
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2019/4/7 早春の北摂の里山を観察しよう！ 橋本佳延 25 17 

2019/4/13 草花なんでも鑑定団～身近な植物を見分けよう①（全 3回） 高野 10 5 

2019/4/14 タンポポ調査と分布図つくり①（全 3回） 鈴木 3 4 

2019/4/14 化石発掘体験セミナー 10:00 恐竜技師チーム 25 19 

2019/4/14 ユース昆虫研究室①（全 3回） 八木 15 9 

2019/4/14 石ころセミナー特別講演会  先山 50 27 

2019/4/14 海岸の植物観察会(春)  藤井 20 6 

2019/4/14 化石発掘体験セミナー 14:00 恐竜技師チーム 25 13 

2019/4/20 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（春）  小舘 20 6 

2019/4/20 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 10 12 

2019/4/21 タンポポ調査と分布図つくり②（全 3回） 鈴木 3 3 

2019/4/21 有馬温泉発！山頂経由東お多福山植生観察ハイキング 橋本佳延 25 11 

2019/4/25 春の山野草～花の形・タネの形・成長の形 希少植物研究会 25 2 

2019/4/27 絵図や古地図を片手にぶらり。今昔まち歩き【大阪／野田・福島】 福本 10 12 

2019/4/28 化石発掘体験セミナー 10：00 池田 25 19 

2019/4/28 化石発掘体験セミナー 14：00 池田 25 21 

2019/5/3 化石発掘調査 アカデミックキャンプ 池田, 生野 20 24 

2019/5/5 化石発掘体験セミナー 恐竜技師チーム 25 19 

2019/5/5 化石発掘体験セミナー 恐竜技師チーム 25 18 

2019/5/9 コケ植物観察講座 芦生研究林 秋山 15 16 

2019/5/11 六甲山「森の植物」観察会（春） 小舘 20 9 

2019/5/11 コケ植物観察講座（顕微鏡を使って観察） 秋山 12 5 

2019/5/11 野生植物の域外保全～ジーンファーム見学～ 黒田 20 4 

2019/5/11 公園ゼミナール＜現地視察編＞① 福本 20 7 

2019/5/12 ユース昆虫研究室②（全 12回） 八木 15 9 

2019/5/12 植物観察会(武田尾) 藤井 20 16 

2019/5/12 石ころセミナー 2019①（全 6回） 先山, 加藤 25 31 

2019/5/12 霊長類学 頭の体操 2019 三谷 10 5 

2019/5/18 コケ植物観察講座 コケに棲むクマムシを探す 秋山 12 11 

2019/5/24 アフリカ・タンガニイカ湖の魚たち 高橋鉄美 10 36 

博物館事業報告に関連する資料 
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2019/5/25 音水渓谷植物ハイキング 高野 20 14 

2019/5/25 家族で蜂蜜しぼり 5月 アピス同好会 20 17 

2019/5/25 脊椎動物の出現～初期の多様性について～ 池田 30 8 

2019/5/28 「山野草の栽培」（講義）と「寄せ植え」（実習） 希少植物研究会 20 7 

2019/6/1 タンポポ調査と分布図つくり③（全 3回） 鈴木 3 4 

2019/6/1 初夏の里山で植物を観察しよう 石田 20 20 

2019/6/2 石ころセミナー 2019②（全 6回） 石を観る会 25 30 

2019/6/2 奈良公園の植物観察会 藤井 20 5 

2019/6/5 カラスのごみ被害を解決しよう！ 布野 30 6 

2019/6/7 三田の里山で見られる植物の多様性 橋本佳延 10 38 

2019/6/8 タンガニイカ湖のシクリッド調査とその成果 高橋鉄美 20 2 

2019/6/8 太山寺周辺の樹林で多様性を知る 小舘 20 9 

2019/6/8 公園ゼミナール＜現地視察編＞② 大平 20 7 

2019/6/9 ユース昆虫研究室③（全 12回） 八木 15 10 

2019/6/12 神戸市東灘区岡本のシダを見る 鈴木 20 21 

2019/6/15 化石の宝庫！ 篠山層群。 池田 30 8 

2019/6/15 東お多福山ススキ草原 初夏の植物観察会 橋本佳延 25 0 

2019/6/15 湿地の自然再生実習①（全 2回） 三橋 15 0 

2019/6/16 湿地の自然再生実習②（全 2回） 三橋 15 0 

2019/6/16 化石発掘体験セミナー 10：00 
池田, 

恐竜技師チーム 
25 24 

2019/6/16 はじめての恐竜 久保田 30 7 

2019/6/16 ＜こころ＞と＜ことば＞を科学する 2019 三谷 10 6 

2019/6/16 化石発掘体験セミナー 14：00 池田 25 15 

2019/6/18 挿し木で増やす希少植物 希少植物研究会 20 3 

2019/6/21 農業と外来生物 ーヒアリを例に 橋本佳明 10 37 

2019/6/22 家族で蜂蜜しぼり 6月 アピス同好会 20 25 

2019/6/29 チョウを観察しよう 櫻井 10 5 

2019/6/29 キノコの観察 1 梅雨時のキノコ 秋山 15 17 

2019/6/29 淡路島の特色ある地形と地質 加藤 30 0 

2019/6/30 木材の化石を調べよう 半田 10 9 

2019/7/6 両生類の体を見てみよう 太田 20 11 

2019/7/7 爬虫類の体を見てみよう 太田 20 8 

2019/7/13 森と土の観察会（再度山編） 小舘 20 7 

2019/7/13 ユース昆虫研究室④（全 12回） 八木 15 9 

2019/7/13 テナガエビをつかまえよう 三橋 50 0 

2019/7/14 おなかの中を見てみよう(解剖実習） 三枝, 安田 8 6 

2019/7/14 化石発掘体験セミナー 10：00 池田 25 25 

2019/7/14 化石発掘体験セミナー 14：00 池田 25 29 
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2019/7/15 瀬戸内海の２万年 ～人と自然の環境史をさぐる～ 佐藤 30 24 

2019/7/20 草花なんでも鑑定団～身近な植物を見分けよう②（全 3回） 高野 10 2 

2019/7/21 雑木林の植物観察会（有馬富士） 藤井 20 14 

2019/7/21 魚の透明標本をつくる①（全 3回） 高橋 10 11 

2019/7/21 知ればなるほど！ アンモナイトのウソ・ホント 生野 30 6 

2019/7/21 石ころセミナー 2019③（全 6回） 石を観る会 25 22 

2019/7/23 夏の山野草～花の形・タネの形・成長の形 希少植物研究会 25 5 

2019/7/27 ダンゴムシを育てよう 鈴木 10 4 

2019/7/27 見て、掘って、作って、恐竜と化石を満喫しよう！ 久保田 15 13 

2019/7/27 魚の透明標本をつくる②（全 3回） 高橋鉄美 10 10 

2019/7/28 魚の透明標本をつくる③（全 3回） 高橋鉄美 10 11 

2019/7/28 月のクレーターも見える天体望遠鏡の工作 人と自然の会 15 12 

2019/7/29 小さな子どもの指導者向け 身近な植物観察の仕方 小舘 20 14 

2019/7/29 石ころから学ぼう！ 古谷 15 17 

2019/7/29 外来種問題を正しく理解し教えるためのポイント 太田 30 23 

2019/7/30 ともに考える里山林を活かした教育カリキュラム 橋本佳延 20 12 

2019/7/30 ひょうごの森と身近な樹木－講義と観察－ 黒田 30 20 

2019/7/30 デンデンムシとダンゴムシ 鈴木 20 23 

2019/7/31 動物進化の物語 ～進化を扱う授業の工夫～ 
高橋鉄美, 松島 

（地域研究員） 
30 31 

2019/7/31 地理情報システムの使い方 三橋 20 11 

2019/7/31 障がいのある子どもが感じていること 三谷 30 29 

2019/8/1 森の土の基礎を学ぶ 小舘 10 6 

2019/8/1 身近な自然の観察 
野生生物を調査

研究する会 
25 16 

2019/8/1 ヒアリを学ぶー外来生物問題の生物学 橋本佳明 30 12 

2019/8/2 ピカピカ泥だんごの作り方 赤澤 50 35 

2019/8/2 水中の小さな世界を知る 
野生生物を調査

研究する会 
20 14 

2019/8/2 河川の水生昆虫観察会（住吉川編） 三橋 50 30 

2019/8/2 石の見分け方を学ぶ 
野生生物を調査

研究する会 
20 15 

2019/8/2 地層・化石の勉強と化石発掘体験 久保田 40 27 

2019/8/3 海浜の植物・植生と環境 黒田 30 1 

2019/8/3 藍の生葉染め 人と自然の会 20 14 

2019/8/4 化石発掘体験セミナー 10：00 池田 25 22 

2019/8/4 化石発掘体験セミナー 14：00 池田 25 20 

2019/8/5 ユース昆虫研究室⑤（全 12回） 八木 15 9 

2019/8/5 火山灰を調べる 加藤 20 20 

2019/8/6 但馬牛のひみつ 
渡邊（但馬牛博物

館長） 
30 14 

2019/8/6 ユース昆虫研究室⑤（全 12回） 八木 15 9 
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2019/8/7 ユース昆虫研究室⑤（全 12回） 八木 15 9 

2019/8/8 ユース昆虫研究室⑤（全 12回） 八木 15 9 

2019/8/11 化石発掘体験セミナー 10：00 池田 25 23 

2019/8/11 化石発掘体験セミナー 14：00 池田 25 26 

2019/8/17 ジオラマをつくろう 大平 20 17 

2019/8/18 アンモナイトの化石を観察しよう 生野 20 20 

2019/8/25 湿地植物観察会(加西市) 藤井 20 9 

2019/8/31 日本の色を染める 吉岡 20 81 

2019/9/1 恐竜の色はどうやって復元するのか 三枝 20 33 

2019/9/1 石ころセミナー 2019④（全 6回） 石を観る会 25 27 

2019/9/7 近未来の南海トラフ巨大地震を考える 加藤 30 19 

2019/9/7 陣羽織の羽根は誰のもの？ 齊藤 20 15 

2019/9/7 秋の鳴く虫観察会 
鳴く虫研究会 

「きんひばり」 
30 13 

2019/9/8 ユース昆虫研究室⑥（全 12回） 八木 15 8 

2019/9/8 花粉の形を観察しよう 半田 8 4 

2019/9/8 タヌキマメ観察会 藤井 20 6 

2019/9/8 公園ゼミナール＜現地視察編＞③／尼崎の森中央緑地 赤澤 20 7 

2019/9/13 象と恐竜を比べてみよう 三枝 10 38 

2019/9/14 野生植物の域外保全～ジーンファーム見学～ 黒田 20 2 

2019/9/14 みどりとミドリ 岩槻 20 36 

2019/9/14 南あわじで自然体験① 7000万年前の地層を見てみよう 生野 20 31 

2019/9/14 草花なんでも鑑定団～身近な植物を見分けよう③（全 3回） 高野 10 1 

2019/9/14 南あわじで自然観察② ウミホタルをつかまえよう 大平 20 24 

2019/9/15 化石発掘体験セミナー 10：00 恐竜技師チーム 25 17 

2019/9/15 化石発掘体験セミナー 14：00 恐竜技師チーム 25 22 

2019/9/21 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（初秋）  小舘 20 0 

2019/9/21 秋の里山で植物を観察しよう 石田 20 0 

2019/9/22 シダの標本づくりと分布図①（全 4回） 鈴木 3 1 

2019/9/23 シダの標本づくりと分布図②（全 4回） 鈴木 3 1 

2019/9/25 「タカの渡り」観察会 布野 15 9 

2019/10/2 ハチ北セミナー 秋のキノコと木の実観察 秋山 12 6 

2019/10/4 公園をデザインしよう 大平 10 34 

2019/10/5 秋の山野草～花の形・タネの形・成長の形 希少植物観察会 25 0 

2019/10/5 葉の化石を調べよう：フウとカエデのなかま 半田 10 4 

2019/10/5 長期的気候変動と動物の進化 三枝 30 15 

2019/10/5 
石を使って水辺の生き物の隠れ家をつくろう～第 8回みんなで

取り組む武庫川づくり交流会～ 
三橋 50 28 

2019/10/5 
公園ゼミナール＜現地視察編＞④歴史も自然もカフェもある明

石公園 
藤本 20 16 

2019/10/6 石ころセミナー 2019⑤（全 6回） 石を観る会 25 29 
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2019/10/12 宍粟市山崎町のシダを見る 鈴木 20 0 

2019/10/13 化石発掘体験セミナー 10：00 池田 25 0 

2019/10/13 化石発掘体験セミナー 14：00 池田 25 0 

2019/10/19 ネズミ類の捕獲と計測①（全 2回） 鈴木 10 6 

2019/10/20 ネズミ類の捕獲と計測②（全 2回） 鈴木 10 6 

2019/10/20 ユース昆虫研究室⑦（全 12回） 八木 15 7 

2019/10/20 溜池の植物観察会(鴨池) 藤井 20 9 

2019/10/20 プラスティック封入標本をつくろう 三橋 20 27 

2019/10/23 シダの標本づくりと分布図③（全 4回） 鈴木 3 1 

2019/10/26 キノコの観察 2 秋のキノコ 秋山 15 11 

2019/10/27 シダの標本づくりと分布図④（全 4回） 鈴木 3 1 

2019/10/27 外来アリのはなし その１ーヒアリとアカカミアリ，オオハリアリ 橋本佳明 20 9 

2019/10/31 動物たちのだまし術 櫻井 30 3 

2019/11/1 生物多様性－なぜ大事なのか，どうすればいいのか－ 太田 10 6 

2019/11/9 極めよう！コンデジ  フィールド 30 6 

2019/11/16 六甲山「森の植物」観察会（秋） 小舘 20 7 

2019/11/17 ユース昆虫研究室⑧（全 12回） 八木 15 9 

2019/11/17 海岸の植物観察会(秋) 藤井 20 9 

2019/11/17 
外来アリのはなし その２ーアルゼンチンアリとアシナガキアリ，

ヒゲナガアメイロアリ，ツヤオオズアリ 
橋本佳明 20 5 

2019/11/21 昆虫の色から学ぶ適応と進化 櫻井 20 7 

2019/11/23 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（晩秋） 小舘 20 7 

2019/11/23 絵図や古地図を片手にぶらり。今昔まち歩き【川西／平野・多田】 福本 10 8 

2019/11/24 石ころセミナー 2019⑥（全 6回） 石を観る会 25 26 

2019/11/29 霊長類学が描くヒトの姿―〈ことば〉の不思議― 三谷 10 34 

2019/12/1 極めよう！コンデジ  フィールド 30 2 

2019/12/7 カヤツリグサ科勉強会 藤井 20 9 

2019/12/8 ユース昆虫研究室⑨（全 12回） 八木 15 9 

2019/12/8 多様な人と地域で暮らす 三谷 10 12 

2019/12/8 
外来アリのはなし その３ーこれからやって来るアリ達，コカミアリ

とハヤトゲフシアリ 
橋本佳明 20 13 

2019/12/15 石ころセミナー 2019（総括） 石を観る会 25 20 

2019/12/21 ひょうご五国の植生 黒田 30 5 

2020/1/10 公園利用者とすすめるパークマネジメント（入門編） 藤本 なし 33 

2020/1/12 ユース昆虫研究室⑩（全 12回） 八木 15 9 

2020/2/9 ユース昆虫研究室⑪（全 12回） 八木 15 8 

2020/2/15 身近な植物の生存戦略 石田 50 11 

2020/2/19 極めよう！コンデジ  フィールド 30 5 

2020/2/24 レガシー事業 三橋 220 127 

2020/2/29 塩湿地・海崖の植物・植生と環境 黒田 30 0 
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2020/3/7 黒豆豆腐づくり 人と自然の会 20 0 

2020/3/22 化石発掘体験セミナー 10：00 池田 25 0 

2020/3/22 ユース昆虫研究室⑫（全 12回） 八木 15 8 

2020/3/22 化石発掘体験セミナー 14：00 池田 25 0 

 

 

※計画 185講座のうち、実施は 170講座、未実施は 15講座 
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企画展等一覧（平成31年度／令和元年度）

【特別企画】

期間 タイトル 展示場所 担当者

2019.7.13～2019.9.29
コレクション展「石ころズラリ　～美しい鉱物から珍しい岩石
まで～」

2階企画展示室、エントラン
スホール

生野賢司

2019.8.30～2019.9.16
館外企画展「Where Culture Meets Nature　～日本文化を育
んだ自然～」

京都市花洛庵野口家住宅 三橋弘宗

2019.10.12～2020.1.5
展示特別企画「ひょうごのレッドリスト展　～哺乳類・爬虫類・
両生類・魚類～」

2階企画展示室 高橋鉄美

【ミニ企画展（臨時に企画される小規模な展示）等】

期間 タイトル 展示場所 担当者

2019.4.27～2019.6.2
緊急速報展「篠山層群恐竜・鳥類卵化石発掘調査の成果報
告」

3階展示室 池田忠広

2019.5.12 標本のミカタ「スミレの世界」 4階大セミナー室 高野温子

2019.6.9 標本のミカタ「川虫の世界」 4階大セミナー室 三橋弘宗

2019.7.13～2019.9.1 ミニ企画展「但馬牛のひみつと牧場公園の自然」 4階ひとはくサロン 半田久美子

2019.7.14 標本のミカタ「干潟のカニ大集合」 4階大セミナー室 三橋弘宗

2019.8.12
標本のミカタ「地球のカケラから何がわかる？　～岩石・鉱物
の科学～」

4階大セミナー室 生野賢司

2019.9.8 標本のミカタ「化石レプリカでたどる象の進化」 4階大セミナー室 三枝春生

2019.9.21～2019.10.8 三田市小中学校　理科自由研究作品展
4階ひとはくサロン、3階オー
プンギャラリー

生涯学習課

2019.10.27 標本のミカタ「いろんなキノコとコケを見てみよう」 4階大セミナー室 秋山弘之

2019.11.2～2019.12.15 ミニ企画展「知ろう！　学ぼう！　総合治水展」 4階ひとはくサロン 三橋弘宗

2019.11.2～2020.1.5
ミニ企画展「『化石の日』制定１周年記念展示　アワジの名が
ついたエビ類化石」

3階展示室 生野賢司

2019.11.10 標本のミカタ「タンガニイカ湖シクリッドの世界」 4階大セミナー室 高橋鉄美

2019.12.7～2020.1.5
ミニ企画展「植物シモバシラが魅せる氷の世界　－多様な形
のふしぎ－」

4階ひとはくサロン 藤井俊夫

2019.12.8 標本のミカタ「古地図ですごろく」 4階大セミナー室 福本優

2020.2.8～2020.4.19※ ミニ企画展「ひとはく研究員展2020」 4階ひとはくサロン 秋山弘之

2020.2.11～2020.5.30
※

ミニ企画展「六甲山のキノコ展2020　～野生のキノコの不思
議な魅力～」

2階企画展示室 三橋弘宗

2020.2.12～2020.4.5※ ミニ企画展「異常巻アンモナイト、ノストセラス大集合」 3階展示室 生野賢司

2020.3.20～2020.5.17
※

ミニ企画展「植物画展　美しき日本の植物」 3階オープンギャラリー 鈴木武

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため期間変更または中止

下記の特別企画、ミニ企画展、緊急速報展などを2階企画展示室・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。
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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 28 日～ 

5 月 31 日 

(春前期) 

三田市立上野台中学校 

三田市立狭間中学校 

三田市立けやき台中学校 

三田市立藍中学校 

2 

2 

2 

2 

 

地球科学 

生態 

環境計画 

生涯学習課 

6 月 4 日～  

6 月 7 日 

(春後期) 

三田市立長坂中学校 

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 

宝塚市立南ひばりガ丘中学

校 

神戸市立有馬中学校 

 

1 

2 

2 

3 

2 

 

2 

系統分類 

生態 

生物資源 

生涯学習課 

11 月 12 日〜 

11 月 15 日 

(秋期) 

神戸市立有野中学校 

神戸市立有野北中学校 

神戸市立北神戸中学校 

神戸市立鈴蘭台中学校 

2 

2 

2 

2 

地球科学 

系統分類 

生態 

環境計画 

コミュニケーション・デザイン 

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 19 日～23 日 仁川学院高等学校 

宝塚高等学校 

伊丹北高等学校 

三田祥雲館高等学校 

篠山鳳鳴高等学校 

1 

1 

1 

1 

2 

生物資源、系統分類 

生涯学習課、総務課 

 

 

【博物館実習】 

7 月 27 日(土)～8 月 18 日(日)の内 10 日間 

 

  甲南大学 

  琉球大学 

  近畿大学 

  甲南女子大学 

  神戸女子大学 

  岩手大学大学院 

  関西学院大学 

  京都先端科学大学 

   

2 名 

1 名 

4 名 

1 名 

1 名 

1 名 

2 名 

1 名 

  佛教大学 

  神戸芸術工科大学 

  京都造形芸術大学 

  岡山理科大学 

   

 

（以上 12 大学 18 名） 

1 名 

2 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】 

月/日

（曜） 
講座名 講師 参加者数 

7/29(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 14 

石ころから学ぼう！ 古谷 裕 17 

外来種問題を正しく理解し教えるためのポイント 太田 英利 23 

7/30(火) 

ともに考える里山林を活かした教育カリキュラム 橋本 佳延 12 

ひょうごの森と身近な樹木－講義と観察－ 黒田 有寿茂 20 

デンデンムシとダンゴムシ 鈴木 武 23 

7/31(水) 

地理情報システムの使い方 三橋 弘宗 11 

動物進化の物語 ～進化を扱う授業の工夫～ 

高橋 鉄美 

松島 修 

（地域研究員） 

31 

障がいのある子どもが感じていること 三谷 雅純 29 

8/1(木) 

身近な自然の観察 

NPO法人 

野生生物を 

調査研究する会 

16 

森の土の基礎を学ぶ 小舘 誓治 6 

ヒアリを学ぶー外来生物問題の生物学 橋本 佳明 12 

8/2(金) 

ピカピカ泥だんごの作り方 赤澤 宏樹 35 

水中の小さな世界を知る 

NPO法人 

野生生物を 

調査研究する会 

14 

石の見分け方を学ぶ 

NPO法人 

野生生物を 

調査研究する会 

15 

地層・化石の勉強と化石発掘体験 久保田 克博 27 

8/5(月) 火山灰を調べる 加藤 茂弘 20 

 

※ 全 17講座を実施し、325名が参加した。 
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来館一般団体一覧 

県内からの来館：231 団体 

県外からの来館： 68 団体      合計 299 団体 

    

団体名 所在市町 見野東子ども会（川西市） 川西市 

■■県内■■231件  沢池児童クラブ（明石放課後児童クラブ） 明石市 

ひよこ組 神戸市 放課後等デイサービス おーじやん 三木加佐 三木市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 放課後等デイサービス みらいポケットにしわき 西脇市 

放課後デイサービス Ohana 神戸市 北摂ＹＭＣＡ 猪名川町 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 もみじ会 豊岡市 

ココステージ伊丹 伊丹市 三田生涯学習カレッジ 三田市 

ボーイスカウト神戸第８団カブ隊 神戸市 兵庫文化教育研究会理科教育部会 神戸市 

姫路大学教育学部 博物館施設見学 姫路市 放課後等ディサービス シリウス神戸 神戸市 

マックスポーツ武庫川 尼崎市 キウイ English school 三田市 

西河原子ども会 加古川市 すずかけ台児童クラブ 三田市 

税理士法人岩井会計 神戸市 ぽぽデイ名塩駅前 西宮市 

上万願寺シニアクラブ 加西市 三田わくわく村 三田市 

ランバス記念幼稚園 神戸市 児童デイサービスぴのっきお 川西市 

（株）ネクステ ネクステハウジング 丹波市 NPO法人ベンチマークぷらす 小野市 

わんぱくクラブ 加古川市 ゆう介護サービス 神戸市 

放課後デイサービスよつばハーモニー 神戸市 勝友会 神戸市 

放課後等デイサービス IPPO 神戸市 武庫川流域環境保全協議会 宝塚市 

放課後等デイサービスそら 明石市 ボーイスカウト三木２団ビーバースカウト隊 三木市 

神戸実業学院 神戸市 皿池湿地 三田市 

放課後等デイサービスアニマート川西 川西市 赤穂こどもエコクラブ 赤穂市 

放課後等デイサービス はっぴい西宮北口 西宮市 放課後児童クラブ キッズガーデン 豊岡市 

医療福祉センター さくら 三田市 こどもアカデミー宇宙（そら） 神戸市 

医療福祉センター さくら 三田市 放課後等デイサービス ポラリス神戸 神戸市 

放課後等デイサービス西宮、武庫川 西宮市 ひがし会 稲美町 

生田社会福祉協会 尼崎市 三田生涯学習カレッジ 三田市 

神戸医療生活協同組合西舞子支部 神戸市 勝原区大谷子ども会 姫路市 

歩こう会（芦屋市） 芦屋市 手話サークル礎 三田市 

いなみの学園 加古川市 有馬病院デイケア 西宮市 

須磨区肢体障害者福祉協会 神戸市 医療福祉センター さくら 三田市 

兵庫県私立中学高等学校理科教育研究会 神戸市 年金者組合山歩きの会 神戸市 

NPO法人はっち 神戸市 阪神シニアカレッジ 宝塚市 

広沢子ども会 三田市 宝塚育成事業所 宝塚市 

社会福祉法人 にこにこハウス 神戸市 ライフらんど加西 加西市 

142



ユニバーサルカレッジ 三田市 北摂ネイチャークラブ 川西市 

きしゃぽっぽ西宮 西宮市 放課後等デイサービス あんずキッズ 宝塚市 

サンサンプレイスおばやし 宝塚市 放課後等デイサービス ヤシノキ 尼崎市 

平成台子ども会 西宮市 放課後等デイサービスすまいる 伊丹市 

さんだワイズメンズクラブ 三田市 リンクケア あゆみ 西宮市 

新お宝さがしヘルスクラブ 神戸市 YSE インターナショナルスクール 三田市 

医療福祉センター さくら 三田市 ラッコの会 三田市 

社会福祉法人 にこにこハウス 神戸市 老人ホーム オーキッド 三田市 

教正寺 加東市 野口公民館 加古川市 

けやき坂ゆめくらぶ歩こう会 川西市 ケアステーション ヴィヴィ 宝塚市 

NPO法人相生いきいきネット 相生市 元気会 神戸市 

ライフらんど加西 加西市 宝塚市立老人福祉センター・フレミラ 宝塚市 

児童デイサービスたんぽぽ たつの市 繁昌ハイツ子ども会 加西市 

北摂里山大学 宝塚市 きしゃぽっぽ宝塚 宝塚市 

尼崎厚生はすの会 尼崎市 社会福祉法人 陽気会 神戸市 

マリアーノ六甲道 神戸市 はっち上ヶ原 西宮市 

なんじゃそら会 伊丹市 放課後等デイサービス くるみ 川西市 

神戸市シルバーカレッジ 神戸市 みらいばな 川西市 

稲門塾 西宮市 県立ひょうご環境体験館 佐用町 

こもれび 三木市 洲本市理科研究会 洲本市 

神戸市シルバーカレッジ 神戸市 洲本実業高校 PTA 洲本市 

特別養護老人ホーム ゼフィール三田 三田市 社会福祉法人 陽気会 神戸市 

エコスタディフェス 神戸市 NPO法人 Cielo Misola 加東市 

さくらこどもセンター 三田市 弥富実行委員会 三田市 

放課後等デイサービス ウイズ・ユー恵比須 三木市 NPO法人あんさんぶる 伊丹市 

放課後等デイサービス ウキウキはなさく 伊丹中野西 伊丹市 JICA 神戸市 

放課後等デイサービス ガリレオ 神戸市 宝塚市立川面保育所保護者会 宝塚市 

医療福祉センター さくら 三田市 離宮ハイツ 神戸市 

シバタ工業労働組合 明石市 JICA 神戸市 

下町沖田子ども会 丹波市 放課後等デイサービス紅葉 神戸市 

住友精化労働組合 姫路支部 姫路市 芦屋山手ナーサリー 芦屋市 

浜の宮北隊 加古川市 社会福祉法人すいせいワークス垂水 神戸市 

放課後等デイサービスあおぞら 神戸市 レンゴー労働組合三田支部 三田市 

ユウカリ福祉会 猪名川園 猪名川町 リテラシティ自治会 伊丹市 

学童保育所 住吉ピノキオクラブ 神戸市 心の集い 神戸市 

相生子ども里海クラブ 相生市 ふれあいサロン 小野市 

放課後等デイサービス にじ 宝塚市 誉田公民館 たつの市 

たけのこくらぶ 西宮市 いざなぎ学園高齢者大学 南あわじ市 

ふるさと寮（社会福祉法人養徳会） 多可町 神戸市立大沢児童館 神戸市 

放課後等デイサービス アムジャス 神戸市 灘区視覚障がい者福祉協会 神戸市 

放課後等デイサービス ココステージ宝塚 宝塚市 井ノ口子ども会 姫路市 姫路市 
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放課後等デイサービスあんずキッズ 宝塚市 兵庫県 SSH 三田市 

田中 宝塚市 ひょうご北摂ライフ 体験モニターバスツアーＢ 三田市 

ライフらんど加西 加西市 デイサービスセンター 和 三田市 

JA 兵庫六甲 小田支店 尼崎市 デイサービスセンターいろどり 三木市 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 甲東文化財保存会 西宮市 

放課後等デイサービス あんずキッズ 宝塚市 尼崎地区地球温暖化防止活動推進室 尼崎市 

くろーば たからづか 宝塚市 三田市小学校理科担当者研修会 三田市 

シニア自然大学 「はばたき」 三田市 いなほの会 小野市 

魚住児童クラブ 明石市 デイサービスセンター 和 三田市 

三田わくわく村 三田市 放課後等デイサービス どんぐり 神戸市 

三輪児童クラブ・三輪第 2児童クラブ 三田市 唐櫃村 神戸市 

西宮学童保育 深津育成センター 西宮市 伊丹環境ネットワーク 伊丹市 

宝塚市立逆瀬台小学校地域児童育成会 宝塚市 荻野保育所のびのびクラブ 伊丹市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 ライフらんど加西 加西市 

宝塚西山ホークス 宝塚市 伊丹昆虫館友の会 伊丹市 

ぽぽデイ名塩駅前 西宮市 越木岩コミュニティ協議会 尼崎市 

三田生涯学習カレッジ 三田市 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 

西宮市留守家庭学童育成苦楽園育成センター 西宮市 NPO法人 美園ホーム 川西市 

西宮中央教会日曜学校 西宮市 ROOT プログラムひとはく特別週末セッション 神戸市 

ぽぽデイ名塩駅前 西宮市 上野丘学園 神戸市 

西宮市立香櫨園育成センター 西宮市 西日本電気テック株式会社 姫路市 

アシヤキンダーハウス 芦屋市 福崎町自然保護審議会 福崎町 

マリアーノ六甲道 神戸市 放課後等デイサービスあおぞら 神戸市 

加古川市立平岡公民館シニア OB 会 加古川市 丹波篠山市立丹南児童館 篠山市 

三木市立別所町公民館 三木市 NPO法人はっち 神戸市 

子ども発達支援センターさんだ 三田市 ライフらんど加西 加西市 

丹有地区校長会 三田市 児童デイサービスぴのっきお 川西市 

ぽぽデイ名塩駅前 西宮市 有野台児童館 神戸市 

放課後等デイサービス ふれんど 太子町 武庫小学校放課後子ども教室 三田市 

狭間児童クラブ 三田市 こどもアカデミー宇宙（そら） 神戸市 

高等学校教頭会阪神支部 宝塚市 (財)ひょうご環境創造協会 神戸市 

放課後等デイサービス スポがくひろば パレット 尼崎市 子どもみらいサポート あくしす 神戸市 

弥生児童クラブ 三田市 社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

アークアカデミー英会話教室 三田市 放課後等デイサービス あおぞら伊川谷 神戸市 

三田児童クラブ 三田市 認定こども園 ミライズそら 丹波市 

放課後などデイサービス ビリーブ 神戸市 まめの木（フリースクール） 篠山市 

放課後等デイサービス みらい 神戸市 西神中央 FC 神戸市 

NPO法人あんさんぶる 伊丹市 日本技術士会兵庫県支部 神戸市 

放課後等デイサービス おーじやん 三木加佐 三木市 K2会 西宮市 

加西市環境課 加西市 放課後等デーサービス ジョイ 神戸市 

富士児童クラブ・富士第２児童クラブ 三田市 サポート ハピネス 川西市 
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ライフらんど加西 加西市    

    

■■県外■■68件    

マックスポーツ緑地公園 大阪府 大正コミセン 大阪府 

七寿会 大阪府 放課後等デイサービス第 2わとと 大阪府 

マックスポーツ緑地公園 大阪府 放課後等デイサービス第 2わとと 大阪府 

ムクタ工業 高知県 社会福祉法人 和 大阪府 

フローラ 大阪府 放課後等デイサービス ココステージ帝塚山玉出 大阪府 

亀岡市地球環境子ども村 京都府 放課後等デイサービス第 2わとと 大阪府 

和光純薬労働組合 大阪府 無心会 京都府 

森九長寿会 大阪府 北大阪商工会議所 大阪府 

浄生会 大阪府 綾部作業所 京都府 

京都市身体障害児者父母の会連合会 京都府 風神会計事務所 大阪府 

有限会社 ネスト 和歌山県 NPO法人シニア自然大学校 大阪府 

堺市立美原西中学校 大阪府 堤町二三町会 大阪府 

籾保青壮年 岡山県 丹波篠山と秋の味覚！！黒豆枝豆狩り体験 大阪府 

淀川区老人クラブ連合会 大阪府 高槻市勤労者互助会 大阪府 

三谷産業（株） 広島県 株式会社 ボンアミー 大阪府 

花園中学校 PTA 大阪府 社会福祉法人 風の森 大阪府 

左京三四会 滋賀県 あんずの会 大阪府 

英風保育園 大阪府 清明学院高等学校 PTA 大阪府 

豊中のぞみ会 大阪府 郡実行組合 大阪府 

左京三四会 滋賀県 マックスポーツ緑地公園 大阪府 

宇宙少年団備後ローズスター分団 広島県 化石研究会例会 滋賀県 

岡電ぽっとまむツアー 岡山県 亀岡市立亀岡中学校 PTA 京都府 

公益財団法人千里リサイクルプラザ 大阪府 （有）松研社 滋賀県 

守口市教育研究会理科担当者会 大阪府 王寺町 GET 元気 21 奈良県 

鉱物クラブ（吹田市） 大阪府 福知山学園 京都府 

南先生 大阪府 門真市立第三中学校 PTA 大阪府 

良風寺 薫化会 大阪府 大阪シニア自然カレッジ 大阪府 

池田エイフ 大阪府 放課後等デイサービス第 2わとと 大阪府 

神田八坂会 大阪府 NPO法人シニア自然大学校 大阪府 

ヘルパーステーション優 大阪府 自然環境保全京都府ネットワーク 京都府 

Link 大阪府 藤野ハウス 大阪府 

中村自治会 滋賀県 外院 日向ケ丘自治会 大阪府 

一般社団法人 福祉心話会 大阪府 放課後等デイサービス第 2わとと 大阪府 

五条クラブ 大阪府 放課後等デイサービス ココステージ帝塚山玉出 大阪府 
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来館学校団体一覧 

■■県内■■ 
 

下東条西保育園 小野市 

（保育園・幼稚園 等）53件 はなみずき保育園 宝塚市 

成晃ひかり保育園 神戸市 若草保育園 三田市 

太陽の子保育園 神戸市 光の子保育園 三田市 

ふじ幼稚園 三田市 わかばのもり保育園 宝塚市 

緑台幼稚園 川西市 段上保育園 西宮市 

宝塚市立中山五月台幼稚園 宝塚市 川西けやき坂保育園 川西市 

宝塚市立安倉幼稚園 宝塚市 認定こども園 ななほし保育園 神戸市 

丸山小羊幼稚園 神戸市 なかよしキッズ 神戸市 

西舞子幼稚園 神戸市 夢の森保育園 神戸市 

平野幼稚園 川西市 園田愛児園 尼崎市 

母智幼稚園 尼崎市 伊丹市立こばと保育所・ひかり保育所・荻野保育所 伊丹市 

加茂こども会 加東市 新甲東保育園 西宮市 

東山幼稚園 西宮市 伊丹市立中央保育所 伊丹市 

自由ヶ丘認定こども園 三木市 伊丹市立北保育所 伊丹市 

明石市立藤江幼稚園 明石市 仁川ウエル保育園 西宮市 

正英幼稚園 神戸市 加古保育園 加古郡 

宝塚南口幼稚園 宝塚市 西宮市立北夙川保育所 西宮市 

北摂第一幼稚園 三田市 キッズポート保育園 三田市 

学校法人ルンビニ学園幼稚園 宝塚市 三田市立三田保育所 三田市 

宝塚市立宝塚幼稚園 宝塚市 （小学校）111件  

宝塚市立良元幼稚園 宝塚市 神戸市立有野小学校 神戸市 

あさひ若草ナースリー 三田市 宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 

社会福祉法人日野ひかりの森こども園 西宮市 宝塚市立長尾南小学校 宝塚市 

新清和台幼稚園 川西市 伊丹市立桜台小学校 伊丹市 

さんだのもり保育園 三田市 甲子園学院小学校 西宮市 

社会福祉法人黒田庄子ども園 西脇市 伊丹市立池尻小学校 伊丹市 

幼保連携型認定子ども園心の森 神戸市 猪名川町立白金小学校 猪名川町 

道場保育園 神戸市 宝塚市立西山小学校 宝塚市 

キンダ―キッズインターナショナルスクール神戸シーサイド校 神戸市 稲美町立天満東小学校 稲美町 

北摂学園幼稚園 三田市 宝塚市立長尾小学校 宝塚市 

北摂中央幼稚園 三田市 神戸市立道場小学校 神戸市 

宝塚市立末成幼稚園 宝塚市 川西市立牧の台小学校 川西市 

やよい幼稚園 三田市 伊丹市立神津小学校 伊丹市 

城南幼稚園 篠山市 神戸市立花山小学校  神戸市 
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芦屋市立宮川小学校 芦屋市 川西市立桜が丘小学校 川西市 

伊丹市立南小学校 伊丹市 洲本市立大野小学校 洲本市 

伊丹市立稲野小学校 伊丹市 宝塚市立仁川小学校 宝塚市 

伊丹市立鈴原小学校 伊丹市 小野市立来住小学校 小野市 

神戸市立妙法寺小学校 神戸市 西宮市立北六甲台小学校 西宮市 

神戸市立いぶき明生支援学校 神戸市 三木市立三樹小学校 三木市 

伊丹市立鴻池小学校 伊丹市 西宮市立神原小学校 西宮市 

伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市 丹波市立西小学校 丹波市 

西宮市立名塩小学校 西宮市 宝塚市立山手台小学校 宝塚市 

加東市立滝野南小学校 加東市 尼崎市立園田小学校 尼崎市 

伊丹市立花里小学校 伊丹市 明石市立大観小学校 明石市 

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市 三田市立ゆりのき台小学校 三田市 

三木市立平田小学校 三木市 三田市立母子小学校 三田市 

明石市立朝霧小学校 明石市 三田市立弥生小学校 三田市 

伊丹市立笹原小学校 伊丹市 たつの市立揖保小学校 たつの市 

加東市立三草小学校 加東市 芦屋市立朝日ヶ丘小学校 芦屋市 

三田市立富士小学校 三田市 三田市立ゆりのき台小学校 三田市 

尼崎市立浜小学校 尼崎市 丹波市立上久下小学校 丹波市 

伊丹市立摂陽小学校 伊丹市 三田市立すずかけ台小学校 三田市 

伊丹市立伊丹小学校 伊丹市 高砂市立伊保小学校 高砂市 

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市 小野市立来住小学校 小野市 

神戸市立いぶき明生支援学校 神戸市 川西市立緑台小学校 川西市 

伊丹市立天神川小学校 伊丹市 明石市立大久保南小学校 明石市 

神戸市立大池小学校 神戸市 三田市立三田小学校 三田市 

尼崎市立明城小学校 尼崎市 伊丹市立笹原小学校 伊丹市 

加東市立滝野東小学校 加東市 神戸市立月が丘小学校 神戸市 

西脇市立芳田小学校 西脇市 神戸市立東須磨小学校 神戸市 

三田市立弥生小学校 三田市 加古川市立鳩里小学校 加古川市 

伊丹市立笹原小学校 伊丹市 たつの市立新宮小学校 たつの市 

芦屋市立山手小学校 芦屋市 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 小野市立市場小学校 小野市 

三田市立弥生小学校 三田市 明石市立江井島小学校 明石市 

芦屋市立潮見小学校 芦屋市 加古川市立野口南小学校 加古川市 

播磨町立播磨南小学校 播磨町 高砂市立阿弥陀小学校 高砂市 

播磨町立蓮池小学校 播磨町 高砂市立荒井小学校 高砂市 

豊岡市立八代小学校 豊岡市 神戸市立伊吹東小学校 神戸市 

明石市立松が丘小学校 明石市 神戸市立西山小学校 神戸市 
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稲美町立天満小学校 稲美町 姫路市立大的中学校 姫路市 

高砂市立米田小学校 高砂市 香美町立香住第一中学校 香美町 

高砂市立米田西小学校 高砂市 朝来市立生野中学校 朝来市 

神戸中華同文学校 神戸市 香美町立香住第二中学校 香美町 

川西市立多田小学校 川西市 朝来市立梁瀬中学校 朝来市 

稲美町立加古小学校 稲美町 朝来市立和田山中学校 朝来市 

三木市立自由が丘小学校 三木市 神戸市立大原中学校 神戸市 

猪名川町立楊津小学校 猪名川町 福崎町立福崎東中学校 福崎町 

弥生小学校 三田市 たつの市立新宮中学校 たつの市 

神戸市立神出小学校 神戸市 稲美町立稲美中学校 加古郡 

宝塚市立山手台小学校 宝塚市 篠山市立篠山東中学校 篠山市 

神戸市立小束山小学校 神戸市 神戸市立長峰中学校 神戸市 

西宮市立高木小学校 西宮市 丹波市立柏原中学校 丹波市 

Ascot International School Japan 神戸市 丹波市立和田中学校 丹波市 

神戸市立西山小学校 神戸市 猪名川町立猪名川中学校 猪名川町 

神戸市立花山小学校 神戸市 神戸市立長坂中学校 神戸市 

神戸市立広陵小学校 神戸市 西脇市立黒田庄中学校 西脇市 

神戸市立八多小学校 神戸市 西脇市立西脇南中学校 西脇市 

福崎町立八千種小学校 福崎町 神戸市立櫨谷中学校 神戸市 

神戸市立本多聞小学校 神戸市 姫路市立菅野中学校 姫路市 

小野市立下東条小学校 小野市 （高等学校）23件  

神戸市立星和台小学校 神戸市 兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市 

三木市立志染小学校 三木市 県立西宮高等学校 西宮市 

（中学校）33件  クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 

甲陽学院中学校 西宮市 兵庫県立三木北高等学校 三木市 

兵庫県立大学附属中学 姫路市 県立神出学園 神戸市 

神戸市立神戸生田中学校 神戸市 兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市 

神戸市立鷹匠中学校 神戸市 西宮市立西宮養護学校 西宮市 

たつの市立龍野東中学校 たつの市 兵庫県立三田祥雲館高等学校 三田市 

神戸市立白川台中学校 神戸市 クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 

神戸市立御影中学校 神戸市 相生学院高等学校 三田校 三田市 

神戸市立高倉中学校 神戸市 相生学院高等学校 三田校 三田市 

三木市立緑が丘中学校 三木市 兵庫県立尼崎北高等学校 尼崎市 

親和中学校 神戸市 兵庫県立北摂三田高等学校 三田市 

兵庫県立大学附属中学校 上郡町 東洋大学附属姫路高等学校 姫路市 

芦屋国際中等教育学校 芦屋市 神戸市立六甲アイランド高等学校 神戸市 

豊岡市立港中学校 豊岡市 県立西宮今津高等学校 西宮市 
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県立舞子高等学校 神戸市 高槻市立北清水小学校  大阪府 

クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 大阪府吹田市立桃山台小学校 大阪府 

三田松聖高等学校 三田市 寝屋川市立点野小学校 大阪府 

兵庫県立加古川東高等学校 加古川市 大阪府豊中市立桜井谷小学校 大阪府 

兵庫県立豊岡高等学校 豊岡市 大阪府 豊中市立千成小学校  大阪府 

兵庫県立明石高等学校 明石市 箕面市立萱野北小学校 大阪府 

クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 吹田市立吹田第三小学校 大阪府 

（特別支援学校）3件  （中学校）1件  

三田市立ひまわり特別支援学校 三田市 同志社香里中学校 大阪府 

兵庫県立のじぎく特別支援学校中学部 神戸市 （高等学校）9件  

神戸市立友生支援学校 神戸市 京都府立桃山高等学校 京都府 

（大学校）８件  大阪府立泉北高等学校 大阪府 

関西学院大学理工学部 三田市 京都府立農芸高等学校 京都府 

関西学院大学 三田市 大阪府立生野高等学校 大阪府 

兵庫森林大学校 宍粟市 香川県立観音寺第一高等学校 香川県 

兵庫森林大学校 宍粟市 大阪高等学校 大阪府 

兵庫教育大学 加東市 京都府立福知山高等学校 京都府 

甲南大学 神戸市 京都府立綾部高等学校 京都府 

関西学院大学 三田市 愛媛県立松山南高等学校 愛媛県 

関西学院大学総合政策学部 三田市 （大学校）7件  

（専門学校）2件  関西大学 大阪府 

兵庫栄養調理製菓専門学校  西宮市 東北学院大学 宮城県 

神戸動植物環境専門学校 神戸市 広島大学理学部地球惑星システム学科 広島県 

  関西大学 大阪府 

■■県外■■  関西大学 大阪府 

（保育園・幼稚園 等）4 件  大阪府立大学 大阪府 

さくらづか保育園 大阪府 岡山理科大学 岡山県 

福知山市立下六人部保育園 京都府   

おおわだ保育園 大阪府   

箕面保育園 大阪府   

（小学校）13件    

追手門学院小学校 大阪府   

大阪府茨木市立彩都西小学校 大阪府   

大阪府高槻市立南平台小学校 大阪府   

茨木市立春日小学校 大阪府   

高槻市立南大冠小学校 大阪府   

高槻市立奥坂小学校 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　19春 有馬富士公園 三田市 2019/4/21 600

2 うれしの春のフェスティバル2019 嬉野台生涯教育セン
ター

加東市 2019/5/4 800

3 吉川児童館 第3回にこにこまつり 吉川総合公園 三木市 2019/5/18 150

4 やちよ つながる七夕まつり 八千代交流広場推進協
議会

多可町 2019/7/6 200

5 としょかんまつり2019 朝来市立和田山図書館 朝来市 2019/7/20 300

6 ひとはく夏休み特別展示2019 淡路ハイウェイオアシス 淡路市 2019/7/20 〜2019/8/31 195,060

7 ひとはく夏休み特別イベント2019 淡路ハイウェイオアシス 淡路市 2019/8/17 186

8 植物園であそぼう！ 尼崎市都市緑化植物園 尼崎市 2019/7/21 380

9 さんふらわあ夏休みクルーズ さんふらわあ（神戸市東
灘区）

神戸市東灘
区

2019/8/3 400

10 三田サイエンスフェスティバル キッピーモール 三田市 2019/8/3 250

11 夏期特別展示 吹田市立博物館 大阪府 2019/8/9 200

12 ブイブイみっけてん あかし市民図書館 明石市 2019/8/12 〜2019/8/19 800

13 図書館夏祭り 兵庫県立図書館 明石市 2019/8/18 300

14 ブイブイみっけてん 兵庫県立図書館 明石市 2019/8/21 〜2019/9/18 1,400

15 山陰三ッ星マーケット with 鳥取大
丸リニューアルオープン

鳥取駅前 鳥取県鳥取
市

2019/9/14 400

16 ポートアイランドフェスティバル 神戸市立青少年科学館 神戸市中央
区

2019/10/13 〜2019/10/14 1,378

17 武庫まつり 西武庫公園 尼崎市 2019/10/26 400

18 丹波の森フェスティバル 県立丹波の森公苑 丹波市 2019/10/27 100

19 ミュージアムキッズ全国フェア 国立淡路青少年交流の
家

南あわじ市 2019/11/9 〜2019/11/10 600

20 ひょうご五国展 毎日放送前 大阪市 2019/11/16 〜2019/11/17 1,100

21 たんばっ子！学びフェスタ 丹波篠山市立四季の森
生涯学習センター

丹波篠山市 2019/11/23 120

22 ロハスミーツ 明石公園 明石市 2019/12/7 589

23 兵庫のネズミ大集合! 県庁前駅ショーウィンド 神戸市中央
区

2019/12/16 〜2019/12/26 12,340

218,053

No. 事業名 実施場所 所在地 ビジター数

1 Kidsキャラバン 聖マリアの園幼稚園 神戸市垂水
区

2019/4/23 210

2 ECOLOCO（しぜんたいけん） 姫路市立中寺幼稚園 姫路市 2019/5/9 26

3 ECOLOCO（しぜんたいけん） 認定こども園あおい宙 神戸市東灘
区

2019/5/9 12

4 ECOLOCO（しぜんたいけん） 道場保育園 神戸市北区 2019/5/14 3

5 ECOLOCO（しぜんたいけん） 伊丹市立ありおか幼稚
園

伊丹市 2019/5/14 25

6 ECOLOCO（しぜんたいけん） 伊丹市立神津こども園 伊丹市 2019/5/15 104

7 ECOLOCO（しぜんたいけん） 認定こども園あおい宙 神戸市東灘
区

2019/5/16 53

8 ECOLOCO（しぜんたいけん） 加東市立米田こども園 加東市 2019/5/16 30

9 ECOLOCO（しぜんたいけん） 湊川短期大学附属神陵
台幼稚園

神戸市垂水
区

2019/5/17 67

10 ECOLOCO（しぜんたいけん） 道場保育園 神戸市北区 2019/5/29 40

11 Kidsキャラバン プリスクールべふ保育園 加古川市 2019/5/30 71

12 ECOLOCO（しぜんたいけん） 加古保育園 加古郡 2019/6/3 3

13 Kidsキャラバン 加西市立泉幼児園 加西市 2019/6/4 74

14 Kidsキャラバン 三木市立緑ヶ丘東幼稚
園

三木市 2019/6/5 24

15 ECOLOCO（しぜんたいけん） 高岡育児園 加東市 2019/6/11 37

16 ECOLOCO（しぜんたいけん） 加古保育園 加古郡 2019/6/11 36

17 ECOLOCO（しぜんたいけん） 日岡保育園 加古川市 2019/6/11 4

18 ECOLOCO（しぜんたいけん） 丹波篠山市立大山幼稚
園

丹波篠山市 2019/6/12 27

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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19 ECOLOCO（しぜんたいけん） 洲本市立大野幼稚園 洲本市 2019/6/13 15

20 ECOLOCO（しぜんたいけん） 神戸市立高倉台保育所 神戸市垂水
区

2019/6/18 32

21 ECOLOCO（しぜんたいけん） 西宮市立甲東北保育所 西宮市 2019/6/19 38

22 ECOLOCO（しぜんたいけん） 神戸市立宮本保育所 神戸市中央
区

2019/6/20 51

23 ECOLOCO（しぜんたいけん） 書写認定こども園 姫路市 2019/6/20 5

24 ECOLOCO（しぜんたいけん） 上郡町立高田幼稚園 赤穂郡上郡
町

2019/6/20 12

25 ECOLOCO（しぜんたいけん） 明石市立松が丘保育所 明石市 2019/6/25 85

26 ECOLOCO（しぜんたいけん） 日岡保育園 加古川市 2019/6/26 36

27 ECOLOCO（しぜんたいけん） 明石市立王子保育所 明石市 2019/6/26 3

28 ECOLOCO（しぜんたいけん） 上郡町立高田幼稚園 赤穂郡上郡
町

2019/6/27 12

29 ECOLOCO（しぜんたいけん） 仁川ウエル保育園 宝塚市 2019/7/2 103

30 ECOLOCO（しぜんたいけん） 明石市立王子保育所 明石市 2019/7/3 38

31 ECOLOCO（しぜんたいけん） たちえ幼稚園 神戸市兵庫
区

2019/7/4 23

32 ECOLOCO（しぜんたいけん） 神戸市立魚崎幼稚園 神戸市東灘
区

2019/7/4 7

33 ECOLOCO（しぜんたいけん） 書写認定こども園 姫路市 2019/7/9 54

34 ECOLOCO（しぜんたいけん） 神戸市立魚崎幼稚園 神戸市灘区 2019/7/11 99

35 ECOLOCO（しぜんたいけん） 西宮市立南甲子園幼稚
園

西宮市 2019/9/3 39

36 ECOLOCO（しぜんたいけん） 広英保育園 姫路市 2019/9/5 38

37 ECOLOCO（しぜんたいけん） 山本南保育園 宝塚市 2019/9/10 64

38 ECOLOCO（しぜんたいけん） 緑台幼稚園 川西市 2019/9/11 174

39 ECOLOCO（しぜんたいけん） たつの市立神岡幼稚園 たつの市 2019/9/12 18

40 Kidsキャラバン 川面ちどり保育園 宝塚市 2019/10/2 66

41 ECOLOCO（しぜんえんそく） たつの市立西栗栖こども
園（赤穂海浜公園）

赤穂市 2019/10/3 33

42 ECOLOCO（しぜんえんそく） たつの市立御津北こども
園（赤穂海浜公園）

赤穂市 2019/10/4 67

43 ECOLOCO（しぜんえんそく） 三恵城山こども園（赤穂
海浜公園）

赤穂市 2019/10/11 83

44 Kidsキャラバン 高砂市立阿弥陀こども園 高砂市 2019/10/9 154

45 ECOLOCO（しぜんたいけん） あわが保育園 朝来市 2019/10/16 12

46 ECOLOCO（しぜんえんそく） 太子町立斑鳩幼稚園・
加古川市立平岡東幼稚
園（ひょうご環境体験館）

佐用町 2019/10/16 129

47 ECOLOCO（しぜんたいけん） たつの市立河内幼稚園 たつの市 2019/10/17 7

48 ECOLOCO（しぜんたいけん） 林神社保育園 明石市 2019/10/23 58

49 ECOLOCO（しぜんたいけん） 丹波篠山市立城南幼稚
園

丹波篠山市 2019/10/23 49

50 ECOLOCO（しぜんえんそく） みどりヶ丘幼児園［姫路
市］（播磨中央公園）

加東市 2019/10/23 111

51 ECOLOCO（しぜんたいけん） すぐり保育園 伊丹市 2019/10/24 75

52 ECOLOCO（しぜんたいけん） 淡路市立釜口保育所 淡路市 2019/10/24 19

53 Kidsキャラバン エミールこども園 加古川市 2019/10/29 147

54 Kidsキャラバン 加東市立加東みらいこど
も園

加東市 2019/10/30 170

55 ECOLOCO（しぜんえんそく） あさかこども園（中町）・
高岡育児園（播磨中央
公園）

加東市 2019/10/30 123

56 ECOLOCO（しぜんえんそく） やぐら保育園（姫路市）・
宇佐崎保育園（姫路市）
（播磨中央公園）

加東市 2019/10/31 125

57 Kidsキャラバン みやま保育園 小野市 2019/10/31 36

58 ECOLOCO（しぜんえんそく） 伊丹市立笹原幼稚園
（有馬富士公園）

三田市 2019/11/1 20

59 Kidsキャラバン みどり園保育所 西宮市 2019/11/5 60

60 ECOLOCO（しぜんえんそく） 田能っ子保育園（尼崎
市）・清和台めぐみ幼稚
園（川西市）（有馬富士
公園休養ゾーン）

三田市 2019/11/5 98

61 Kidsキャラバン 伊丹市立せつよう幼稚園 伊丹市 2019/11/6 45
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62 ECOLOCO（しぜんえんそく） 蓮美幼児学園芦屋山手
ナーサリー・神戸親和女
子大学附属親和幼稚園
（三田市）（有馬富士公
園休養ゾーン）

三田市 2019/11/6 86

63 Kidsキャラバン 三木市立上の丸保育所 三木市 2019/11/7 40

64 ECOLOCO（しぜんえんそく） 宝塚COCORO保育園・

認定こども園 正英幼稚
園（北区）（有馬富士公
園休養ゾーン）

三田市 2019/11/7 115

65 Kidsキャラバン 名塩保育園 西宮市 2019/11/12 30

66 ECOLOCO（しぜんえんそく） 六甲藤原台幼稚園・三
田保育所（有馬富士公
園休養ゾーン）

三田市 2019/11/12 126

67 Kidsキャラバン あさひ若草ナースリー 三田市 2019/11/13 45

68 Kidsキャラバン ありの藤原幼稚園 神戸市 2019/11/14 312

69 ECOLOCO（しぜんたいけん） 景福寺 瑞松学院 姫路市 2019/11/19 50

70 ECOLOCO（しぜんたいけん） 夢の園保育園 尼崎市 2019/11/21 52

71 ECOLOCO（しぜんたいけん） 須磨みどり幼稚園 神戸市須磨
区

2019/11/26 37

72 ECOLOCO（しぜんたいけん） 宝塚市立西谷認定こども
園

宝塚市 2019/11/27 40

73 ECOLOCO（しぜんたいけん） 願成寺保育園 加古川市 2019/11/28 48

74 ECOLOCO（しぜんたいけん） 岩園幼稚園 芦屋市 2019/12/17 36

75 Kidsキャラバン 川西北保育所 川西市 2020/2/18 78

76 Kidsキャラバン 相生市立矢野川幼稚園 相生市 2020/2/19 18

77 Kidsキャラバン 洲本市立洲本幼稚園 洲本市 2020/2/26 75

78 Kidsキャラバン 北条保育園 加西市 2020/2/27 111

4,778

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 尼崎市立園田東小学校 尼崎市 2019/6/18 304

2 小学校キャラバン 三木市立緑が丘東小学
校

三木市 2019/11/21 480

3 小学校キャラバン 神戸市立浜山小学校 神戸市兵庫
区

2019/12/13 254

4 小学校キャラバン 神戸市立東灘小学校 神戸市東灘
区

2019/12/19 604

5 小学校キャラバン 淡路市立津名東小学校 淡路市 2019/12/20 258

1,900

３．学校キャラバン
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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
播磨中央公園管理事
務所

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

平成31.4/27
423

共催

2

神戸市教育委員会 神戸市埋蔵文化財センター
平成31年度春季企画展示
「海を見つめて～コウベの
海と考古学」

発掘した遺物の展示 神戸市教育
委員会事務
局

平成31.4/13-令

和1.5/26 7294

協力

3

六甲山を活用する会 平成31年度六甲山環境整備
協議会運営、および「ま
ちっ子の森」の景観整備・
環境調査等の指導者派遣
（平成31年4月から平成32年

3月31日の不定期）

六甲山での活動支援

六甲山周辺 平成31年度

23

協力

4
六甲山を活用する会 2019年夏の「六甲山子ども

パークレンジャーを目指そ
う！」

六甲山の子供向け観察
指導

六甲山周辺 令和1.8/18
25

協力

5
六甲山を活用する会 2020年冬の「六甲山子ども

パークレンジャーを目指そ
う！」

六甲山の子供向け観察
指導

六甲山周辺 令和1.1/19
17

協力

6

人と自然の会
めだかの学校

子供向けワークショッ
プ

博物館
平成31.4/1, 令

和1.6/3, 8/5,

10/7, 12/2

577 共催

7

人と自然の会

パネルシアター
子供向けデジタル紙芝
居

博物館

平成31.4/1, 令

和1.5/6, 7/1,

8/5, 10/7, 11/4,

12/2, 令和2.3/3

297 共催

8

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

平成31.4/15,

令和1.5/20,

6/17, 7/15,

8/19, 9/16,

10/21, 11/18,

12/16, 令和

2.2/17, 3/17

748 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

平成31.4/15,

令和1.5/20,

6/17, 7/15,

8/19, 9/16,

10/21, 12/16,

令和2.2/17,

3/17

1087 共催

10 石を見る会 石ころセミナー特別講演会 岩石に関する勉強会 博物館 平成31.4/14 75 共催

11
希少植物研究会 春の山野草～花の形・タネ

の形・成長の形
挿し木実習

博物館 平成31.4/25
2 共催

12

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」

北播磨地域での自然観
察

小野市 平成31.4-令和

2.3 93 共催

13
洲本市教育委員会 昆虫大捜査線～ひとはく昆

虫博士・八木剛からの挑戦
状～

昆虫採集と観察
五色県民健
康村

令和1.5/4, 11
850

共催

14
社団法人ROOT 「化石発掘調査」アカデ

ミックキャンプ
化石発掘に関する講義
と実習

山南町下滝 令和1.5/3-5
24

協力

15 人と自然の会 夏鳥を探そう 野鳥観察会 博物館 令和1.5/19 66 共催

16

石を見る会 石ころセミナー2019

岩石に関する勉強会
博物館 令和1.5/12,

6/2, 7/21, 9/1,

10/6, 11/24

181 共催

17 アピス同好会 家族で蜂蜜しぼり5月 蜂蜜絞りの実習 博物館 令和1.5/25 17 共催

18 希少植物研究会
｢山野草の栽培」（講義）と
「寄せ植え」（実習）

山野草の講義と実習 博物館 令和1.5/28 7 共催

19 宝塚市高齢者大学
「フレミラしぜんクラブ」
への活動支援

宝塚老人大学への活動
支援

宝塚 令和1.5-2.3 56 共催

20
県立図書館 展示関連講座「明石公園を

しょくぶつ博士とたんけん
しよう！」

植物観察会 明石公園 令和1.6/16
21

協力

21
北摂里山博物館運営
協議会

北摂里山大学第3回講座 里山に関する講義 皿池湿原 令和1.6/15
45

協力

22
人と自然の会 「七夕のおはなし」「万華

鏡つくり」
七夕に関する講義と、
実習

西宮阪急
「星の会」

令和1.6/1
82 共催

23
人と自然の会 「コケ玉を作ってみよ

う！」
コケ玉つくりの実習 博物館 令和1.6/8

48 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

24

朝来市教育委員会 朝来市埋蔵文化財センタｰ
2019年度特別展・池田古墳
出土品重要文化財指定記念
プレ展示「但馬のいきもの
と神様たち～粟食むシカか
らコウノトリまで～」

但馬の生物に関する展
示

朝来市埋蔵
文化財セン
ター

令和1.6/22-

9/29

1033 協力

25
丹波市 夏期特別展「恐竜の卵の秘

密」
恐竜の卵の展示 ちーたんの

館
令和1.7/20-9/1

18294
共催

26

神戸市教育委員会 神戸市埋蔵文化財センター
令和元年度夏季企画展示
『木を視て森を観る～植物
利用の考古学～』

遺跡発掘に関する展示
神戸市埋蔵
文化財セン
ター

令和1.7/13-

9/23 4046

協力

27
丹波の森公苑 さわってみ丹波いきもの大

集合丹波いきもの大集合
丹波の生き物に関する
展示

丹波の森公
苑

令和1.7/14-15
500

共催

28

バンドー神戸青少年
科学館

バンドー神戸青少年科学館
夏の特別展「だます？かく
れる！モノマネいきもの展
－いきものたちの生存戦略
－」

擬態に関する展示

バンドー神
戸青少年科
学館

令和1.7/20-9/1

21161

協賛

29

碧雲堂ホテル&リ
ゾート マウレ昆虫ランド 昆虫の展示

マウレ・メ
モリアル・
ミュージア
ム

令和1.7/13-

10/20 1776

協力

30
明石海峡公園

わくわく昆虫フェスタ 昆虫の展示と観察会
明石海峡公
園

令和1.7/13-9/1
24120

協力

31

南あわじ地学の会 第15回　南あわじ地学の会
展示会「兵庫県の地形と丹
波竜化石・南あわじの地形
と化石・岩石」

淡路島の化石の展示

三原ショッ
ピングプラ
ザ

令和1.7/23-8/6

10000

協力

32

株式会社サンテレビ
ジョン ひょうご！とくしま！うず

しお調査団！
うずしおに関する展示

うずしお科
学館科学館
科学館・大
鳴門橋

令和1.7/30-31,

9/22 116

協力

33
赤穂市立海洋科学館 第33回特別展「いろいろな

『虫』大集合」
昆虫の展示

赤穂市立海
洋科学館

令和1.7/20-9/1
5897

共催

34 人と自然の会 彩色勾玉をつくろう 勾玉づくりの実習 博物館 令和1.7/21 52 共催

35 陶芸美術館
だちょうの卵のペンダント
つくり・風車つくり

卵の殻で、ペンダント
づくり

陶芸美術館 令和1.7/21 413 共催

36
アカシア台ボラン
ティア

組みひも 組みひもつくりの実習
宇

三田市 令和1.7/23
10 共催

37
イオンモール神戸北 人と自然の博物館がイオン

モール神戸北にやってく
る！

標本展示会 神戸市 令和1.8/3-4
242 共催

38
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2019“集まれ！生き物
好きな子供たち”

自然観察会
奥猪名健康
の里

令和1.8/17-18
31

共催

39
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
兵庫環境体
験館

令和1.8/8
33

共催

40
明石文化国際創生財
団

珍言多才。川東丈純「道楽
アート。」展

珍言才の絵画展 アスピア明
石

令和1.8/3-31
5800

協力

41
三田市里山のまちづ
くり課

皿池湿原見学会 湿地観察会 三田市 令和1.8/25
60

協力

42 人と自然の会
「星・宇宙への扉」～夏の
星空案内

星座に関する講座 博物館 令和1.8/11
112 共催

43 人と自然の会 藍の生葉染め 藍を使った染色の実習 博物館 令和1.8/3 14 共催
44 人と自然の会 生き物と触れ合おう 生き物の観察会 博物館 令和1.8/3 154 共催
45 人と自然の会 竹の水鉄砲つくり 水鉄砲つくり実習 博物館 令和1.8/3 110 共催

46 岐阜県博物館
令和改元記念事業特別展示
「岐阜は」日本のど真ん中
－岐阜県植物誌は語る－」

岐阜県の生物地理など
に関する展示

岐阜県博物
館

令和1.9/20-

11/17 12510 協力

47 赤穂海浜公園

昆虫大作戦in赤穂海浜公園

~ひとはく昆虫博士・八木研
究員からの挑戦状

昆虫採集と観察

赤穂海浜公
園

令和1.9/28-29

150 共催

48 人と自然の会
「ヘロンの噴水」ペットボ
トルで作ります

ヘロンの噴水づくり実
習

博物館 令和1.9/15
59 共催

49 津名高校
特別展示「ねぇ、ミでみな
い？～本だから広がる世界
を～」

本に関する展示 津名高校 令和1.10/25-

2.3/31 1445 共催

50 人と自然の会
「よく回る風車・連凧揚」 風車の作成実習 淡路青少年

の家
令和1.11/9

85 共催

51 大観小学校
第28回全国小学校生活科・
総合的な学習教育研究協議
会

ポスター展示 大観小学校 令和1.11/15
300 協力

52 丹波市役所 丹波竜フェスタ2019 丹波竜の展示 ちーたんの
館

令和1.12/1
3500 共催

53 明石海峡公園
あわジオフェスティバル
2019

淡路の生物標本の展示
明石海峡公
園

令和1.12/7-

1/13
9640 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

54
丹波市役所 冬季特別展「若きティラノ

サウルス　ジェーン」
恐竜の展示 ちーたんの

館
令和1.12/21-

2.3/1
8272

共催

55
日本雪氷学会・関東
以西支部

写真展示　植物シモバシラ
が見せる氷の世界ー多様な
形のふしぎ？－

シモバシラの写真展 博物館 令和1.12/7-

2.1/5 1245
共催

56

兵庫県 ひょうごユースecoフォーラ
ム

ボランティア団体の
フォーラム

デザインク
リエイティ
ブセンター
こうべ

令和1.12/21-

2.3/1 370

協力

57

ユーアイアソシエー
ション

兵庫県南部地震（阪神・淡
路大震災）犠牲者追悼のつ
どい第25回あなたの思いを
灯してください～失った命
の数をロウソクの灯に込め
て～

犠牲者追悼のつどい

昆陽池 令和2.1/17

2400

協力

58 人と自然の会 お正月遊び、凧つくり 正月遊びの体験 博物館 令和2.1/2 184 共催

59
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2020

地震に関するシンポジ
ウム

北淡震災記
念公園

令和2.1/14-17
102

共催

60
伊丹市昆虫館 企画展「伊丹の自然」 伊丹の自然に関する展

示
伊丹市昆虫
館

令和2.1/4-4/6
18228

協力

61

伊丹市昆虫館 企画展「アルマス～ファー
ブル先生のひみつ基地～」
講談とクイズで学ぶファー
ブル昆虫記

ファーブル昆虫記に関
する展示

伊丹市昆虫
館

令和2.1/11

184

協力

62 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

正月遊びに関するワー
クショップ

博物館 令和2.1/3
0 共催

63 人と自然の会 冬鳥と遊ぼう！ 鳥の観察会 博物館 令和2.2/16 81 共催

64 NPO法人フィールド 極めよう！コンデジ
コンパクトデジタルカ
メラに関する実習

博物館 令和2.2/19
4 共催

65 人と自然の会 冬の大三角形の星のお話 星座の話 博物館 令和2.2/16 64 共催

66 丹波市
川代トンネル建設工事発生
土に係る石割調査

化石発掘実習 丹波市 令和2.2/22-28
114 協力

67
うずしおエコミュー
ジアム推進協議会

未来へつなぐ南あわじのエ
コと自然

淡路島の自然に関する
展示

大鳴門橋記
念館うずし
お科学館

令和2.2/19-

5/31 3902 共催

68 人と自然の会
黒豆とうふつくり 黒豆を使った豆腐作り

実習（中止）
博物館 令和2.3/7

0 共催

168871
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フロアサービス実績一覧 
デジタル紙芝居（295 回 のべ 13,925 人） 

たんぽぽレストラン（418） 

丹波の恐竜タンタンものがたり（1,473）   

丹波の恐竜たんたんのひとはくナイトミュージアム（955） 

アンモナイト物語（1,397）  スミスネズミと 100年の森（1,083） 

ぷくぷくあわわ～森から川へのくりもの（860）   ころころだんちゃん（895） 

コウちゃんの 60日間（385）  オランとウーたんのジャングル探検記（1,387） 

ぽこぽこぽこ～森をつなぐ～（347）  タヨウ星人メリメリの冒険（430） 

くるりんひらりん空のたび（682）  アリマキのドロップ（129） 

ゆめのつづき（358）   ススキ草原のオーケストラ（352） 六甲のうりんぼ（1,632） 

ヤマモモの長い旅（638）   ちいさなバッタ ゴロー（477） 

                                         

展示室ツアー（218 回 のべ 3,144 人） 

ボルネオジャングル探検ツアー（1,012）   ひょうごの自然じまんツアー（200） 

海の仲間たちツアー（830）   ひょうごのどうぶつ（442）  ひとはく不思議発見ツアー（23）  

3階展示室ダイジェストツアー（544）  丹波の恐竜化石（93）   

                                         

フロアスタッフとあそぼう（65 回 のべ 2,866 人） 

ヒラヒラちょう（18）  ころころダンゴムシ（58）  川でさかなつり（153） 

ひとはく〇×クイズ大会（46）  はばたけおおきな鳥（411）  ティラノ・ハット（122） 

モールで工作～恐竜をつくろう！～（70）  くるくるとぶタネ（48）   

万華鏡づくり～海の仲間たち～（66）  アクアリウムをつくろう（68） 

ササ舟ウォータースライダー（36）  きょうりゅう骨パズル（53）  画はくの日（647） 

昆虫のハンコではがきをつくろう（115）  ひとはく宝さがしラリー（135） 

きのこのモビール（76）  ちょうちょの万華鏡づくり（72）  おひなさまづくり（18） 

けんちくかの日～村からまちへ～（67）  ひとはくスノードーム（46） 

新春！ひとはくおみくじ（471）  おひなさまポップアップカード（35） 

古代のサイ アミノドンをつくろう！（35） 

                                         

ワークショップ（33 回  のべ 9,149 人） 

昆虫はんこペーパーバッグ（284）  とっても簡単！化石のレプリカづくり（6,839） 

昆虫ポップアップカード（110）  ピロピロ・アケボノゾウをつくろう！（104） 

プラ板づくり（155）  妖怪缶バッジづくり（549）  シカのツノをつくろう！（197） 

恐竜・鉱物ストラップづくり（246）  深海たてばんこをつくろう！（83） 

ペーパークイリング（103）  丹波竜のはんこバッグをつくろう（158） 

鳥の缶バッジづくり（321） 
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ひとはく探検隊（10 回 のべ 450 人） 

 チビクワガタをゲットしよう（232）  ドングリの赤ちゃんをさがそう（20） 

きのこ GET だぜ！（35）  石や化石をさがそう（26）  水辺のいきものを捕ろう！（33） 

チョウの赤ちゃんをさがそう（28）  ダンゴムシをさがそう（22）   アリをさがそう（21） 

初夏の鳥を観察しよう！（14）  「さとやま」の中を歩こう（19） 

                                           

はかせと学ぼう（18 回 のべ 1,172 人） 

  アンモナイト石けんをつくろう（269）   ろ過実験コンテスト（25）  さわってアンモ（387） 

  イヌワシ紙飛行機を飛ばそう！（205）  けんちくかの日（37）  化石を掘り出そう！（249） 

                                          

特注（60回 のべ 2,488人） 

2019/4/1～2020/3/31  699回 のべ 33,167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（主任
研究員）

1,196

2

機械学習とOCRを用いた植物標本画像か

らのラベル情報自動取得プログラムの開
発

日本学術振興会 基盤研究（C）
高野温子（主任
研究員）

169

3
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（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

208

4
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（研究
員）

50

5
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）
高橋鉄美（兵庫
県立大学・教
授）

350

6
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・教
授）

80

7
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）

133

8
言語音の認知が難しい高次脳機能障がい
者もそうでない人も共に分かる放送方法
の研究

日本学術振興会 基盤研究（C)
三谷雅純（兵庫
県立大学・准教
授）

130

9
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（兵
庫県立大学・講
師）

91

10
自然史標本の汎用化と収蔵展示技法の体
系構築

日本学術振興会 基盤研究（B）
三橋弘宗（兵庫
県立大学・講
師）

高野温子 260

11
博物館標本の遺伝情報に基づいた絶滅危
惧種の保全単位の設定

日本学術振興会 若手研究（B）
中濱直之（兵庫
県立大学・講
師）

104

12

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 156

13
稲作の衰退が生物多様性を減少させる落
水後の溜池に特有な植物群落の現状とそ
の保全

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 15

14
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 39

15
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 26

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）
二階堂雅人（東
工大・准教授）

高橋鉄美 42

17
脊椎動物の社会進化モデルとしてのカワ
スズメ科魚類の婚姻形態および社会構造
の解明

日本学術振興会 基盤研究（B）
幸田正典（大阪
市大・教授）

高橋鉄美 13

18
現在種分化を起こしつつあるアキギリ属
の集団遺伝解析

市村清新技術財団
高野温子（主任
研究員）

122
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19
市民の自由な活動の場としての公園マネ
ジメント

都市計画学会　関
西支部

福本 優（研究

員）
10

20
琉球列島更新統産爬虫両棲類化石の分類
学的研究

兵庫県立大学部局
特殊化推進費

池田忠広（兵庫
県立大学・准教
授）

16

21
多感覚統合を利用した聴覚失認者にも分
かりやすい緊急災害情報の放送法

交通エコロジー・
モビリティ財団

三谷雅純（兵庫
県立大学・准教
授）

95

22
里山に生育する絶滅危惧植物サギソウに
おける遺伝的撹乱の検出

公立大学法人兵庫
県立大学特別研究
助成金

中濱直之 (兵庫

県立大学・講師)
20

23
近畿・中国・四国での市民参加型タンポ
ポ調査

西日本自然史ネッ
ト 日比基金

鈴木　武（兵庫
県立大学・講
師）

10

合計 3,335

◆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

福本　優 100.00

4 淡路市教育委員会 加藤茂弘 生野賢司 30.00

5 棚倉町 石田弘明
八木　剛・黒田有寿

茂・大平和弘
105.00

6 三田市 八木　剛 石田弘明・小舘誓治 1,977.50

7 三田市 橋本佳延
黒田有寿茂・中濱直

之
60.00

8
株式会社Mizkan

Partners
藤本真里 75.00

9
神戸市建設局公園部
森林整備事務所

橋本佳延
15.91

10 神戸市建設局
橋本佳延 黒田有寿茂・中濱直

之
209.56

11
公益財団法人科学技
術広報財団

櫻井麗華
橋本佳明・鈴木　武 20.00

12 北播磨県民局
福本　優

奥井かおり 40.43

13
株式会社プレック研
究所大阪事務所

大平和弘
加藤茂弘・生野賢司 45.00

14 株式会社　ヘッズ 大平和弘 生野賢司 68.04

15
公益財団法人ひょう
ご環境創造協会

布野隆之
10.50

16 丹波市
久保田克博

三枝春生・池田忠広 396.90

17
兵庫県立淡路景観園
芸学校

黒田有寿茂
24.15

18 三田市
赤澤宏樹 藤本真理・大平和

弘・福本　優
30.00

19
神戸市建設局公園部
森林整備事務所

橋本佳延
15.91

20
神戸大学大学院理学
研究科

佐藤裕司
半田久美子 17.40

21 エスペック株式会社
橋本佳延 黒田有寿茂・中濱直

之
35.80

3,519合計

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

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

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2

篠山層群産化石データ作成業務委託

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

地域計画策定支援に関わるコーディネーターのあり方に関す
る研究

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3

博物館実習に係る業務

平成31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

2019年度Daigasグループ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

六甲北の畦畔を再現する屋上緑化に関する共同研究

再度山永久植生保存地調査業務（第10回）

バンドー神戸青少年科学館夏特別展　展示監修等委託

北播磨地域の魅力発見・魅力発信に関する調査研究

鳴門海峡の渦潮世界遺産登録に向けた提出文書における地形
地質・景観の価値証明に関する技術支援業務

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

令和元年度上山高原自然再生事業動物モニタリング調査

159




