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開催したセミナーの一覧 

 

平成 22 年度は下記のような様々な分野・対象の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 

4月 6日（火） 万博記念公園植物観察会 ひとはく連携グループ 希少植物研究会 20 8 

4月 7日（水） 気ままに植物ウォッチング①～丹生山～ 黒田 有寿茂 20 24 

4月 10日（土） 日本一の里山、北摂地域の早春を観察しよう 橋本 佳延 25 24 

4月 11日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 12 

4月 17日（土） 都市の歩き方・名所編 大阪市平野界隈を歩く 田原 直樹 10 17 

4月 18日（日） 篠山植物ハイキング～西光寺山・白髪岳山麓 布施 静香、高橋 晃、高野 温子 20 29 

4月 18日（日） もいちど始める昆虫採集（遠征編） 沢田 佳久 5 5 

4月 24日（土） ため池を探る（全 4回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 20 13 

4月 24日（土） 野鳥にみる季節と環境 遠藤 菜緒子 15 16 

4月 24日（土） 都市の歩き方・名所編 大阪市野田・福島界隈を歩く 田原 直樹 10 16 

4月 25日（日） 植物観察会(春の福島大池） 藤井 俊夫 20 11 

4月 25日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 13 

4月 25日（日） ため池を探る（全 4回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 20 13 

4月 29日（木） 春の石めぐりハイキング～山陰海岸ジオパーク 加藤 茂弘、先山 徹 30 24 

5月 1日（土） 気ままに植物ウォッチング②～安芸の宮島～（2日間） 黒田 有寿茂 20 11 

5月 2日（日） 気ままに植物ウォッチング②～安芸の宮島～（2日間） 黒田 有寿茂 20 11 

5月 5日（水） 丹波の恐竜化石第四次発掘報告会 三枝 春生 50 25 

5月 5日（水） 気ままに植物ウォッチング③～山田町下谷上～ 黒田 有寿茂 20 24 

5月 8日（土） 春の六甲山ハイキング 橋本 佳延 25 13 

5月 9日（日） 新緑の里山「宝塚西谷の森公園」観察会 ＮＰＯ法人 人と自然の会 20 12 

5月 9日（日） ミツバチは何の花に行っている？ 半田 久美子 16 11 

5月 9日（日） 川の水生昆虫を観察しよう 芦屋川の水生昆虫観察会 三橋 弘宗 50 70 

5月 12日（水） 校内の草本群落を調査しよう（全 3回） 石田 弘明 10 9 

5月 14日（金） カエルの食卓 太田 英利 10 45 

5月 15日（土） ヒメボタル観察会インストラクター養成コース 八木 剛 15 7 

5月 15日（土） ため池を探る（全 4回） 佐藤 裕司、田中 哲夫 20 14 

5月 15日（土） ヘビの世界 池田 忠広 30 6 

5月 15日（土） 封入標本を用いた展示製作講座（全 4回） 三橋 弘宗 10 8 

5月 16日（日） バスでめぐるジオスポットツアー 先山 徹 40 40 

5月 16日（日） 里山林・自然林観察会 服部 保 30 21 

5月 16日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 10 

5月 16日（日） ため池を探る（全 4回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 20 12 

5月 16日（日） 霊長類学の冒険：ヒトの本質を探る 三谷 雅純 20 8 

博物館事業報告に関連する資料  
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5月 18日（火） 兵庫の化石 松原 尚志 10 84 

5月 18日（火） 花のデザイン 高野 温子 5 37 

5月 19日（水） 摩耶山のシダ植物を見る 鈴木 武 20 21 

5月 22日（土） 六甲山「森の植物」観察会（春） 小舘 誓治 15 16 

5月 22日（土） ヒメボタル観察会インストラクター養成コース 八木 剛 15 7 

5月 22日（土） 都市の歩き方・名所編 大阪府茨木・摂津富田界隈を歩く 田原 直樹 10 19 

5月 23日（日） 兵庫の化石モビールをつくろう 松原 尚志 15 1 

5月 23日（日） 都市の生態系、そしてカラス 江崎 保男、大学院生 50 13 

5月 23日（日） 西表島の生き物の野外観察  太田 英利、高橋 晃、池田 忠広、上田 萌子 15 15 

5月 26日（水） ハチ北大池 春の散策ツアー（1泊 2日） ひとはく連携グループ ハチ北高原自然協会、 

高橋 晃、布施 静香 

20 8 

5月 26日（水） 校内の草本群落を調査しよう（全 3回） 石田 弘明 10 8 

5月 27日（木） 但馬妙見山・蘇武岳の植物 高橋 晃、布施 静香 20 22 

5月 27日（木） ハチ北大池 春の散策ツアー（1泊 2日） ひとはく連携グループ ハチ北高原自然協会、 

高橋 晃、布施 静香 

20 8 

5月 29日（土） 植物リサーチクラブ① 見て楽しい花の形態観察 高野 温子、高橋 晃、布施 静香 20 7 

5月 29日（土） ファーブル生誕地南仏アベロンの自然とミクロポリス探訪 橋本 佳明 30 0 

5月 30日（日） 再考｢人と自然の共生」 小林 文夫 30 8 

6月 1日（火） 芦屋川の水生生物と水環境 三橋 弘宗 10 105 

6月 2日（水） 校内の草本群落を調査しよう（全 3回） 石田 弘明 10 8 

6月 4日（金） ファーブル生誕地南仏アベロンの自然とミクロポリス探訪 橋本 佳明 30 0 

6月 5日（土） 初級鳴く虫インストラクター養成講座(全 3回) 大谷 剛 20 11 

6月 5日（土） 野鳥にみる季節と環境 遠藤 菜緒子 15 12 

6月 5日（土） 都市の歩き方・名所編 大阪市新町・堀江・西九条界隈を歩く 田原 直樹 10 16 

6月 5日（土） 簡単料理教室 味で感じる三田    藤本 真里 20 18 

6月 5日（土） ファーブル生誕地南仏アベロンの自然とミクロポリス探訪 橋本 佳明 30 0 

6月 6日（日） 化石や動物の歯のレプリカを作ろう 三枝 春生 20 9 

6月 6日（日） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 30 18 

6月 6日（日） 植物観察会(春の虚空蔵山） 藤井 俊夫 20 9 

6月 6日（日） ファーブル生誕地南仏アベロンの自然とミクロポリス探訪 橋本 佳明 30 0 

6月 7日（月） ファーブル生誕地南仏アベロンの自然とミクロポリス探訪 橋本 佳明 30 0 

6月 8日（火） ファーブル生誕地南仏アベロンの自然とミクロポリス探訪 橋本 佳明 30 0 

6月 9日（水） ファーブル生誕地南仏アベロンの自然とミクロポリス探訪 橋本 佳明 30 0 

6月 11日（金） 海辺の植物と人のくらし 上田 萌子 10 41 

6月 12日（土） 人と自然のピクニック！ 武田 重昭 30 2 

6月 13日（日） 「大量絶滅事件の背景」 小林 文夫 30 18 

6月 13日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 11 

6月 15日（火） ヒメボタル観察会インストラクター養成コース 八木 剛 15 0 

6月 16日（水） 挿し木・接ぎ木で増やす希少植物 ひとはく連携グループ 希少植物研究会 20 14 

6月 19日（土） 太山寺周辺の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 15 29 

6月 20日（日） 有鱗類の化石 池田 忠広 30 5 

6月 20日（日） 水をめぐる環境の過去・現在・未来（全 5回） 佐藤 裕司 30 0 
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6月 26日（土） 昆虫アドベンチャー（1泊 2日） ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、 

八木 剛、ひとはく連携活動グループ テネラル 

15 17 

6月 26日（土） 封入標本を用いた展示製作講座（全 4回） 三橋 弘宗 10 11 

6月 27日（日） 昆虫アドベンチャー（1泊 2日） ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、八木 

剛、ひとはく連携活動グループ テネラル 

15 17 

6月 27日（日） 生態学からみた生物多様性 北村 俊平、江崎 保男、田中 哲夫、 

三橋 弘宗、遠藤 菜緒子 

100 37 

6月 30日（水） ヒメボタル観察会インストラクター養成コース 八木 剛 15 7 

6月 30日（水） 標本資料を理解する（全 3回） 布施 静香 10 9 

7月 1日（木） 夏のキノコかんさつ～一庫公園～ 秋山 弘之 20 9 

7月 2日（金） 西表島の生き物の野外観察 太田 英利、高橋 晃、池田 忠広、上田 萌子 15 17 

7月 3日（土） 初級鳴く虫インストラクター養成講座(全 3回) 大谷 剛 20 8 

7月 3日（土） ヒメボタル観察会インストラクター養成コース 八木 剛 15 7 

7月 3日（土） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 10 

7月 3日（土） 名画・名景に見る人と自然 武田 重昭 30 5 

7月 3日（土） 西表島の生き物の野外観察 太田 英利、高橋 晃、池田 忠広、上田 萌子 15 17 

7月 4日（日） オグラコオホネ観察会 藤井 俊夫 20 6 

7月 4日（日） 芦屋でまなぶ初夏の鳴く虫 大谷 剛 30 28 

7月 4日（日） 人とともに暮らす動物たち 江崎 保男、大学院生 50 9 

7月 4日（日） 西表島の生き物の野外観察 太田 英利、高橋 晃、池田 忠広、上田 萌子 15 17 

7月 5日（月） 西表島の生き物の野外観察 太田 英利、高橋 晃、池田 忠広、上田 萌子 15 17 

7月 6日（火） 西表島の生き物の野外観察 太田 英利、高橋 晃、池田 忠広、上田 萌子 15 17 

7月 10日（土） 小代のシダ植物を見る 鈴木 武 20 16 

7月 17日（土） 再度山周辺の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 15 23 

7月 17日（土） ヒメボタル観察会インストラクター養成コース 八木 剛 15 6 

7月 18日（日） 丹波の恐竜化石、発掘体験ツアー 池田 忠広 30 49 

7月 18日（日） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹、加藤茂弘 30 14 

7月 18日（日） 小さな虫の標本作り 沢田 佳久 20 13 

7月 18日（日） ひとはく博士と行く 昆虫サマースクール（全 5回）  ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、 

八木 剛ほか 

15 17 

7月 18日（日） 川の水生昆虫を観察しよう 加古川（佐治川）の水生昆虫観察

会 

三橋 弘宗 50 8 

7月 19日（月） 水をめぐる環境の過去・現在・未来（全 5回） 佐藤 裕司 30 0 

7月 23日（金） ひとはく博士と行く 昆虫サマースクール（全 5回）  ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、 

八木 剛ほか 

15 18 

7月 24日（土） ひとはく博士と行く 昆虫サマースクール（全 5回）  ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、 

八木 剛ほか 

15 18 

7月 25日（日） オニバス観察会 藤井 俊夫 20 16 

7月 25日（日） ひとはく博士と行く 昆虫サマースクール（全 5回）  ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、 

八木 剛ほか 

15 18 

7月 27日（火） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 9 

7月 28日（水） 親子でチャレンジ！チョコレートで化石のレプリカづくり 古谷 裕 24 14 

7月 28日（水） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 9 
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7月 29日（木） 親子で楽しむ昆虫標本（全 2回） 大谷 剛、沢田 佳久 30 11 

7月 29日（木） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 9 

7月 30日（金） 親子で楽しむ昆虫標本（全 2回） 大谷 剛、沢田 佳久 30 15 

7月 30日（金） 親子でチャレンジ！チョコレートで化石のレプリカづくり 古谷 裕 24 14 

7月 30日（金） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 8 

7月 31日（土） ひとはく博士と行く 昆虫サマースクール（全 5回）  ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、 

八木 剛ほか 

15 17 

7月 31日（土） ランドスケープ・マネジメントへ（全 3回） 中瀬 勲 20 7 

7月 31日（土） ぶらっと島めぐり -成ヶ島－（全 2回） 上田 萌子 20 6 

7月 31日（土） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 藤本 真里、赤澤 宏樹、武田 重昭、中瀬 勲 20 10 

8月 1日（日） いろいろな化石をいろいろな方法で見る 古谷 裕 25 19 

8月 5日（木） 親子で楽しむ昆虫標本（全 2回） 大谷 剛、沢田 佳久 30 25 

8月 7日（土） 珪化木の見つけ方 半田 久美子 20 8 

8月 7日（土） 上級鳴く虫インストラクター養成講座(全 4回) 大谷 剛 10 4 

8月 7日（土） ぶらっと島めぐり -成ヶ島－（全 2回） 上田 萌子 20 4 

8月 8日（日） 夏の野外植物学教室 黒田 有寿茂 15 7 

8月 10日（火） 外来種の現状と対策 太田 英利 40 26 

8月 10日（火） 身近な植物の観察の仕方 小舘 誓治 20 26 

8月 10日（火） 里山についての講義と観察 服部 保 50 23 

8月 10日（火） 体験しよう！川の水生昆虫の学習と調査 三橋 弘宗 20 14 

8月 11日（水） 地層の見方・調べ方 in 淡路 古谷 裕 20 6 

8月 11日（水） 兵庫の大地－丹波竜と山陰海岸ジオパーク 先山 徹 30 34 

8月 11日（水） ミツバチの巣箱から蜂蜜を取ってみませんか 大谷 剛 20 30 

8月 11日（水） 児童・生徒とできる里山の調べ方 橋本 佳延 40 19 

8月 11日（水） 直線のまち・曲線のまち 武田 重昭 30 18 

8月 12日（木） 「障害」のある子どもたちとの野外活動入門 三谷 雅純 30 14 

8月 12日（木） キリンビール・ビオトープ池調査 田中 哲夫 15 14 

8月 12日（木） 葉っぱで見分ける身近な樹木 黒田 有寿茂 15 20 

8月 14日（土） ひとはく博士と行く 昆虫サマースクール（全 5回）  ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、 

八木 剛ほか 

15 16 

8月 17日（火） 牛乳パックでカメラづくり 赤澤 宏樹 50 29 

8月 17日（火） 博物館学習の企画・立案とプログラム体験①校外学習編 生涯学習課 30 16 

8月 17日（火） 針穴（ピンホール）カメラをつくって撮影・現像まで 赤澤 宏樹 20 14 

8月 17日（火） 模型で楽しむ断層と地震 加藤 茂弘 20 17 

8月 17日（火） 博物館学習の企画・立案とプログラム体験②授業活用編 生涯学習課 30 12 

8月 18日（水） 植物化石のクリーニング体験 半田 久美子 20 18 

8月 18日（水） 植物の形態・内部構造を学ぶ 高橋 晃、布施 静香 30 8 

8月 18日（水） 博物館のリソースを活かす ICT講座 情報管理課 15 12 

8月 18日（水） 地層から探る兵庫の自然史 加藤 茂弘 50 25 

8月 19日（木） 地層の見方・調べ方 in 丹波 古谷 裕 20 19 

8月 19日（木） 変動する大地-指導案作成を意識して- 小林 文夫 40 14 

8月 19日（木） 教室にハチが入ってきた時どうするか(ミツバチの巣箱観察付) 大谷 剛 30 25 

8月 19日（木） 授業で使える化石のレプリカづくり 生涯学習課 10 11 
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8月 21日（土） 藍の生葉染め ＮＰＯ法人 人と自然の会 30 12 

8月 22日（日） いろいろな化石をいろいろな方法で見る 古谷 裕 25 15 

8月 22日（日） 土の中のむし 沢田 佳久 20 14 

8月 22日（日） カメラをつくって撮影・現像まで（初級編） 赤澤 宏樹 30 16 

8月 28日（土） 丹波地域の微化石 古谷 裕 20 6 

8月 28日（土） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 赤澤 宏樹、藤本 真里、武田 重昭、中瀬 勲 20 9 

8月 28日（土） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 赤澤 宏樹、藤本 真里、武田 重昭、中瀬 勲 20 9 

8月 28日（土） ランドスケープ・マネジメントへ（全 3回） 中瀬 勲 20 9 

8月 28日（土） 封入標本を用いた展示製作講座（全 4回） 三橋 弘宗 10 9 

8月 29日（日） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹 30 19 

8月 29日（日） サギソウ観察会 藤井 俊夫 20 12 

8月 29日（日） ひとはく博士と行く 昆虫サマースクール（全 5回）  ひとはく連携グループ run♪run♪plaza、 

八木 剛ほか 

15 18 

8月 29日（日） 自然とはなにか 江崎 保男、大学院生 50 11 

8月 29日（日） 針穴（ピンホール）カメラをつくって撮影・現像まで（中級編） 赤澤 宏樹 20 10 

9月 4日（土） 初級鳴く虫インストラクター養成講座(全 3回) 大谷 剛 20 9 

9月 4日（土） 動物たちがつくる熱帯の森 北村 俊平 30 4 

9月 5日（日） 虫の体を調べよう 沢田 佳久 30 21 

9月 7日（火） 秋の伊吹山高山植物観察 ひとはく連携グループ 希少植物研究会 20 18 

9月 10日（金） 里山の自然（全 2 回） 小舘 誓治 10 43 

9月 11日（土） 上級鳴く虫インストラクター養成講座(全 4回) 大谷 剛 10 4 

9月 11日（土） ナチュラリストの原風景ツアー～芭蕉とカエル～ 太田 英利 20 0 

9月 12日（日） 顕微鏡で見る化石 古谷 裕 10 9 

9月 12日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 11 

9月 14日（火） 逆さビデオでカメラの原理を知ろう 赤澤 宏樹 10 105 

9月 15日（水） 標本資料を理解する（全 3回） 布施 静香 10 9 

9月 18日（土） ススキ草原の生物多様性（植物）の復元をめざして（全 2回） 橋本 佳延 40 3 

9月 18日（土） 建築スケッチ紀行・竜と獣の道編 山崎 義人 15 2 

9月 18日（土） ナチュラリストの原風景ツアー～松江の小泉八雲を訪ねて 

(1泊 2日)～ 

大谷 剛 20 0 

9月 19日（日） ナチュラリストの原風景ツアー～松江の小泉八雲を訪ねて 

(1泊 2日)～ 

大谷 剛 20 0 

9月 23日（木） 封入標本を用いた展示製作講座（全 4回） 三橋 弘宗 10 9 

9月 25日（土） 里山・ジーンファーム講義と観察 服部 保 50 17 

9月 25日（土） 上級鳴く虫インストラクター養成講座(全 4回) 大谷 剛 10 4 

9月 25日（土） 建築スケッチ紀行・芦屋川セミナー編 山崎 義人 15 8 

9月 25日（土） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 武田 重昭、藤本 真里、赤澤 宏樹、中瀬 勲 20 8 

9月 25日（土） ランドスケープ・マネジメントへ（全 3回） 中瀬 勲 20 7 

9月 26日（日） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹、加藤茂弘 30 14 

9月 26日（日） 水をめぐる環境の過去・現在・未来（全 5回） 佐藤 裕司 30 0 

9月 26日（日） 植物観察会(秋の甲山） 藤井 俊夫 20 18 

9月 26日（日） 愛蜂家基礎講座・初級(全 4回) 大谷 剛 20 29 

9月 29日（水） 武田尾渓谷の植物を観察しよう 石田 弘明 20 27 
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9月 29日（水） ハチ北大池 秋の散策ツアー（1泊 2日） ひとはく連携グループ ハチ北高原自然協会、 

秋山 弘之 

20 11 

9月 29日（水） 標本資料を理解する（全 3回） 布施 静香 10 10 

9月 29日（水） ビオトープ池を調べる（全 3回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 10 8 

9月 30日（木） ハチ北大池 秋の散策ツアー（1泊 2日） ひとはく連携グループ ハチ北高原自然協会、 

秋山 弘之 

20 11 

10月 2日（土） 植物画を描こう（全 2回） 高橋 晃、長谷川 太一 30 6 

10月 2日（土） 上級鳴く虫インストラクター養成講座(全 4回) 大谷 剛 10 2 

10月 2日（土） 親と子の鳴く虫の夕べ ひとはく連携活動グループ 鳴く虫研究会「きん

ひばり」、大谷 剛 

30 25 

10月 2日（土） ウミボタル観察会 三橋 弘宗 20 38 

10月 2日（土） 建築スケッチ紀行 村野藤吾作品 04[尼崎市役所] 山崎 義人 15 2 

10月 2日（土） 都市の歩き方・企画編 名所図会探検倶楽部（全 4回） 田原 直樹 10 7 

10月 3日（日） 植物画を描こう（全 2回） 高橋 晃、長谷川 太一 30 4 

10月 6日（水） 気ままに植物ウォッチング④～長坂山～ 黒田 有寿茂 20 25 

10月 6日（水） ビオトープ池を調べる（全 3回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 10 8 

10月 8日（金） 里山の自然（全 2 回） 小舘 誓治 10 44 

10月 9日（土） 里山の植物を観察しよう 石田 弘明 20 0 

10月 9日（土） リサーチプロジェクト「カワウ」（全 3回） 遠藤 菜緒子 20 6 

10月 10日（日） 小さな化石の抽出と観察 松原 尚志 10 1 

10月 10日（日） 秋の石めぐりハイキング：武田尾の地層 先山 徹、加藤茂弘 30 33 

10月 10日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 6 

10月 12日（火） 箕面公園植物観察会 ひとはく連携グループ 希少植物研究会 20 13 

10月 13日（水） ビオトープ池を調べる（全 3回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 10 8 

10月 14日（木） 秋のコケ・キノコかんさつ１～神戸～ 秋山 弘之 20 7 

10月 16日（土） よくわかる！コケのかんさつ～道場 秋山 弘之 20 9 

10月 16日（土） ススキ草原の生物多様性（植物）の復元をめざして（全 2回） 橋本 佳延 40 2 

10月 16日（土） 建築スケッチ紀行 村野藤吾作品 05「大庄村役場」 山崎 義人 15 5 

10月 16日（土） 都市の歩き方・名所編 兵庫県高砂市界隈を歩く 田原 直樹 10 11 

10月 19日（火） 植物観察入門 藤井 俊夫 10 103 

10月 23日（土） リサーチプロジェクト「カワウ」（全 3回） 遠藤 菜緒子 20 5 

10月 23日（土） 都市の歩き方・企画編 名所図会探検倶楽部（全 4回） 田原 直樹 10 8 

10月 23日（土） ヒメボタルの幼虫をみつけよう 八木 剛、安田 和代 30 19 

10月 24日（日） 石を見分けよう―丹波の石と地層の見学 先山 徹 30 17 

10月 24日（日） 水をめぐる環境の過去・現在・未来（全 5回） 佐藤 裕司 30 0 

10月 24日（日） 植物観察会(秋の福島大池） 藤井 俊夫 20 7 

10月 24日（日） 動物にタネを運んでもらう仕組み 北村 俊平 20 8 

10月 25日（月） 東谷山のシダを見よう 鈴木 武 20 3 

10月 30日（土） 建築スケッチ紀行 村野藤吾作品 06「西山記念会館」 山崎 義人 15 0 

10月 30日（土） 都市の歩き方・名所編 兵庫県姫路市界隈を歩く 田原 直樹 10 8 

10月 31日（日） 秋のキノコかんさつ２～有馬富士～ 秋山 弘之 20 18 

10月 31日（日） 愛蜂家基礎講座・初級(全 4回) 大谷 剛 20 28 

11月 2日（火） 自然災害と日本の国立公園 小林 文夫 10 106 
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11月 3日（水） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 30 20 

11月 5日（金） 兵庫の恐竜 三枝 春生 10 41 

11月 6日（土） 六甲山「森の植物」観察会（秋） 小舘 誓治 15 23 

11月 9日（火） 芦屋のまちづくり 藤本 真里 10 107 

11月 13日（土） 生物多様性を測定する 橋本 佳明 10 7 

11月 13日（土） 都市の歩き方・企画編 名所図会探検倶楽部（全 4回） 田原 直樹 10 3 

11月 14日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 9 

11月 14日（日） 立体写真入門 沢田 佳久 20 4 

11月 16日（火） 六甲山のホタル 八木 剛 10 85 

11月 20日（土） 三田哺乳類化石産地見学会 三枝 春生 15 8 

11月 20日（土） 野鳥にみる季節と環境 遠藤 菜緒子 15 10 

11月 20日（土） 都市の歩き方・企画編 名所図会探検倶楽部（全 4回） 田原 直樹 10 3 

11月 20日（土） 都市の歩き方・番外編 名所図会探検倶楽部の皆さんと歩く京

都 

田原 直樹 10 11 

11月 20日（土） 簡単料理教室 味で感じる山陰海岸ジオパーク 藤本 真里 20 11 

11月 21日（日） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 30 18 

11月 21日（日） 水をめぐる環境の過去・現在・未来（全 5回） 佐藤 裕司 30 0 

11月 21日（日） 植物観察会(秋の中山寺） 藤井 俊夫 20 22 

11月 23日（火） ヒト言語の起源：洞窟壁画から現代手話まで 三谷 雅純 10 7 

11月 27日（土） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 藤本 真里、赤澤 宏樹、武田 重昭、中瀬 勲 20 9 

11月 27日（土） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 藤本 真里、赤澤 宏樹、武田 重昭、中瀬 勲 20 9 

11月 28日（日） 愛蜂家基礎講座・初級(全 4回) 大谷 剛 20 27 

12月 1日（水） 植物のソバの話と蕎麦打ち体験 布施 静香、福岡 誠行 20 10 

12月 4日（土） 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 15 17 

12月 4日（土） リサーチプロジェクト「カワウ」（全 3回） 遠藤 菜緒子 20 5 

12月 4日（土） 封入標本をつくろう 三橋 弘宗 30 16 

12月 5日（日） 封入標本をつくろう 三橋 弘宗 30 11 

12月 5日（日） 自動撮影カメラでさぐる動物たちのくらし 北村 俊平 30 11 

12月 10日（金） 霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？ 三谷 雅純 10 47 

12月 11日（土） 箱庭で体験、マングローブの自然 上田 萌子 20 2 

12月 12日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 12 

12月 18日（土） 野鳥にみる季節と環境 遠藤 菜緒子 15 18 

12月 18日（土） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 中瀬 勲、赤澤 宏樹、藤本 真里、武田 重昭 20 7 

12月 19日（日） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 30 21 

12月 19日（日） ノジギク観察会 藤井 俊夫 20 16 

12月 23日（木） コンゴ、インドネシア、屋久島 サルたちの森 三谷 雅純 10 5 

12月 26日（日） 愛蜂家基礎講座・初級(全 4回) 大谷 剛 20 26 

1月 9日（日） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 30 14 

1月 9日（日） 春日山原始林観察会 藤井 俊夫 20 18 

1月 9日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 11 

1月 11日（火） 植物の冬越し 藤井 俊夫 10 105 

1月 16日（日） 春日山原始林観察会 追加版 藤井 俊夫 20 13 

1月 18日（火） 芦屋川と野鳥のくらし 遠藤 菜緒子 10 90 
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1月 21日（金） 霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？（続編） 三谷 雅純 10 41 

2月 6日（日） 石ころクラブ（全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 30 16 

2月 6日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 10 

2月 27日（日） 植物リサーチクラブ② 標本の調べ方（全 2回） 布施 静香、高橋 晃 20 8 

3月 2日（水） 早春の山野草観察会ｰセツブンソウほかｰ ひとはく連携グループ 希少植物研究会 20 21 

3月 6日（日） 安室川（上郡町）で学ぶ生物多様性の保全 佐藤 裕司、東山 真也 30 13 

3月 6日（日） 植物リサーチクラブ② 標本の調べ方（全 2回） 布施 静香、高橋 晃 20 4 

3月 6日（日） アテツマンサクと石灰岩地のシダを見る 鈴木 武 26 21 

3月 12日（土） 兵庫県の森林の特徴と多様性 石田 弘明 50 11 

3月 12日（土） ナチュラリストの原風景ツアー～篠山：水木しげるの原郷探訪

～ 

橋本 佳明 20 4 

3月 20日（日） ユース昆虫研究室（全 13回） 八木 剛 15 9 

3月 21日（月） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 赤澤 宏樹、藤本 真里、武田 重昭、中瀬 勲 20 9 

3月 21日（月） ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全 9回） 赤澤 宏樹、藤本 真里、武田 重昭、中瀬 勲 20 9 
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企画展等一覧（平成２２年度） 

 下記のような特別企画展、ミニ企画展を企画展示室・ミニ企画展示室・3 階ギャラリー・4 階ひとは

くサロンで開催した。 

 

【特別企画】 

期間 タイトル 入場者数 担当者(所属)、順不同(＊主担当者) 

2010.2.11～4.4 共生のひろば展 21278 ＊橋本佳延・上田萌子・黒田有寿茂（ひとはく） 

2010.4.24～9.5 丹波と恐竜を知ろう 2010－

第 4 次発掘報告  

71391 ＊松原尚志・古谷  裕・三枝春生・池田忠広・半田久美

子・佐藤裕司（ひとはく） 

2010.7.17～12.26 ひょうごの生物多様性－瀬

戸内海 VS 日本海－ 

106439 ＊石田弘明・三橋弘宗・赤澤宏樹・上田萌子・遠藤菜緒

子・太田英利・大谷  剛・加藤茂弘・北村俊平・黒田有寿

茂・先山  徹・沢田佳久・鈴木  武・高野温子・武田重昭・

田中哲夫・藤井俊夫・布施静香・八木 剛・山崎義人（ひと

はく） 

2010.10.2 ～

2011.4.10 

化石大集合－過去に起こっ

た生物大量絶滅事件－ 

89371 ＊古谷 裕（主担当）・三枝春生・池田忠広・半田久美子・

小林文夫・松原尚志・佐藤裕司（ひとはく） 

2011.2.11～4.3 共生のひろば展 19027 ＊橋本佳延・山本伸子（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(所属)、順不同(＊主担当者) 

2010.2.10～5.16 六甲山のキノコ展 2010 4 階ひとはくサロン ＊兵庫県立御影高等学校・三橋弘宗・

秋山弘之（ひとはく） 

2010.4.15～5.16 甲山のキノコとキノコ培養の実

践～西宮市きのこクラブ OB会

の活動報告  

4 階ひとはくサロン ＊西宮市きのこクラブ・三橋弘宗（ひとは

く） 

2010.6.5～8.31 はってなＱ便～恐竜は本当に

いたの？～ 

4 階ひとはくサロン ＊フロアスタッフ（ひとはく） 

2010.8.7～10.6 ゾウが描いたぞう・・・ 3 階常設展示室  ＊大谷 剛・石田弘明・鈴木 武・八尾滋

樹（ひとはく）・川東丈純（ひとはく地域研

究員）・よこはま動物園ズーラシア・タオル

美術館 

2010.8.18～9.30 博物館実習生の学習成果  4 階ひとはくサロン ＊山崎義人（ひとはく） 

2010.9.25～9.30 三田市中学校理科作品展  4 階ひとはくサロン ＊平松紳一（ひとはく） 

2010.10.1～11.30 封入標本づくりの成果発表会  4 階ひとはくサロン ＊NPO 法人人と自然の会（ひとはく連携

活動グループ）・三橋弘宗（ひとはく） 

2010.10.9～12.26 こどもかわらばん展 3 階常設展示室  ＊大谷剛・布施静香（ひとはく） 

2010.10.31～11.30 ｢COP10 に行ってきました｣展  4 階ひとはくサロン ＊鈴木 武・八木 剛・石田弘明・橋本佳

延・三橋弘宗（ひとはく） 

2010.12.11～2011.1.10 ウサギさんようこそ 4 階ひとはくサロン ＊石田弘明・遠藤菜緒子・大谷  剛・北

村俊平・沢田佳久・鈴木 武・布施静香・

三谷雅純・山本伸子（ひとはく） 

2010.12.19～2011.1.9 壁新聞｢わたしたちのくらしと 4 階ひとはくサロン ＊先山 徹（ひとはく）・国立科学博物館  
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大地｣展  

2011.2.5～4.10 植物画で語るキヨスミウツボの

生活 

4 階ひとはくサロン ＊GREEN GRASS（ひとはく連携活動グ

ループ）・高橋 晃（ひとはく） 

2011.2.5～2.27 3D 巨大甲虫出現！ 4 階ひとはくサロン ＊沢田佳久（ひとはく） 

2011.2.5～4.3 ひょうごのいきもの・ふるさとを

見守る仲間  

3 階オープンギャラリー ＊橋本佳延（ひとはく） 

2011.2.15～5.15 六甲山のキノコ展 2011 4 階ひとはくサロン ＊兵庫県立御影高等学校・三橋弘宗

（ひとはく） 

2011.3.3～4.4 ３D  小さな美麗虫！クチブト

ゾウムシ 

4 階ひとはくサロン ＊沢田佳久（ひとはく） 

2011.3.5～5.8 タヨウ星人原画展  4 階ひとはくサロン ＊川東丈純（ひとはく地域研究員）・石田

弘明・大谷  剛・鈴木  武・塚本健司・八

尾滋樹（ひとはく） 

 

【資料・トピックス展示（新着資料や研究員による発見などのトピックスを展示）】 

期間 タイトル 展示場所 担当者 (所属 )、順不同 (＊主担当

者) 

2010.4.1～5.31 生物多様性保全に向けた兵庫県の

取り組み 

3 階トピックスコーナー ＊橋本佳延（ひとはく） 

2010.6.5～8.31 高槻市で発見されたタチバナチビ

チョッキリ  

3 階トピックスコーナー ＊沢田佳久（ひとはく） 

2010.7.10～9.5 神戸市須磨区で見つかった新種の

貝化石  

3 階小企画展示室 ＊松原尚志（ひとはく） 

2010.9.1～10.31 インドネシア、ジャワ島パンガンダラ

ンで採集したシルバールトンの食べ

る植物  

3 階トピックスコーナー ＊三谷雅純（ひとはく） 

2010.11.2～1.10 古写真から読みとく三田の戦前開

拓村の歴史  

3 階トピックスコーナー ＊上田萌子（ひとはく） 

2011.2.5～3.31 新着資料 横山章  葉脈標本コレク

ション 

3 階トピックスコーナー ＊半田久美子（ひとはく） 

2011.3.5～4.10 ミキヒメザルガイ～但馬で見つかっ

た新種の化石二枚貝～ 

3 階小企画展示室 ＊松原尚志（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 

6 月 1日～4 日（Ⅰ期） 三田市立長坂中学校 1 生態研究 

環境計画 

生物資源 

 

 三田市立八景中学校 2 

 三田市立ゆりのき台中学校 2 

 三田市立富士中学校 2 

 宝塚市立西谷中学校 2 

 丹波市立山南中学校 1 

 
 計 10 

 
6 月 8日～11日（Ⅱ期） 三田市立上野台中学校 2 地球科学 

系統分類 

総務課 

 

 三田市立狭間中学校 2 

 三田市立けやき台中学校 2 

 三田市立藍中学校 1 

 神戸市立有馬中学校 2 

 
 計 9 

 
11 月 9 日～12日（Ⅲ期） 神戸市立北神戸中学校 2 生涯学習課 

 神戸市立有野中学校 2 情報管理課 

 
 計 4 

 
11月 16日～19日（Ⅳ期） 篠山市立篠山中学校 1 生涯学習課 

 
篠山市立丹南中学校 1 情報管理課 

 
 計 2 

 
 

【博物館実習】 

8月 7日から 8月 25日までの 10日間 

  大学名       

  滋賀県立大学    1名 

  京都文教大学    1名 

  摂南大学      1名 

  京都外国語大学   1名 

  琉球大学      1名 

  神戸芸術工科大学  1名 

  尾道大学      1名 

  京都府立大学    1名 

  近畿大学      1名 

  東海大学      1名 

  岡山理科大学    2名 

  大阪府立大学       1名 

  徳島大学         1名 

  神戸学院大学       1名 

計 15名 

 

 担当研究部門 

  自然・環境評価部     5名 

  自然・環境マネジメント部 8名 

  自然・環境再生研究部   2名 

計 15名 
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学校教育支援プログラム 

【スクールパートナー推進事業 夏季教職員セミナー】 

実施日 セミナー名 講師 参加人数 

8月 10日(火) 外来種の現状と対策 太田 英利 26 

 身近な植物の観察の仕方 小舘 誓治 26 

 里山についての講義と観察 服部  保 23 

 体験しよう！川の水生昆虫の学習と調査 三橋 弘宗 14 

8月 11日(水) 兵庫の大地-丹波竜と山陰海岸ジオパーク- 先山  徹 34 

 児童・生徒とできる里山の調べ方 橋本 佳延 19 

 ミツバチの巣箱から蜂蜜を取ってみませんか 大谷  剛 30 

 直線のまち・曲線のまち 武田 重昭 18 

 地層の見方・調べ方 in 淡路 古谷  裕 6 

8月 12日(木) 葉っぱで見分ける身近な樹木 黒田  有寿

茂 

20 

 「障害」のある子どもたちとの野外活動入門 三谷 雅純 14 

 キリンビール・ビオトープ池調査 田中 哲夫 14 

8月 17日(火) 牛乳パックでカメラづくり 赤澤 宏樹 29 

 博物館学習の企画・立案とプログラム体験① 校外学

習編 

西岡 敬三 16 

 針穴（ピンホール）カメラをつくって撮影・現像まで 赤澤 宏樹 14 

 模型で楽しむ断層と地震 加藤 茂弘 17 

 博物館学習の企画・立案とプログラム体験② 授業活

用編 

西岡 敬三 12 

8月 18日(水) 植物化石のクリーニング体験 半田久美子 18 

 博物館のリソースを活かす ICT講座 八尾 滋樹 12 

 地層から探る兵庫の自然史 加藤 茂弘 25 

 植物の形態・内部構造を学ぶ 高橋  晃 8 

8月 19日(木) 教室にハチが入ってきた時どうするか（ミツバチの巣

箱観察付） 

大谷  剛 25 

 「変動する大地」-指導案作成を意識して- 小林 文夫 14 

 地層の見方・調べ方 in 丹波 古谷  裕 19 

 授業で使える化石のレプリカづくり 平松 伸一 11 
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平成２１～２２年度２年間学校団体連続入館状況 

 

学      校      名 地域 18 19 20 21 22 

神陵台幼稚園 神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ 

こぐまプリスクール北神戸園 神戸市       ○ ○ 

神戸市立本山保育園 神戸市       ○ ○ 

高丸幼稚園 神戸市       ○ ○ 

西舞子幼稚園 神戸市       ○ ○ 

神陵台幼稚園 神戸市       ○ ○ 

神戸海星女子学院マリア幼稚園 西宮市 ○ ○ ○ ○ ○ 

学校法人上谷学園 幸幼稚園 西宮市       ○ ○ 

川西市所外保育 川西市       ○ ○ 

育ヶ丘保育園 小野市       ○ ○ 

三田市立高平幼稚園 三田市       ○ ○ 

やよい幼稚園 三田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

北摂第一幼稚園 三田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

北摂学園幼稚園 三田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

光の子保育園 三田市       ○ ○ 

若草保育園 三田市       ○ ○ 

西脇市立楠丘幼稚園 西脇市     ○ ○ ○ 

西脇市立桜丘幼稚園 西脇市     ○ ○ ○ 

福知山市立大正幼稚園 京都府福知山市   ○ ○ ○ ○ 

新東三国保育園 大阪市       ○ ○ 

保育園 ・幼稚園 合計(20校)            

神戸市立井吹東小学校 神戸市       ○ ○ 

神戸市立駒ヶ林小学校 神戸市       ○ ○ 

神戸市立高津橋小学校 神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ 

神戸市立桜が丘小学校 神戸市     ○ ○ ○ 

神戸市立住吉小学校 神戸市       ○ ○ 

神戸市立大池小学校 神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ 

神戸市立淡河小学校 神戸市     ○ ○ ○ 

神戸市立長尾・道場・鹿の子台

小学校なかよし学級 
神戸市       ○ 

○ 

神戸市立筑紫が丘小学校 神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ 

神戸市立唐櫃小学校 神戸市     ○ ○ ○ 

神戸市立東町小学校 神戸市       ○ ○ 

神戸市立藤原台小学校 神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ 

神戸市立箕谷小学校 神戸市     ○ ○ ○ 

神戸市立有瀬小学校 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       ○ ○ 

芦屋市立岩園小学校 芦屋市     ○ ○ ○ 

芦屋市立山手小学校 芦屋市       ○ ○ 

芦屋市立精道小学校 芦屋市 ○   ○ ○ ○ 

芦屋市立潮見小学校 芦屋市 ○ ○ ○ ○ ○ 

甲子園学院小学校 西宮市     ○ ○ ○ 

西宮市立安井小学校 西宮市       ○ ○ 

西宮市立甲陽園小学校 西宮市   ○ ○ ○ ○ 

西宮市立小松小学校 西宮市       ○ ○ 

西宮市立深津小学校 西宮市       ○ ○ 

西宮市立段上小学校 西宮市   ○ ○ ○ ○ 

尼崎市立七松小学校 尼崎市     ○ ○ ○ 

尼崎市立上坂部小学校 尼崎市       ○ ○ 

尼崎市立水堂小学校 尼崎市       ○ ○ 

尼崎市立成文小学校 尼崎市     ○ ○ ○ 

尼崎市立武庫の里小学校 尼崎市     ○ ○ ○ 

尼崎市立武庫南小学校 尼崎市       ○ ○ 

尼崎市立浜田小学校 尼崎市       ○ ○ 

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 ○ ○ ○ ○ ○ 

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市       ○ ○ 

三田市立あかしあ台小学校 三田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

三田市立すずかけ台小学校 三田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

三田市立つつじが丘小学校 三田市       ○ ○ 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市     ○ ○ ○ 

三田市立狭間小学校 三田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

三田市立三田小学校 三田市       ○ ○ 

三田市立弥生小学校 三田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

川西市立加茂小学校 川西市 ○   ○ ○ ○ 

川西市立久代小学校 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     ○ ○ ○ 

川西市立多田小学校 川西市       ○ ○ 

川西市立東谷小学校 川西市   ○ ○ ○ ○ 

川西市立陽明小学校 川西市 ○ ○ ○ ○ ○ 

川西市立緑台小学校 川西市       ○ ○ 

宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ 

宝塚市立安倉北小学校 宝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ 

宝塚市立丸橋小学校 宝塚市     ○ ○ ○ 

宝塚市立西山小学校 宝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ 

宝塚市立宝塚小学校 宝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ 

猪名川町立松尾台小学校 川辺郡猪名川町       ○ ○ 

三木市立三樹小学校 三木市       ○ ○ 

小野市立小野東小学校 小野市       ○ ○ 

丹波市立和田小学校 丹波市       ○ ○ 

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     ○ ○ ○ 

播磨町立蓮池小学校 加古郡播磨町 ○ ○ ○ ○ ○ 

加古川市立平岡北小学校 加古川市       ○ ○ 

加古川市立別府西小学校 加古川市       ○ ○ 

高砂市立伊保小学校 高砂市 ○ ○ ○ ○ ○ 

高砂市立荒井小学校 高砂市   ○ ○ ○ ○ 

明石市立錦浦小学校 明石市 ○ ○ ○ ○ ○ 

明石市立大観小学校 明石市       ○ ○ 

明石市立大久保南小学校 明石市       ○ ○ 

明石市立二見北小学校 明石市       ○ ○ 

明石市立林小学校 明石市       ○ ○ 

加西市立賀茂小学校 加西市 ○ ○ ○ ○ ○ 
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加西市立西在田小学校 加西市       ○ ○ 

加東市滝野南小学校 加東市       ○ ○ 

加東市立東条東小学校 加東市 ○ ○ ○ ○ ○ 

西脇市立芳田小学校 西脇市     ○ ○ ○ 

市川町立瀬加小学校 神崎郡市川町     ○ ○ ○ 

神河町立粟賀小学校 神崎郡神河町       ○ ○ 

福崎町立福崎小学校 神崎郡福崎町       ○ ○ 

姫路市立糸引小学校 姫路市       ○ ○ 

姫路市立勝原小学校 姫路市     ○ ○ ○ 

南あわじ市立松帆小学校 南あわじ市   ○ ○ ○ ○ 

兵庫教育大学附属小学校 加東市       ○ ○ 

大阪府茨木市立水尾小学校 大阪府茨木市       ○ ○ 

大阪府箕面市立西南小学校 大阪府箕面市       ○ ○ 

追手門学院小学校 大阪府大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ 

大阪教育大学附属池田小学校 大阪府池田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

 小学校 合計(96校)            

神戸朝鮮初中級学校 神戸市 ○   ○ ○ ○ 

神戸大学附属中等教育学校 神戸市       ○ ○ 

武庫川女子大学附属中学校 西宮市   ○ ○ ○ ○ 

関西学院中学校 西宮市       ○ ○ 

川西市立清和台中学校 川西市       ○ ○ 

西脇市立西脇中学校 西脇市       ○ ○ 

兵庫県立大学附属中学校 赤穂郡上郡町   ○ ○ ○ ○ 

赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市     ○ ○ ○ 

たつの市立龍野東中学校 たつの市       ○ ○ 

姫路市立高丘中学校 姫路市       ○ ○ 

小野市立小野南中学校 小野市       ○ ○ 

豊岡市立港中学校 豊岡市     ○ ○ ○ 

豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市     ○ ○ ○ 

豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市   ○ ○ ○ ○ 

養父市立大屋中学校 養父市       ○ ○ 

香美町立香住第一中学校 香美町     ○ ○ ○ 

開明中学校 大阪府 ○ ○ ○ ○ ○ 

同志社香里中学校 大阪府寝屋川市 ○   ○ ○ ○ 

京都府京都市立嘉楽中学校 京都市       ○ ○ 

 中学校 合計(19校)            

県立御影高等学校 神戸市     ○ ○ ○ 

県立舞子高等学校 神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ 

武庫川女子大学附属高等学校 西宮市 ○ ○ ○ ○ ○ 

県立宝塚北高等学校 宝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ 

県立加古川東高等学校 加古川市       ○ ○ 

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 ○ ○ ○ ○ ○ 

香川県立観音寺第一高等学校 香川県   ○ ○ ○ ○ 

大阪府立泉北高等学校 大阪府堺市 ○ ○ ○ ○ ○ 

大阪府立北野高等学校 大阪府大阪市 ○ ○ ○ ○ ○ 

和歌山県立海南高等学校 和歌山県 ○ ○ ○ ○ ○ 

 高等学校 合計(11校)            

神戸大学理学部地球惑星科学科 神戸市   ○ ○ ○ ○ 

兵庫教育大学 加東市 ○ ○ ○ ○ ○ 

大阪大学理学部化学科 大阪府豊中市 ○ ○ ○ ○ ○ 

大阪府立大学生命環境科学部 大阪府堺市 ○   ○ ○ ○ 

 大学 合計(4校)            

県立神出学園 神戸市   ○ ○ ○ ○ 

宝塚市立養護学校 宝塚市       ○ ○ 

 その他学校 合計(2校)            
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来館一般団体一覧 

◆県内 

団体名 所在地 

神出民生児童協議会 神戸市 

ガッツクラブ 神戸市 

神戸県民局地域ビジョン委員会 神戸市 

ハートクラブ＆ふれあい会 神戸市 

神戸市茶花道会 神戸市 

兵庫県まちづくり技術センター 神戸市 

兵庫県事務職員協会 神戸市 

なだエコクラブ 神戸市 

山田の里自然学校 神戸市 

青葉クラブ 神戸市 

神戸市シルバーカレッジ 神戸市 

中央区老人くらぶ連合会 神戸市 

兵庫県中小企業組合士協会 神戸市 

鵯台ライオンズ 神戸市 

ふれあいまちづくり協議会 神戸市 

上御影子ども会 神戸市 

ひょうごサイエンス・クロスオーバーネッ
ト 

神戸市 

学童保育所どろんこくらぶ 神戸市 

日本生物教育会兵庫大会 神戸市 

神戸中央山の会 神戸市 

井吹東少年団野球部 神戸市 

なぎさ児童館 神戸市 

櫨谷狩場少年団野球 神戸市 

霞が丘婦人会 神戸市 

葺合民主商工会親睦会 神戸市 

兵庫土建灘支部 三分会 神戸市 

兵庫県立大学公開講座アカデミック・ツー
リズム 

神戸市 

兵庫県教育委員会高校教育課 神戸市 

神戸市老人体育大学文化教養部 神戸市 

有馬高原病院 神戸市 

熟年者ユニオン 神戸市 

相生町５丁目自治会 神戸市 

県連神戸連合婦人会 神戸市 

西神美晴連絡協議会 神戸市 

兵庫県職員退職者会 神戸市 

丹波竜化石発掘現場見学ツアー 神戸市 

わ西区会 神戸市 

くすのきグループ 神戸市 

放送大学兵庫同窓会 神戸市 

名谷公園ラジオ体操の会 神戸市 

御影東町区自治会 神戸市 

関西青少年サナトリュームデイケアセンタ
ー 

神戸市 

小鳩会 神戸市 

歴史探訪旅行同好会 神戸市 

兵庫県観光交流課(中国からの視察団) 神戸市 

ＪＡＦ兵庫支部 神戸市 

井吹台東シティーコート 神戸市 

神戸市立点字図書館 神戸市 

兵庫県立大学学友会 神戸市 

岩本歌謡教室 神戸市 

グッドタイムリビング神戸垂水 神戸市 

北須磨コープ委員会 神戸市 

ハイキング同好会 神戸市 

シルバーあじさい会 神戸市 

グループハッピー 神戸市 

里山フォーラム 神戸市 

ボーイスカウト神戸北区カブ隊 神戸市 

多聞南学童保育コーナー 神戸市 

大開婦人会 神戸市 

大沢たんぽぽクラブ 神戸市 

神戸市立道場児童館 神戸市 

コープこうべ生活文化センター 神戸市 

関西蔵前午餐会 神戸市 

NPO法人 サニーサイド 尼崎市 

立花民協 尼崎市 

小園歩こう会 尼崎市 

尼崎市健康福祉局「親と子の健康回復事業」 尼崎市 

尼崎市民福祉振興協会 尼崎市 

阪神シニアカレッジマイスターゼミナール 尼崎市 

県立尼崎小田高等学校育友会 尼崎市 

兵庫労働衛生推進協議会 尼崎市 

鳴尾町３丁目老人クラブ 西宮市 

阪神文化創造会議 西宮市 

西宮すなご医療福祉センター 西宮市 

武庫川団地自治会 西宮市 

ボーイスカウト西宮２５団 西宮市 

香櫨園地区老人クラブ連合会南地区 西宮市 

ふるさとの家 西宮市 

香櫨園地区老人クラブ連合会北地区 西宮市 

兵庫栄養調理製菓専門学校栄泉会 西宮市 

西宮中央教会日曜学校 西宮市 

西宮市総合教育センター 西宮市 

上ヶ原育成センター 西宮市 

段上育成センター 西宮市 

高木野球団 西宮市 

心豊かな人づくり 500人委員会西宮支部 西宮市 

社会福祉法人尼崎武庫川園 西宮市 

稲門塾 西宮市 

深津地区青少年愛護協議会 西宮市 

津門老人クラブ連合会 西宮市 

石ばね松風子ども 西宮市 

佛大同窓会神戸支部 西宮市 

結善町自治会 西宮市 

コープ西宮コープ委員会 西宮市 

社会福祉法人尼崎武庫川園 西宮市 

JICAチリ研修 西宮市 

鳴尾手話サークルかさじぞう 西宮市 
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西脇珠算協会 西脇市 

G.S.E D3800（芦屋ロータリークラブ） 芦屋市 

海部子ども土曜お楽しみ会 京都府 

東有岡婦人会 伊丹市 

稲野小地区社協ふれあいバスツアー 伊丹市 

外城自治会 伊丹市 

伊丹市立神津小学校 PTA 伊丹市 

緑ヶ丘ファイターズ 伊丹市 

伊丹市土に親しむ会 伊丹市 

伊丹市文化財愛護少年団 伊丹市 

神津地区社会福祉協議会ふれあい交流会 伊丹市 

阪神シニアカレッジ阪神ひと・まち・創造
講座 2年生 

伊丹市 

神津陶芸同好会 伊丹市 

伊丹昆虫館友の会 伊丹市 

千武会 伊丹市 

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 

歴史を歩く会（宝塚） 宝塚市 

北摂親子☆きらっとバス 宝塚市 

光明町自治会 宝塚市 

宝塚市役所環境政策課 宝塚市 

花屋敷荘園子ども会 宝塚市 

阪神北県民局子どもサミット 宝塚市 

第四地区民児協 宝塚市 

仁川小学校育成会 宝塚市 

宝塚市長尾小学校育成会 宝塚市 

川西中央会 高年保健福祉部会 川西市 

大和子ども会 川西市 

大阪青山歴史文学博物館 川西市 

けやき坂自治会 川西市 

大和自治会社会教養部 川西市 

北陵自主防災会 川西市 

川西中央地区迷惑駐車追放推進協議会 川西市 

東多田子ども会(川西市) 川西市 

伊藤様 三田市 

三田市私立幼稚園連合会 三田市 

特別養護老人ホームつくし園 三田市 

第４回言語リハビリ交流のつどいイン兵庫 三田市 

あかしあ台 1丁目子ども会 三田市 

植物リサーチクラブＯＢ会 三田市 

武庫川ゆうゆうクラブ 三田市 

兵庫県緑の少年団連盟阪神地区連絡協議会 三田市 

美嚢少年会 三田市 

三田市経済環境部環境政策課 環境セミナ

ー 

三田市 

SAS絵画サークル 三田市 

シンポジウム「小さな自然再生のすすめ」 三田市 

三菱電機三田製作所 三田市 

富士が丘 1丁目子ども会育成部会 三田市 

三田市高平児童クラブ 三田市 

阪神北青い鳥学級三田教室 三田市 

狭間児童クラブ 三田市 

湊川短期大学 きくは会 三田市 

けやき台第２児童クラブ 三田市 

つつじが丘児童クラブ 三田市 

兵庫県高等学校農水産部会 三田市 

介護老人保健施設アルカディア 三田市 

あかしあ台小学校家庭教育学級 三田市 

植物リサーチの会 三田市 

三田市特別支援学級中学校部会 三田市 

三田市高齢者大学 三田市 

JA三田女性会三輪支部 三田市 

シルバー人材センターウッディ地域班 三田市 

三田市高齢者大学 三田市 

けやき台児童クラブ・けやき台第２児童ク
ラブ 

三田市 

ゆりのき台児童クラブ・第 2児童クラブ 三田市 

武庫児童クラブ・武庫第 2児童クラブ 三田市 

あいの保育所学童部 三田市 

白金子ども会 川辺郡猪名川町 

東島子ども会 明石市 

浜西こども会 明石市 

明石市立西八木厚生館 明石市 

明石子育て会 明石市 

明石シニアカレッジ国際交流グループ 明石市 

明石市立松陰厚生館 明石市 

JSS大久保スイミングスクール 明石市 

いなみの学園 OB明石会 明石市 

日通明石旧友会 明石市 

つくし子ども会 明石市 

西明石北町自治会 明石市 

西大窪企対部 明石市 

タチバナ会 明石市 

明石市立高齢者大学校あかねが丘学園 明石市 

大国少年団 加古川市 

河原第 2町内会 加古川市 

長砂少年団 加古川市 

東神吉南少年団西井ノ口隊 加古川市 

別府公民館手枕カレッジ 加古川市 

加古川北老人会 加古川市 

いなみの学園園芸学科 加古川市 

わんぱくクラブ 加古川市 

水足少年団 加古川市 

平岡北少年団 加古川市 

加古川町老人給食サービスボランティア 加古川市 

尾上少年団長田北Ⅰ隊 加古川市 

野口町老人給食サービスボランティア 加古川市 

数池の沢町内会 加古川市 

志方中学ＰＴＡ家庭教育大学 加古川市 

ロイヤルシャトー少年団 加古川市 

三菱社宅子ども会 高砂市 

稲田グループ 高砂市 

日本山村硝子労働組合 加古郡播磨町 

播磨町中央公民館ことぶき大学 加古郡播磨町 

JFEアルミ支部 三木市 

コープ神戸協同学苑 三木市 

ボーイスカウト三木２団ビーバースカウト
隊 

三木市 
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ナンバ三木会 三木市 

広野大空ひまわり学級 三木市 

三木市身体障害者福祉協会 三木市 

三木市末広 1丁目新宿老人会 三木市 

ボーイスカウト日本連盟小野 1団カブ隊 小野市 

小野市中島町子ども会 小野市 

下市場いきいきサロン 小野市 

黍田町いきいきサロン 小野市 

喜多町子ども会 小野市 

来住町老人会サロンの会 小野市 

桑原田町老人クラブ 加西市 

栗田子ども会  加西市 

大村町子ども会 加西市 

福居町老人会 加西市 

木梨子ども会 加東市 

加東市社会福祉協議会 加東市 

加東市国際交流協会 加東市 

上滝野子ども会 加東市 

鴨川アフタースクール 加東市 

藤本百男後援会 加東市 

西山 5組 多可郡多可町 

間野子ども会 姫路市 

姫路市立生涯学習大学校 姫路市 

別所校区婦人会 姫路市 

姫路市立福崎西中学校ＰＴＡ 姫路市 

姫路市立余部小学校ＰＴＡ 姫路市 

吉福子ども会 姫路市 

三谷婦人会 姫路市 

加納原田子ども会 姫路市 

西脇子ども会 姫路市 

八幡子ども会 姫路市 

妻鹿港町子ども会 姫路市 

護持子ども会 姫路市 

書写南子ども会 姫路市 

中野田子ども会 姫路市 

岩屋子ども会(姫路市) 姫路市 

姫路市立増位小学校あすなろ教室 姫路市 

のじぎくネット 姫路市 

すみれの会 姫路市 

福崎町老人クラブ連合会 姫路市 

ウシオ電機労働組合 姫路市 

姫路市立高浜公民館 姫路市 

ゆりのき会 姫路市 

姫路市土地区画整理組合連合会 姫路市 

城西地区連合自治会 姫路市 

福本老人クラブ 神崎郡神河町 

吉田子ども会(福崎町) 神崎郡福崎町 

西光寺子ども会 神崎郡福崎町 

田尻子ども会 神崎郡福崎町 

南大貫自治会 神崎郡福崎町 

八千種研修センター代表者会 神崎郡福崎町 

陸栄会 相生市 

高砂会（老人会） たつの市 

飾磨西部ふれあいの会 たつの市 

たつの市太子町商工会女性部連絡協議会 たつの市 

日飼子ども会 たつの市 

親和会 たつの市 

㈱日触エンジニアリングサービス たつの市 

赤穂こどもエコクラブ 赤穂市 

赤穂市青少年育成推進委員協議会 赤穂市 

赤穂市社会福祉協議会 赤穂市 

赤穂上仮屋北子ども会 赤穂市 

悟竹書道会 宍粟市 

六角子ども会 宍粟市 

門前子ども会 宍粟市 

塩田子ども会 宍粟市 

太子町身体障害者福祉協会 揖保郡太子町 

太子町立斑鳩公民館歴史教養講座 揖保郡太子町 

上郡町職員組合 赤穂郡上郡町 

上郡中学校 PTA 赤穂郡上郡町 

竹万松寿学園 赤穂郡上郡町 

放送大学上郡友の会 赤穂郡上郡町 

佐用太極拳協会 佐用郡佐用町 

佐用町佐用連合自治会長会 佐用郡佐用町 

駅前子ども会 豊岡市 

上石区 豊岡市 

小野地区文化部会 豊岡市 

但馬自家用自動車協会協議会 豊岡市 

とよおか作業所郷・とーぷ 豊岡市 

南谷地区交流推進協議会 養父市 

万久里旅行会 養父市 

養父市三谷校区自治協議会 養父市 

養父市教育研修所 養父市 

養父市保健衛生推進協議会 養父市 

諏訪子ども会 朝来市 

県立但馬やまびこの郷 朝来市 

ふるさと探検隊 朝来市 

県立但馬やまびこの郷 朝来市 

大谷区民親睦旅行 美方郡香美町 

香美町村岡区自治会 美方郡香美町 

篠山国際理解センター 篠山市 

篠山市高齢者大学羽束学園 篠山市 

篠山市高齢者大学かやのみ学園 篠山市 

さぎ草保存会 篠山市 

篠山市同窓会 篠山市 

篠山市老人クラブ連合会多紀支部 篠山市 

ささやま保育園 篠山市 

松寿会 第九クラブ 篠山市 

うれしの会 丹波市 

老人クラブ春日町小山福寿会 丹波市 

下新庄子ども会 丹波市 

丹波の森大学 丹波市 

東芦田子ども会 丹波市 

丹波シニアカレッジ 丹波市 

丹波文化団体協議会 丹波市 

丹波市身体障害者福祉協議会 丹波市 

延命寺参与会 丹波市 

石龕寺参与会 丹波市 
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洲本市野外活動協会 洲本市 

淡路広域消防事務組合 洲本市 

中島町内会 洲本市 

沼島公民館 南あわじ市 

塩田在子ども会 淡路市 

県立兵庫工業高等学校育友会 淡路市 

県立淡路景観園芸学校 淡路市 

◆県外 
 

(財)国際科学技術財団 東京都 

ＪＡ白山営農三部会 石川県 

西大路第一町内会 滋賀県 

竹岡笑会 滋賀県 

小田宿野子ども会 京都府 

京都ひつじの会 京都府 

久御山町ふれあい交流館ゆうﾎｰﾙ 京都府 

滝・金屋地域連合組織 京都府 

福知山環境会議 京都府 

福知山市丘児童センター 京都府 

海部子ども土曜お楽しみ会 京都府 

読売福知山 木下大サーカス観賞ツアー 京都府 

福知山市文化財保護審議会 京都府 

奥野部１組 京都府 

ツバメ瓦斯協力会 京都府 

綾部林業研修会 京都府 

久御山町ふれあい交流館ゆうﾎｰﾙ 京都府 

吹田市高齢クラブ ハイキング部 大阪府 

城陽緑縁隊 大阪府 

吹田市高齢クラブ ハイキング部 大阪府 

寝屋川市身体障害者福祉会 大阪府 

摂津市役所労働組合 大阪府 

とよなか粋遊会 大阪府 

中央公民館クラブ協議会 大阪府 

シニア自然大学花組 大阪府 

シニア自然大学緑組 大阪府 

ワンディーハイキング会 大阪府 

三田町１５－２班親睦会 大阪府 

大阪シニア自然カレッジ 大阪府 

大阪城北教会 大阪府 

八尾市立教育サポートセンター 大阪府 
茨木市立障がい者デイサービスセンターし

みず 

大阪府 

南花台子ども会 大阪府 

走谷ハイキング同好会 大阪府 

能勢西中学校ＰＴＡ 大阪府 

小松中五町会 大阪府 

三丁目中層自治会 大阪府 

きしわだ自然友の会 大阪府 

八尾民主商工会 大阪府 

あけぼの幼稚園父の会 大阪府 

守口児童クラブ 大阪府 

島本町教育委員会  大阪府 

第 5なかよし子ども会 大阪府 

白浜町交通指導員会 和歌山県 

亀寿大学 岡山県 

因島文化財協会 広島県 

徳島新聞夏休み子ども教室 徳島県 

中央部南北地区 徳島県 

JICA研修（名古屋大学） 名古屋市 

京都市洛南身体障害者福祉会館 京都市 

NHK文化センター京都教室 京都市 

夢くらぶ(大阪市) 大阪市 

フライデー 大阪市 

株式会社サンコー若松町店 大阪市 

大阪シニア自然大学風組 大阪市 

大阪市立南港桜小学校ＰＴＡ 大阪市 

新森ヤローズ少年野球団 大阪市 

大阪市立科学館友の会化学サークル 大阪市 

東小路 JrVBC 大阪市 

NPO法人シニア自然大学校 大阪市 

加島友愛会 大阪市 

淀川区手をつなぐ親の会 大阪市 

摘み菜を伝える会 大阪市 

西大島中部町会 大阪市 

大阪市育成会地域生活支援センター 大阪市 

摘み菜を伝える会 大阪市 

関西地質調査事務所 堺市 

大野子ども会 堺市 

堺障害者協会 堺市 

（財）おかやま環境ネットワーク 岡山市 

関サニー団地子ども会 岡山市 

  
※ 一般団体利用 延べ４０４団体 
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来館学校団体一覧 

◆県内  

<保育所・幼稚園> 所在地 

こぐまプリスクール北神戸園 神戸市 

モーツアルト保育園 神戸市 

若木保育園 神戸市 

神戸市立本山保育所 神戸市 

ひよどり台幼稚園 神戸市 

高丸幼稚園 神戸市 

神陵台幼稚園 神戸市 

西舞子幼稚園 神戸市 

道場保育園 神戸市 

立花ひよこ保育園 尼崎市 

みこころ幼稚園 尼崎市 

ひかり保育園 西宮市 

学校法人上谷学園 幸幼稚園 西宮市 

神戸海星女子学院マリア幼稚園 西宮市 

西脇市立楠丘・桜丘幼稚園 西脇市 

すみれ幼稚園 宝塚市 

自然幼稚園 宝塚市 

宝塚市立西山幼稚園 宝塚市 

川西市所外保育 川西市 

新清和台幼稚園 川西市 

川西市立清和台幼稚園 川西市 

光の子保育園 三田市 

若草保育園 三田市 

広野幼稚園 三田市 

三田あさひ幼稚園 三田市 

三田市立高平幼稚園 三田市 

北摂学園幼稚園 三田市 

北摂第一幼稚園 三田市 

弥生幼稚園 三田市 

育ヶ丘保育園 小野市 

加東市立社保育園 加東市 

加東市立福田幼稚園 加東市 

篠山市立古市幼稚園 篠山市 

＜小学校＞ 
 

甲南小学校 神戸市 

神戸市立井吹東小学校 神戸市 

神戸市立雲中小学校 神戸市 

神戸市立駒ヶ林小学校 神戸市 

神戸市立高津橋小学校 神戸市 

神戸市立桜が丘小学校 神戸市 

神戸市立住吉小学校 神戸市 

神戸市立小束山小学校 神戸市 

神戸市立千鳥が丘小学校 神戸市 

神戸市立大池小学校 神戸市 

神戸市立淡河小学校 神戸市 

神戸市立筑紫が丘小学校 神戸市 

神戸市立唐櫃小学校 神戸市 

神戸市立東町小学校 神戸市 

神戸市立東灘小学校 神戸市 

神戸市立藤原台小学校 神戸市 

神戸市立道場小学校・鹿の子台小学

校・長尾小学校 3校特別支援学級 

神戸市 

神戸市立箕谷小学校 神戸市 

神戸市立有瀬小学校 神戸市 

神戸市立有馬小学校 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 

神戸中華同文学校 神戸市 

尼崎市立園田南小学校 尼崎市 

尼崎市立七松小学校 尼崎市 

尼崎市立小園小学校 尼崎市 

尼崎市立上坂部小学校 尼崎市 

尼崎市立水堂小学校 尼崎市 

尼崎市立成文小学校 尼崎市 

尼崎市立西小学校 尼崎市 

尼崎市立浜田小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫の里小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫南小学校 尼崎市 

尼崎市立明城小学校 尼崎市 

甲子園学院小学校 西宮市 

仁川学院小学校 西宮市 

西宮市立安井小学校 西宮市 

西宮市立瓦木小学校 西宮市 

西宮市立甲陽園小学校 西宮市 

西宮市立小松小学校 西宮市 

西宮市立深津小学校 西宮市 

西宮市立段上小学校 西宮市 

西宮市立東山台小学校 西宮市 

西宮市立鳴尾小学校 西宮市 

芦屋市立岩園小学校 芦屋市 

芦屋市立山手小学校 芦屋市 

芦屋市立精道小学校 芦屋市 

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市 

芦屋市立潮見小学校 芦屋市 

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 

伊丹市立有岡小学校 伊丹市 

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市 

宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 

宝塚市立安倉北小学校 宝塚市 

宝塚市立丸橋小学校 宝塚市 
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宝塚市立逆瀬台小学校 宝塚市 

宝塚市立山手台小学校 宝塚市 

宝塚市立小浜小学校 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 

宝塚市立宝塚小学校 宝塚市 

川西市立加茂小学校 川西市 

川西市立久代小学校 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 

川西市立多田小学校 川西市 

川西市立東谷小学校 川西市 

川西市立陽明小学校 川西市 

川西市立緑台小学校 川西市 

三田市立あかしあ台小学校 三田市 

三田市立すずかけ台小学校 三田市 

三田市立つつじが丘小学校 三田市 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市 

三田市立狭間小学校 三田市 

三田市立三田小学校 三田市 

三田市立本庄小学校 三田市 

三田市立弥生小学校 三田市 

猪名川町立松尾台小学校 川辺郡猪名川町 

神戸大学附属明石小学校 明石市 

明石市立王子小学校 明石市 

明石市立錦浦小学校 明石市 

明石市立江井島小学校 明石市 

明石市立高丘西小学校 明石市 

明石市立大観小学校 明石市 

明石市立大久保南小学校 明石市 

明石市立鳥羽小学校 明石市 

明石市立二見北小学校 明石市 

明石市立明石小学校 明石市 

明石市立林小学校 明石市 

明石朝鮮初級学校 明石市 

加古川市立加古川小学校 加古川市 

加古川市立志方小学校 加古川市 

加古川市立西神吉小学校 加古川市 

加古川市立川西小学校 加古川市 

加古川市立氷丘小学校 加古川市 

加古川市立浜の宮小学校 加古川市 

加古川市立平岡北小学校 加古川市 

加古川市立別府小学校 加古川市 

加古川市立別府西小学校 加古川市 

高砂市立伊保小学校 高砂市 

高砂市立荒井小学校 高砂市 

高砂市立米田西小学校 高砂市 

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 

播磨町立蓮池小学校 加古郡播磨町 

西脇市立芳田小学校 西脇市 

三木市立三樹小学校 三木市 

三木市立自由が丘東小学校 三木市 

小野市立河合小学校 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 

小野市立来住小学校 小野市 

加西市立賀茂小学校 加西市 

加西市立西在田小学校 加西市 

加東市立滝野南小学校 加東市 

加東市立東条東小学校 加東市 

兵庫教育大学附属小学校 加東市 

多可町立八千代南小学校 多可郡多可町 

姫路市立広畑小学校 姫路市 

姫路市立糸引小学校 姫路市 

姫路市立勝原小学校 姫路市 

姫路市立城陽小学校 姫路市 

姫路市立船津小学校 姫路市 

姫路市立谷外小学校 姫路市 

姫路市立的形小学校 姫路市 

姫路市立莇野小学校 姫路市 

神河町立粟賀小学校 神崎郡神河町 

市川町立瀬加小学校 神崎郡市川町 

福崎町立福崎小学校 神崎郡福崎町 

宍粟市立山崎小学校 宍粟市 

宍粟市立神戸小学校 宍粟市 

宍粟市立千種南小学校 宍粟市 

佐用町立佐用小学校 佐用郡佐用町 

佐用町立徳久小学校 佐用郡佐用町 

篠山市立古市小学校 篠山市 

篠山市立篠山小学校 篠山市 

丹波市立和田小学校 丹波市 

南あわじ市立松帆小学校 南あわじ市 

南あわじ市立灘小学校 南あわじ市 

淡路市立学習小学校 淡路市 

＜中学校＞ 
 

啓明学院中学校 神戸市 

神戸山手女子中学校・高等学校 神戸市 

神戸市立岩岡中学校 神戸市 

神戸市立神陵台中学校 神戸市 

神戸市立西神中学校 神戸市 

神戸市立桃山台中学校 神戸市 

神戸市立櫨谷中学校 神戸市 

神戸市立湊中学校 神戸市 

神戸大学附属中等教育学校 神戸市 

神戸朝鮮初中級学校 神戸市 

須磨学園中学校 神戸市 

尼崎市立中央中学校 尼崎市 

関西学院中学部 西宮市 

甲陽学院中学校 西宮市 

武庫川女子大学附属中学校 SSクラス 西宮市 

伊丹市立天王寺川中学校 伊丹市 

宝塚市立長尾中学校 宝塚市 

川西市立清和台中学校 川西市 

明石市立魚住中学校 明石市 

加古川市立加古川中学校 加古川市 

加古川市立別府中学校 加古川市 
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高砂市立鹿島中学校 高砂市 

高砂市立宝殿中学校 高砂市 

西脇市立西脇中学校 西脇市 

三木市立星陽中学校 三木市 

小野市立河合中学校 小野市 

小野市立小野南中学校 小野市 

加東市立社中学校 加東市 

加東市立東条中学校 加東市 

兵庫教育大学附属中学校 加東市 

多可町立八千代中学校 多可郡多可町 

淳心学院中学校 姫路市 

姫路市立広嶺中学校 姫路市 

姫路市立高丘中学校 姫路市 

姫路市立増井中学校 姫路市 

姫路市立東中学校 姫路市 

神河町立神崎中学校 神崎郡神河町 

たつの市立龍野東中学校 たつの市 

赤穂市立赤穂中学校 赤穂市 

赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市 

朝来市立梁瀬中学校 朝来市 

宍粟市立一宮南中学校 宍粟市 

太子町立太子東中学校 揖保郡太子町 

兵庫県立大学附属中学校 赤穂郡上郡町 

近畿大学附属豊岡中学校 豊岡市 

豊岡市立港中学校 豊岡市 

豊岡市立森本中学校 豊岡市 

豊岡市立日高西中学校 豊岡市 

豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市 

豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 

養父市立大屋中学校 養父市 

朝来市立朝来中学校 朝来市 

香美町立香住第一中学校 香美町 

南あわじ市立南淡中学校 南あわじ市 

＜高等学校＞ 
 

県立御影高等学校 神戸市 

県立舞子高等学校 神戸市 

県立西宮今津高等学校 西宮市 
武庫川女子大学附属高等学校 SSクラ
ス 

西宮市 

芦屋学園高等学校 芦屋市 

県立宝塚北高等学校 宝塚市 

県立三田祥雲館高等学校 三田市 

県立加古川東高等学校 加古川市 

県立相生高等学校 相生市 

＜大学＞ 
 

神戸大学理学部 神戸市 

関西学院大学総合政策学部基礎演習

編入吉野ゼミ 

三田市 

兵庫教育大学 加東市 

＜特別支援学校など＞ 
 

認定子ども園みつみ 丹波市 
スターブレインズ・インターナショ
ナルスクール 

神戸市 

県立神戸特別支援学校中学部 神戸市 

宝塚市立養護学校 宝塚市 

三木市立三木特別支援学校 三木市 

県立豊岡聴覚特別支援学校 豊岡市 

生野学園中学校 朝来市 

県立神出学園 神戸市 

◆県外 
 

<保育所・幼稚園>  

福知山市立大正幼稚園 京都府 

新東三国保育園 大阪市 

＜小学校＞ 
 

摂津市立鳥飼東小学校 大阪府 

大阪教育大学附属池田小学校 大阪府 

大阪府茨木市立水尾小学校 大阪府 

大阪府茨木市立東小学校 大阪府 

大阪府茨木市立東奈良小学校 大阪府 

大阪府池田市立呉服小学校 大阪府 

大阪府池田市立細河小学校 大阪府 

大阪府豊能郡豊能町立吉川小学校 大阪府 

大阪府箕面市立西南小学校 大阪府 

追手門学院小学校 大阪市 

＜中学校＞ 
 

京都府福知山市立日新中学校 京都府 

金蘭千里中学校 大阪府 

同志社香里中学校 大阪府 

京都府京都市立嘉楽中学校 京都市 

開明中学校 大阪市 

金蘭会中学校 大阪市 

桃山学院中学校 大阪市 

＜高等学校＞ 
 

千葉県立佐原高等学校 千葉県 

愛知県立瑞陵高等学校 愛知県 

大阪府立生野高等学校 大阪府 

大阪府立豊中高等学校 大阪府 

奈良県立奈良高等学校 奈良県 

和歌山県立海南高等学校 和歌山県 

愛媛県立松山南高等学校 愛媛県 

京都府立桃山高等学校 京都市 

大阪府立北野高等学校 大阪市 

大阪府立泉北高等学校 堺市 

香川県立観音寺第一高等学校 香川県 

＜大学＞ 
 

國學院大學 東京都 

関西大学 大阪府 

近畿大学総合社会学部 大阪府 

大阪大学理学部化学科 大阪府 
大阪府立大学大学院生命環境科学研
究科 

堺市 

岡山大学理学部 岡山市 

岡山理科大学博物館学芸員課程 岡山市 

＜特別支援学校など＞ 
 

大阪府立中津支援学校 大阪市 

  
※ 学校団体利用 延べ３１６団体 
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共催および協力事業等 
（他施設、他団体との連携事業） 

【キャラバン事業】 

 地域名 開催場所（展示） 開催期間 テーマ ビジター数 

1 阪神北 県立有馬富士公園 2010年 5月 3-4日 春の有馬富士フェスティバル 13437 

2 神戸 アートホール神戸 2010年 8月 12-23日 神戸元町・夏の昆虫館 2010 2163 

3 阪神北 県立有馬富士公園 2010年 10月 16-17日 秋の有馬富士フェスティバル 15000 

4 阪神北 県立有馬富士公園 2010年 10月 16-17日 ふれあいの祭典 1260 

5 阪神北 猪名川町立楊津小学校 2011年 1月 20-26日 ひとはくキャラバン in 猪名川町立楊津小学校 597 

6 淡路 淡路青少年の家 2011年 2月 14-23日 ひとはくキャラバン in 淡路青少年の家 2099 

1．三田市（阪神北） 

キャラバン参画者の所属 

ありまふじフェスティバル実行委員会、有馬富士公園運営・計画協議会（兵庫県、三田市、人と自然の博物館、兵

庫県園芸・公園協会、キッピーフレンズ、住民委員） 

2．神戸市（神戸） 

キャラバン参画者の所属 

（財）兵庫県学校厚生会・（財）日本教育公務員考弘済会兵庫支部、兵庫県立人と自然の博物館、兵庫県、兵庫県

教育委員会、（財）兵庫県芸術文化協会、神戸新聞社、サンテレビジョン、ラジオ関西、赤松の郷昆虫文化館、伊丹市

昆虫館、佐用町昆虫館、神戸大学農学部昆虫科学研究室、（株）エイコー科学、NPO 法人こどもとむしの会 

 

3．三田市（阪神北） 

キャラバン参画者の所属 

ありまふじフェスティバル実行委員会、有馬富士公園運営・計画協議会（兵庫県、三田市、人と自然の博物館、兵

庫県園芸・公園協会、キッピーフレンズ、住民委員） 

 

4．三田市（阪神北） 

キャラバン参画者の所属 

阪神北ふれあいフェスティバル実行委員会 

 

5．猪名川町（阪神北） 

キャラバン参画者の所属 

猪名川町立楊津小学校 

セミナー名 実施日 会場 参加

人数 

内容 講師 

きょうりゅうや、かせきのお

話と、かんたん！化石のレプ

リカづくり 

1/20(木） 猪名川町立

楊津小学校 

52  １～３年生を対象にアンモナイトの化石

レプリカ（樹脂）を作成した。また、化石

や恐竜、丹波の恐竜化石発掘について

の話や、展示解説を行った。 

西岡敬三 

化石のレプリカづくりと丹

波の恐竜化石 

1/20(木） 猪名川町立

楊津小学校 

52  ４～６年生を対象にアンモナイトや三葉

虫の化石レプリカ（石膏）を作成した。ま

た、丹波の恐竜化石発掘調査について

説明や、展示解説を行った。 

西岡敬三 

丹波の恐竜化石～発見から

第５次発掘調査まで～ 

1/22(土） 猪名川町立

楊津小学校 

21 ＰＴＡ、近隣住民を対象に丹波の恐竜

化石発掘についての説明や、展示解説

を行った。 

西岡敬三 

 

6．南あわじ市（淡路） 

キャラバン参画者の所属 

セミナー名 実施日 会場 参加

人数 

内容 講師 

里山の春の花を探そう 5月 3 日 有馬富士公

園 

４ 有馬富士公園で咲いている植物の解説 藤井俊夫 
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国立淡路青少年交流の家、兵庫県立人と自然の博物館、南あわじ市教育委員会、南あわじ地学の会 

セミナー名 実施日 会場 参 加

人数 

内容 講師 

化石や恐竜の話と化石のレプ

リカづくり 

2/15(火） 国立淡路青

少年交流の

家 

40 南あわじ市立阿万小学校６年生を対象

に、丹波の恐竜化石発掘調査の話と、ア

ンモナイトの化石のレプリカ（樹脂）づくり

や、淡路島に関係する生物の展示解説

を行った。 

西岡敬三 

化石の発掘体験 2/19(土） 国立淡路青

少年交流の

家 

23  和泉層群やそこより産出する化石の解

説と、灘二頃において貝化石の採集を

行った。 

古谷 裕 

化石のレプリカづくり 2/19(土） 国立淡路青

少年交流の

家 

169  一般来館者を対象に、展示解説とアン

モナイトの化石のレプリカ（樹脂）を行っ

た。 

西岡敬三 
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ひとはくフェスティバル 2010参画団体リスト（順不同） 

■後援・協賛団体 

株式会社北摂コミュニティ開発センター 

株式会社ミツカングループ本社 

兵庫県阪神北県民局 

財団法人兵庫丹波の森協会 

株式会社エフコーポレーション 

■ステージ出演団体・キャラクター 

兵庫県立有馬高等学校吹奏楽部 

兵庫県立三田祥雲館高校吹奏楽部 

兵庫県立三田祥雲館高校チアリーディング部 

猪名川町のいなぼう 

加東市の加東伝の助 

三田市のキッピー 

丹波市の丹波竜のちーたん 

兵庫県のマスコットはばタン 

■イベント開催団体 

NPO 法人人と自然の会「ネイチャークラフト・ク

ラブ」 

NPO法人人と自然の会「花工房」 

NPO法人人と自然の会「星の会」 

NPO法人人と自然の会「里山クラブ」 

run♪run♪plaza 

伊丹市昆虫館友の会 

河南堂珍元斎（ひとはく地域研究員） 

（株）エフコーポレーション 

（株）マキィズ 

希少植物研究会 

きしわだ自然友の会 

きしわだ自然資料館 

北はりま地域づくり応援団 

キッズプラザ大阪 

九州国立博物館 

県立有馬富士公園（パークセンター＆自然学

習センター） 

県立国見の森公園 

県立ささやまの森公園運営協議会 

県立宝塚西谷の森公園 

県立やしろの森公園 

県立ゆめさきの森公園運営協議会 

考古楽倶楽部 

篠山チルドレンズミュージアムの支援団体「ミュ

ージアム・クラブ」 

篠山層群をしらべる会 

三田マッキントッシュ・ユーザーズグループ（Ｓ

ＭＵＧ） 

須磨海浜水族園ボランティア SAPV 

西宮市貝類館 

兵庫陶芸美術館 

■飲食系出店団体 

NPO法人あいな育みの会 

ガールスカウト日本連盟兵庫県第 90団 

加東市 

加東市観光協会 

（株）飛行船 

企業組合氷上つたの会 

神戸三田新阪急ホテル 

社会福祉法人まほろば 

丹波篠山あくあファーム 

福助 

ボーイスカウト三田第一団  

ミツカンよかわビオトープ倶楽部 
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フロアサービス実績一覧 

 

イベント名 内容 参加者数 実施回数 

デジタル紙芝居 「アリマキのドロップ」 257 16 

 
「たんぽぽレストラン」 510 24 

 

「ぶくぶくあわわ～森から川へのおく

りもの～」 
568 36 

 
「コウちゃんの 60日間」 736 36 

 
「スミスネズミと 100年の森」 630 27 

 
「ススキ草原のオーケストラ」 665 36 

 
「アリクイサスライアリ」 286 18 

 

「丹波の恐竜たんたんのひとはくナイ

トミュージアム」 
2412 83 

 
「けんちゃんのだいぼうけん」 1862 41 

 
「タヨウ星人スナ・メリメリの冒険」 1358 86 

 
「うりんぼのごちそう」 201 17 

デジタル紙芝居一挙公

開 
  305 11 

展示解説 「ボルネオジャングル探検」 2760 189 

 
「ひょうごの自然自慢ツアー」 48 6 

 

「ひょうごの生物多様性おたのしみツ

アー」 
864 97 

  「氷上回廊」 10 1 

珍元斎＋フロアコラボ 「タヨウ星人参上」 27 1 

フロアスタッフとあそぼう 「画はくの日」 531 23 

 
「おりがみでゾウをおるゾウ！」 48 2 

 
「川で魚つり」 111 4 

 
「くるくるとぶたね」 112 4 

 
「さくらを飾ってあそぼう」 43 2 

 
「生物多様性おりがみ」 40 2 

 
「生物多様性モビール」 66 2 

 
「風にのってとぶたね」 39 2 

 
「かたつむりのクイリングをつくろう」 55 2 

 
「草笛づくり」 74 2 

 
「こいのぼりフラッグ」 149 5 

 
「昆虫標本づくり」 41 2 

 
「どうぶつすごろく」 55 3 
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「夏休みのおりがみカレンダー」 77 3 

 
「パタパタコウノトリ」 42 2 

 
「おひなさまづくり」 95 3 

 
「からくり絵びょうぶ～うさぎ～」 31 2 

 
「うさぎのおめんづくり」 77 2 

 
「うさぎのカレンダーづくり」                31 1 

 
「うさぎのぶんぶんゴマ」 67 2 

 
「海のいきものうちわづくり」 49 2 

 
「エッグクラフト」 40 2 

 
「オオムラサキのペーパークラフト」 51 2 

 
「オリジナル多様性マグネット」 47 2 

 
「キューブパズル」 54 2 

 
「恐竜万華鏡」 252 4 

 
「クジラのぶんぶんゴマ」 47 2 

 
「クリスマスかざりづくり」 63 2 

 
「クリスマス万華鏡」 25 1 

 
「クリスマスカードづくり」 30 1 

 
「コケのテラリウム」 74 2 

 
「生物多様性クイズ大会」 88 3 

 
「けんちくかの日」 29 2 

 
「多様性のクリスマスかざりをつくろう」 95 3 

 
「動物たまいれ」 45 2 

 
「鳥の巣づくり」 90 2 

 

「葉っぱ模様のランチクロスをつくろ

う」 
77 2 

 
「テトラポットクラフト」 57 2 

 
「ひとはくメガカルタ」 59 5 

 
「ぴょんぴょんうさぎ」 33 1 

うきうきワークショップ 「恐竜おりがみ」 240 2 

 
「バルーンアート」 88 1 

 
「化石のレプリカづくり」 979 8 

 
「木のおもちゃであそぼう」 20 1 

 
「オオムラサキのペーパークラフト」 202 2 

 

「チョコレートでつくるアンモナイト化

石のレプリカ」 
160 2 

 
「葉脈標本のしおりづくり」 95 1 

 
「動物おりがみ」 69 1 

 
「春のマグネットづくり」 53 1 
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深田公園うきうき探検隊 

テーマ：「春の虫を探そう」、「初夏の

鳥を探そう」、「初夏のみどり」、「セミ

をさがそう」、「水辺の探検隊Ｇ

Ｏ！」、「とんぼとりペナントレース」、

「きのこ探検隊」、「色々な葉っぱとド

ングリを観察してみよう」、「深田公園

のれきし探検」、「冬の鳥を探そう」、

「石ころをさがそう」 

 147  11 

そのほか 「特注デジタル紙芝居」 1592 28 

 
「特注ラボレク」 711 22 

 

「特注フロアスタッフとあそぼう・キュ

ーブパズル」 
16 1 

 

「ワークショップ フローラ 88 化石の

レプリカ・クイズ大会」 
156 1 

合計   21116 921 
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外部資金導入状況 

◆科研費等助成金 

 

課 題 名 助成元 種別 代表者氏名 分担者氏名 
金額 

（千円） 

近畿三角帯とその周辺地域の中期更新世テクト

ニクスと地形発達 

日本学術振興会 基盤研

究C 

加藤茂弘  
650 

エチオピアにおける人類と類人猿化石の探索

と進化的意義に関する研究 

日本学術振興会 基盤研

究A 

諏訪 元 加藤茂弘 
4,160 

地磁気逆転期における寒冷化イベントの発生

原因の解明 

日本学術振興会 基盤研

究Ｂ 

兵頭政幸 加藤茂弘 
325 

恐竜発掘を素材にした，地域と博物館をつなぐ

学習プログラムの構築 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

先山 徹 古谷 裕・佐藤裕司・

高橋 晃・藤本真理・

山崎義人 

910 

篠山層群産恐竜化石の研究 日本学術振興会 基盤研

究Ｂ 

三枝春生 池田忠弘 
4,810 

日本産古第三紀内湾性貝類化石群の時代的変

遷に関する研究 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

松原尚志  
1,430 

中国地方における第三系の年代と地質学的背

景の再検討 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

澤田順弘 松原尚志 
260 

最古の現生種の化石記録から探る現生貝類群

集の成立：その時期と古環境背景 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

近藤康生 松原尚志 
299 

琉球列島産ウミヘビ亜科における遺伝的多様

性と個体群分類 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

太田英利  
1,170 

国内外来種オキナワキノボリトカゲの生態系へ

の影響評価に関する研究 

日本学術振興会 基盤研

究C 

岩本敏孝 太田英利 

280 

双子葉植物から単子葉植物への進化の道すじ

の推定―単子葉植物の起源を探る 第一段階

― 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

田村実 布施静香 

150 

東南アジア熱帯雨林における土壌呼吸のホット

スポット現象に関する研究 

日本学術振興会 若手研

究A 

大橋瑞江 橋本佳明 
300 

自然史系博物館の連携研究員養成法の研究 日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

岩槻邦男 高橋 晃 
1,000 

照葉型里山林の生物多様性保全に係わる基礎

的研究 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

服部 保 石田弘明 
910 

シカの不嗜好性植物が生態系保全に果たす役

割とその緑化への応用に関する研究 

日本学術振興会 若手研

究B 

石田弘明  
800 

小型種のサイチョウ類は大型種のサイチョウ類

の生態系機能（種子散布）を代替できるのか？ 

日本学術振興会 若手研

究B 

北村俊平  
1,400 

博物館による古写真と記憶の広域収集とテキス

トマイニングによる活用方策 

日本学術振興会 挑戦的

萌芽 

田原直樹 藤本真里・赤澤宏樹・

山崎義人・武田重昭・

上田萌子 

1,100 

集落持続に向けた民俗慣行に見る居住継続シ

ステムの解明 

日本学術振興会 若手研

究Ｂ 

山崎義人  

1,700 

伊豆・丹沢地域産単子葉植物の形態的独自性

とその成立の歴史 

新技術開発財団 植物研究

助成 

 田村実 布施静香 
1,250 

地球規模生物多様性情報機構(ＧＢＩＦ)の促進

における生物多様性データベース作成課題 

「鱗翅目データベース」 

科学技術振興機構  上田恭平 

 

橋本佳明 

 630 

六甲山系の生物多様性保全に関する研究 コベルコ環境創造基金  服部 保  
1,000 

西脇市等における植生等調査 サントリーホールディング

(株) 

 服部 保  

500 
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シカ・イノシシ高密度生息地域における，ススキ

草原の生物多様性と観光資源利用の持続性を

保全するための管理手法の開発 

国際科学技術財団  橋本佳延  

1,000 

巡回展「タンポポ」の企画・運営 西日本自然史ネット 那須自

然史基金 

 鈴木 武  

300 

治水と希少種の保全は両立するか 河川環境管理財団  田中哲夫  
980 

塩生植物ハマボウの利用履歴と変遷状況から

捉えた塩性湿地の活用方針の検討 

クリタ水･環境科学振興財団  上田萌子  

300 

合計 27,614 

 

 

◆受託研究等 

 

件  名 委託元 受託者 金額（千円） 

平成２２年度兵庫県域新名神高速道路における貴重

種の保全業務 
西日本高速道路（株）関西支社兵庫工事事務所 服部 保 482 

平成22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委託業務 
大阪ガス株式会社ＣＳＲ・環境部 服部 保 743.4 

シダ類、ラン類等の栽培等業務 （財）ひょうご環境創造協会 服部 保 1,700 

貴重な種の仮置養生管理業務委託 （財）ひょうご環境創造協会 服部 保 164.5 

キリンビール神戸工場におけるレフュジアビオトー

プ創出に関する研究 
キリンビール株式会社神戸工場 田中哲夫 700 

ミツカンよかわビオトープの効果的な広報に関する

研究その２ 
（株）ミツカングループ本社 藤本真里 750 

丹波地域の化石資源を活かした人づくりのための調

査研究委託 

たんば恐竜・哺乳類化石等を活かしたまちづく

り推進協議会 
山崎義人 500 

野島断層保存・活用研究業務委託 淡路市 加藤茂弘 270 

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・管理業務 
兵庫県立淡路景観園芸学校 黒田有寿茂 500 

尼崎の森中央緑地地域性苗木栽培業務 阪神南県民局 服部 保 1,100.4 

南公園里山・育成プロジェクト基本調査 三田市 服部 保 700 

森林ボランティア育成教本の発行業務 社団法人兵庫県緑化推進協会 服部 保 1,400 

パークマネジメントの人材養成に関する研究その４ 阪神北県民局 藤本真里 1,000 

西宮市生物多様性地域戦略策定に関わる調査・資料

作成業務 
西宮市 服部 保 2,289 

合計 12,299.3 

 


