫 平30.11/17-12/24 1884 協力

80 丹波市
丹波竜フェスタ2018~恐竜を活かした
連携を考える～

丹波竜に関するワークショップ 物館 平30.11/26 2800 共催

81 人と自然の会 よく回る花の風車つくり 風車つくりのワークショップ 淡路 平30.11/11 0 共催
82 人と自然の会 ドリームスタジオスペシャル 親子向けのワークショップ 博物館 平30.11/19 536 共催

83 人と自然の会
「組紐」「えとのくらふと」「だちょ
うの卵のストラップ作り」

子ども向けのワークショップ 博物館 平30.11/14 35 共催

84 明石海峡公園 あわジオフェスティバル201８ 化石の展示 明石海峡公園 12/8-1/14 9733 協力

85 ち―たんの館
丹波竜フェスタ２０１８ ～日本の若
き古生物学者～

丹波竜に関するセミナー 丹波市 12月2日 2500 協力

86 神戸市立青少年科学館
2018冬の企画展「巨大迷路と昆虫た
ち」

昆虫の展示
神戸市立青少年
科学館

12/15-1/27 14493 協力

87 兵庫県 ひょうご担い手サミット ボランティア団体の交流会
ﾃﾞｻﾞｲﾝｸﾘｴｲﾃｨ
ﾌﾞｾﾝﾀｰ

12月22日 360 協力

88 日本氷雪学会関東以西支部
新春特別企画・地域研究員によるシモ
バシラ観察会「あ～らふしぎ！ 植物
シモバシラから氷がのび～る」

シモバシラに関する観察会 博物館 平31.1/6,7 1 共催

89 人と自然の会
ひとはくのお正月「凧作り」「羽根つ
き」「いろんな駒回し」他

子供向けワークショップ 博物館 平31.1/3 257 共催

90 淡路市教育委員会 野島断層普及講演会2019 断層に関するセミナー
北淡震災記念公
園

平31.1/12 100 協力

91 芦屋市谷崎潤一郎記念館 ちんげん祭-川東丈純「あーと。」展
自 然 に 関 す る 展 示 、 ワ ー ク
ショップ

谷崎潤一郎記念
館

平31.1/30-2/3 305 協力

92 尼崎工業高校 あませつ君の放課後博物館
自 然 に 関 す る 展 示 、 ワ ー ク
ショップ

尼崎工業高校 平31.1/5-6 150 協力

93 奇跡の星の植物館 特別展淡路夢舞台ラン展2019 植物の展示 奇跡の星地球館 平31.1/26-3/10 18139 協力

94 丹波地域恐竜化石フィールドミ
丹波地域恐竜化石フィールドミュージ
アム　構想の推進

丹波竜に関するワークショップ 丹波の森公苑 平31.2/9 20 協力

95 希少植物研究会
山野草「花の形・タネの形・成長の形
(夏編)」

種子などの形態に関するセミ
ナー

博物館 平31.2/19 6 共催

96 人と自然の会 J1こんにゃく玉つくり
こ ん に ゃ く つ く り の ワ ー ク
ショップ

博物館 平31.2/23 17 共催

97 人と自然の会 ダチョウの卵のストラップ作り 卵の殻を使ったワークショップ 須磨水族館 平31.3/3 103 共催

98 人と自然の会 よく回る風車を作ろう 風車を作るワークショップ
三田市市民セン
ター

平31.3/23 25 共催

99 阪神北県民局
県政150周年記念事業 「地球アトリエ
～未来へのメッセージ～」

有馬富士公園に関するセミナー 有馬富士 平31.3/2 179 後援
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フロアサービス実績一覧
デジタル紙芝居（313 回 のべ 14,597 人）

丹波の恐竜タンタンものがたり(1,217)  

丹波の恐竜たんたんのひとはくナイトミュージアム(1,262) 

アンモナイト物語(1,352)  スミスネズミと 100年の森(1,072) 

ぷくぷくあわわ～森から川へのくりもの(686)   ころころだんちゃん(1,173) 

コウちゃんの 60 日間(688) オランとウーたんのジャングル探検記(1,953)

ぽこぽこぽこ～森をつなぐ～(582)  タヨウ星人スナ・メリメリの冒険(528)

くるりん･ひらりん空のたび(679)  たんぽぽレストラン(511)  アリマキのドロップ(208) 

ゆめのつづき(875)   ススキ草原のオーケストラ(335) 六甲のうりんぼ(121)

ヤマモモの長い旅(1355)

展示室ツアー（247 回 のべ 3,733 人） 

ボルネオジャングル探検ツアー(1,391)   ひょうごの自然じまんツアー(518) 

海の仲間たちツアー(730)   ひょうごのどうぶつ(529)  ひとはく不思議発見ツアー(36) 

３階展示室ダイジェストツアー(523)  ３階ダイジェスト(6)  

フロアスタッフとあそぼう（93 回 のべ 3,990 人）

アクアリウムを作ろう（73） イヌワシの紙飛行機を飛ばそう（267）

うちわづくり（32）  おひなさまづくり（35） お出かけ画はくの日(40) 

カタツムリペーパークイリング(69)  きのこのモビール(69) 

恐竜骨パズル(105) クリスマス★スノードーム(76) クリスマスリース(31)

くるくるとぶたね（90）  ササ舟を作ってみよう(73) たんぽぽコースター(92)

チョウがいっぱい（683） ティラノ★ハット(45)  トントン紙ずもう(70) 

のぞいて！ホタル(27)  のぼる！鳥のおもちゃ(72)  ハロウィンクイリング(73)

ひとはくクイズ大会（67）  ひとはく宝探しラリー（167）  ひょうごの動物万華鏡（79） 

ヒラヒラちょう(81) モールで恐竜を作ろう(174)  画はくの日(594) 

海の貝ペーパーウェイト(77)  古写真に色を付けよう(62)  古代のサイ アミノドン（63） 

新春！ひとはくおみくじ（402）  新春宝さがしラリー（79）  川でさかなつり（123） 

ワークショップ（28 回  のべ 5,971 人）

アンモナイトでぶんぶんごま（59） イヌワシの紙飛行機を作ろう(87)

チョウのはんこペーパーバック（189） とっても簡単！化石のレプリカづくり(3,694)

とびだせイヌワシ(98)  ひとはくぬりえ(72)  ひょうごの妖怪カンバッジ(193) 

ふうりんを作ろう(107)  プラ板づくり（121）  ぶんぶんごまーダンゴムジー（121） 

ペーパークイリング（102）  ラフレシアをまわそう（93）  貝のストラップ（195） 

恐竜ストラップづくり（465）  丹波竜のハンコバックを作ろう（244） 
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鳥の缶バッジづくり(131) 

ひとはく探検隊（12 回 のべ 343 人） 

冬のむしとりペナントレース(73)  ドングリの赤ちゃんをさがそう(26) 

きのこ GETだぜ！(21)  化石さがし(24)  ひとはくってなあに？(21) 

秋のはっぱ(32)  虫の赤ちゃんさがし(28)  水辺のいきものを捕ろう！(22) 

冬の鳥を観察しよう！(25)  『さとやま』の中を歩こう(12)  

モミジを観察しよう(43)  たんぽぽをさがそう（16）

はかせと学ぼう（11 回 のべ 1,147 人） 

アンモナイト石けんをつくろう(251) イヌワシ紙飛行機を飛ばそう！(228)

  ろ過実験コンテスト(28)  ひょうごの妖怪(37)  さわってアンモ(603) 

特注（75 回 のべ 2,743 人） 

2018/4/1～2019/3/31  779回 のべ 32,524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）

助成金額（万
円）

1
中期更新世初期の気候変動を探る―湖沼堆
積物の高精度編年に基づく古環境総合解析

日本学術振興会 基盤研究（Ａ） 加藤茂弘 2,249

2
人類とアフリカ類人猿の出現過程の解明―
チョローラピテクスの進化形態学的研究

日本学術振興会 基盤研究（Ａ）
諏訪　元（東京
大学総合研究博
物館・教授）

加藤茂弘 1,209

3
活断層下の低電気比抵抗構造領域に注目し
た新たな活動性評価法の構築

日本学術振興会 基盤研究（C)
山口　覚（大阪
市立大学理学
部・教授）

加藤茂弘 117

4
恐竜化石産出地域における生涯学習プログ
ラムの開発と体制の構築

日本学術振興会 基盤研究（C)

久保田克博（兵
庫県立大学自
然・環境科学研
究所・客員研究
員）

佐藤裕司・三枝
春生・加藤茂
弘・半田久美
子・池田忠広・
生野賢司

117

5
下部白亜系篠山層群カエル類遊離骨化石を
対象とした分類学的研究

日本学術振興会 若手研究（B）
池田忠広（兵庫
県立大学・准教
授）

130

6 竜脚類恐竜Tambatitanis amicitiaeの研究 日本学術振興会 基盤研究（C)
三枝春生（兵庫
県立大学・准教
授）

池田忠広 65

7
生物多様性の理解を促す自然史リテラシー
涵養プログラムの構築

日本学術振興会 基盤研究（C)

佐藤裕司（兵庫
県立大学自然・
環境科学研究
所・教授）

160

8
塩湿地の生物多様性保全に向けた絶滅惧植
物数種における種子発芽・生育立地特性の
解明

日本学術振興会 基盤研究（C) 黒田有寿茂 247

9
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 117

10
津波攪乱域に新規に出現した稀少植物群の
保全遺伝学的研究―地域固有性の解明と保
全

日本学術振興会 基盤研究（B）
牧雅之（東北大
学・教授）

藤井俊夫 455

11
官・民・市民協働による街路樹の多面的な
価値創出と管理の可能性

日本学術振興会 基盤研究（C)

赤澤宏樹（兵庫
県立大学自然・
環境科学研究
所・教授）

80

12
水辺の習俗行事にかかわる文化的景観の保
護に向けた空間的・社会的変容パターンの
解明

日本学術振興会 若手研究（B）

大平和弘（兵庫
県立人と自然の
博物館・研究
員）

50

13
地域再生に資する拠り所としての伝統的な
祭祀空間のマネジメントに関する研究

日本学術振興会 基盤研究（C)
上甫木昭春（大
阪府立大学大学
院・教授）

大平和弘
182

14
貝殻に住む矮小シクリッドが平行進化した
遺伝機構の解明

日本学術振興会 基盤研究（B） 高橋鉄美 442

15
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および行動基盤の解
明

日本学術振興会 基盤研究（B）海外
幸田正典（大阪
市立大学・教
授）

高橋鉄美 481

16
適応放散の分子機構解明に向けたビクトリ
ア湖沼生物ゲノムの多様性の網羅比較

日本学術振興会 基盤研究（B）海外
二階堂雅人（東
京工業大学・准
教授）

高橋鉄美 559

17
国内外来爬虫類が分布拡大の最前線で在来
生態系に与える影響

日本学術振興会 基盤研究（C)
本多正尚（筑波
大・教授）

太田英利
104

18
マダガスカルでの遺伝子水平伝播パンデ
ミックとヘビによる世界的な伝播因子拡散
の実証

日本学術振興会 基盤研究（B）
倉林敦（長浜バ
イオ大・准教
授）

太田英利 200

19
生態系管理に基づく野生動物由来感染症対
策

日本学術振興会 基盤研究(A)

岡部貴美子（森
林総研・昆虫多
様性担当チーム
長）

山内健生 1,391

20 iDNAによる哺乳類調査法の確立と実践 日本学術振興会 挑戦的研究（萌芽）
唐澤重考（鳥取
大・教授）

山内健生 195

21
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 65

22
アジア大陸東縁部列島弧における植物の分
布と分化の特異性を探る

日本学術振興会 基盤研究（C) 秋山弘之 117

23
言語音がわかりにくい高次脳機能障がい者
とともに作る生涯学習施設の放送音声

日本学術振興会 基盤研究（C) 三谷雅純 125

24
米国サウスダコタ州から産出する白亜紀異
常巻アンモナイト類の形態解析

兵庫県立大学自然・
環境科学研究所

若手研究者研究支援
事業

生野賢司 15

25
「寄付無し・自主管理」制度による提供公
園の現状と課題　～整備から維持管理まで
の誘導手法～

一般財団法人住総研
赤澤宏樹

藤本真里・田原
直樹・大平和
弘・福本優

99.7

26
潮間帯エリアに頻出するマメダコの生息場
所利用と食性

公益財団法人水産無
脊椎動物研究所

2018年度 個別研究助
成

和田年史 70
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27 感染症を媒介する節足動物に関する研究
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 150

28
聴覚失認のある高次脳機能障がい者に適し
た災害チャイム

交通エコロジー・モ
ビリティ財団

ECOMO交通バリアフ
リー研究・活動助成

三谷雅純
94

29
琉球列島産小型爬虫両棲類化石の分類学的
研究

兵庫県立大学自然・
環境科学研究所

若手研究者研究支援
事業

池田忠広 16

30
モンゴル・ゴビ砂漠の上部白亜系バヤンシ
レ層におけるデイノニコサウルス類恐竜の
発掘調査および篠山層群化石との比較研究

兵庫県立大学自然・
環境科学研究所

若手研究者研究支援
事業

久保田克博 15.6

31

特殊岩地における希少植物カキノハグサの
生育立地特性の把握：土地的極相のレ
フュージア機能と二次的自然の保全意義に
着目して

兵庫県立大学自然・
環境科学研究所

若手研究者研究支援
事業

黒田有寿茂 15

32
地域の習俗行事にかかわる文化的景観の保
全に向けたコミュニティのあり方に関する
研究

兵庫県立大学自然・
環境科学研究所

若手研究者研究支援
事業

大平和弘 15

合計 9,347

◆受託研究等

件名 委託元 受託者
分担者名（館
員）

金額（万円）

1 株式会社竹中工務店 橋本佳延 108.00

2
大阪ガス株式会社
CSR・環境部

橋本佳延
石田弘明、黒田
有寿茂

134.24

3
兵庫県園芸・公園協
会

藤本真里 100.00

4
淡路市教育委員会 教
育長　山田一夫

加藤茂弘 生野賢司 30.00

5 棚倉町長　湯座一平 石田弘明
八木　剛、黒田
有寿茂、大平和
弘

128.52

6 三田市長　森　哲男 八木　剛
石田弘明、小舘
誓治

1,977.50

7 三田市長　森　哲男 橋本佳延
石田弘明、黒田
有寿茂

60.00

8 三田市長　森　哲男 赤澤宏樹 9.40

9
株式会社Mizkan
Partners　代表取締
役　杉本達哉

藤本真里 75.00

10
（公財）ひょうご環
境創造協会　理事長
秋吉秀剛

布野隆之 10.50

11
兵庫県立淡路園芸学
校　校長　中瀬　勲

黒田有寿茂 24.15

12
株式会社　ヘッズ
取締役社長　大塚守
康

大平和弘 生野賢司 64.80

13 丹波市長　谷口進一 久保田克博
池田忠広、三枝
春生、生野賢司

27.80

14
北播磨県民局長　濱
西喜生

福本　優 31.75

15
神戸大学大学院理学
研究科　理学研究科
長　福山克司

佐藤裕司 17.40

16
株式会社　プレック
研究所　大阪事務所
長　白取　茂

大平和弘
加藤茂弘、生野
賢司

80.00

17
神戸市建設局公園部
森林整備事務所　所
長　道木柳太

橋本佳延 9.91

18 関西広域連合長 三橋弘宗 72.60

2,962

平成30年度　株式会社竹中工務店における生物多様性対応関連業
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

川代TN建設工事発生土調査事業業務

北播磨地域の魅力発見等に関する調査業務

博物館実習に係る業務

慶野松原維持のための林床植生適性化に関わるウンラン等栽培・
管理研究業務

うずしお科学館利活用および機能強化に関する技術支援業務

平成30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

コーディネ―タ－の育成業務

平成30年度上山高原自然再生事業動物モニタリング調査

合計

平成30年度生物多様性情報活用業務

野島断層の保存と活用に関する研究

棚倉町里山プロジェクト事業業務

三田市有馬富士自然学習センター　プログラム運営業務

地域計画策定等支援業務

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

鳴門海峡の渦潮世界遺産登録学術調査に係る検討支援及び景観・
地形地質に関する調査研究

六甲最高峰トイレ再整備に伴う生物多様性保全に資する育苗支援
業務
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