
 
 

 

 

 

 

 

開催したセミナーの一覧 

 

平成 23 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 2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 21 

4月 9日（土） 都市の歩き方・名所編 大阪・花の大川沿いを歩く 田原 直樹 10 15 

4月 10日（日） もいちど始める昆虫採集 沢田 佳久 5 3 

4月 16日（土） 兵庫県香美町のタンポポを見る 鈴木 武 20 20 

4月 17日（日） 鳥取県のタンポポを見る 鈴木 武 20 11 

4月 17日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 11 

4月 20日（水） じっくり花を解剖－１人１台の顕微鏡で！ 山本 伸子 20 9 

4月 23日（土） ため池を探る(全 4回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 20 12 

4月 23日（土） 都市の歩き方・名所編 大阪・上町台地寺町界隈を歩く 田原 直樹 10 0 

4月 24日（日） 植物リサーチクラブ 植物を調べて展示に挑戦！(全 6回） 高橋 晃、布施 静香 15 8 

4月 24日（日） 植物観察会(春の福島大池) 藤井 俊夫 20 0 

4月 24日（日） 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回) 大谷 剛 20 9 

4月 24日（日） ため池を探る(全 4回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 20 12 

4月 27日（水） 気ままに植物ウォッチング①～六甲山筆屋道～ 黒田 有寿茂 20 22 

4月 29日（金） 春の石めぐりハイキング～播磨小富士の地層と火山豆石～ 加藤 茂弘、先山 徹 30 41 

4月 30日（土） 芦屋市奥山地域で春の植物観察 小舘 誓治 20 10 

4月 30日（土） 動物に花粉・種子を運んでもらう仕組み 花と送粉者たち 北村 俊平 20 10 

5月 1日（日） 春の草木と出会うゆっくりハイク ひとはく連携グループ ＮＰＯ法人 人と自然の会 20 0 

5月 5日（木） 丹波の恐竜化石第五次発掘報告会 三枝 春生 50 19 

5月 5日（木） 

パパといっしょの昆虫アドベンチャー かわいい春をみつけ

よう！！ 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

40 20 

5月 7日（土） 気ままに植物ウォッチング②～鳥取砂丘・久松山～（2日間） 黒田 有寿茂 20 11 

5月 7日（土） 春の六甲山ハイキング 橋本 佳延 25 9 

5月 8日（日） 気ままに植物ウォッチング②～鳥取砂丘・久松山～（2日間） 黒田 有寿茂 20 9 

5月 8日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 10 

5月 10日（火） カエルの食卓（全 3回） 太田 英利 10 32 

5月 13日（金） 熱帯雨林の生き物と保全の現状 高橋 晃 10 41 

5月 14日（土） 秋芳洞と秋吉石灰岩台地の観察（全 3回） 小林 文夫 10 12 

5月 14日（土） ヘビの世界 池田 忠広 50 4 

5月 14日（土） ため池を探る(全 4回） 佐藤 裕司、田中 哲夫 20 11 

5月 14日（土） 川の水生昆虫の観察会 芦屋川上流編 三橋 弘宗 50 54 

5月 14日（土） 漂着物をさがそう 江井ヶ島編 上田 萌子 20 6 

5月 14日（土） 都市の歩き方・名所編 大阪・住吉界隈を歩く 田原 直樹 10 18 

博物館事業報告に関連する資料  
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5月 15日（日） バスでめぐるジオスポットツアー 先山 徹 40 44 

5月 15日（日） 植物リサーチクラブ 植物を調べて展示に挑戦！(全 6回） 高橋 晃、布施 静香 15 8 

5月 15日（日） ため池を探る(全 4回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 20 12 

5月 15日（日） 霊長類学 頭の体操 ２０１１年版 三谷 雅純 20 11 

5月 17日（火） ひとはくで見る化石 松原 尚志 5 23 

5月 17日（火） 花の形態観察 山本 伸子 5 20 

5月 18日（水） 武田尾渓谷の植物を観察しよう 初夏の植観察会 石田 弘明 20 26 

5月 21日（土） 六甲山「森の植物」観察会（春） 小舘 誓治 15 29 

5月 22日（日） 自然とはなにか 江崎 保男 30 9 

5月 22日（日） あかねちゃん学園 2011 

ひとはく連携グループ あかねちゃんクラブ、 

八木 剛 

30 6 

5月 24日（火） 植物・植生を調べる(全 3回） 黒田 有寿茂 10 33 

5月 25日（水） 

香美町 海と山のジオパークツアー！ ～海と山の生きもの

と石～ 

高橋 晃、布施静香、先山 徹、ハチ北自然案内

人 

20 19 

5月 26日（木） 

香美町 海と山のジオパークツアー！ ～海と山の生きもの

と石～ 

高橋 晃、布施静香、先山 徹、ハチ北自然案内

人 

20 12 

5月 29日（日） 植物観察会(春の書写山） 藤井 俊夫 20 6 

5月 29日（日） 生物多様性保全に向けての行政・企業・NPOの取り組み 服部 保 50 11 

5月 29日（日） 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回) 大谷 剛 20 6 

5月 29日（日） 家族で蜂蜜しぼり 5月 大谷 剛 30 34 

5月 31日（火） カエルの食卓（全 3回） 太田 英利 10 32 

5月 31日（火） 芦屋川のモクズガニ調査 三橋 弘宗 10 105 

6月 3日（金） 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 13 

6月 4日（土） 秋芳洞と秋吉石灰岩台地の観察（全 3回） 小林 文夫 10 13 

6月 4日（土） 人と自然のピクニック！ 武田 重昭 30 4 

6月 4日（土） 都市の歩き方・名所編 大阪・御堂筋界隈を歩く 田原 直樹 10 19 

6月 5日（日） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 22 

6月 5日（日） 秋芳洞と秋吉石灰岩台地の観察（全 3回） 小林 文夫 10 13 

6月 5日（日） トキソウ観察会 藤井 俊夫 20 28 

6月 5日（日） 

パパといっしょの昆虫アドベンチャー 水辺の虫をみつけよ

う！ 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

40 18 

6月 10日（金） 自然に学ぶ「公園のつくりかた」 赤澤 宏樹 10 42 

6月 11日（土） 化石や動物の歯のレプリカを作ろう 三枝 春生 20 9 

6月 11日（土） 玄武洞のシダ植物を見る 鈴木 武 20 15 

6月 11日（土） 初級鳴く虫インストラクター養成講座(全 4回) 大谷 剛 20 6 

6月 12日（日） エチオピアの大地で探る人類の起源とその背景 加藤 茂弘 30 24 

6月 12日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 6 

6月 18日（土） 篠山層群から産出した小型脊椎動物化石 池田 忠広 50 3 

6月 18日（土） 山陰海岸ジオパークの石を見分けよう 先山 徹 30 21 

6月 18日（土） 太山寺周辺の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 15 30 

6月 18日（土） あかねちゃん学園 2011 

ひとはく連携グループ あかねちゃんクラブ、 

足立 勲 

30 2 

6月 26日（日） 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回) 大谷 剛 20 10 
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6月 26日（日） 家族で蜂蜜しぼり 6月 大谷 剛 30 26 

6月 28日（火） カエルの食卓（全 3回） 太田 英利 10 33 

7月 2日（土） 夏のキノコ観察 ～一庫公園～ 秋山 弘之 12 17 

7月 2日（土） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 8 

7月 2日（土） 熱帯の森に暮らす生きものたち(全 3回）  北村 俊平 30 8 

7月 2日（土） 

パパといっしょの昆虫アドベンチャー 夏の虫をみつけよ

う！ 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

40 45 

7月 3日（日） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 22 

7月 3日（日） 植物リサーチクラブ 植物を調べて展示に挑戦！(全 6回） 高橋 晃、布施 静香 15 9 

7月 9日（土） 初級鳴く虫インストラクター養成講座(全 4回) 大谷 剛 20 5 

7月 10日（日） 小さな虫の標本作り 沢田 佳久 20 8 

7月 16日（土） 夏の山陰海岸～ユウスゲと海岸の花々 布施 静香、高橋 晃 20 25 

7月 16日（土） 森と土の観察会（再度山編） 小舘 誓治 15 15 

7月 16日（土） カエルの世界 池田 忠広 50 11 

7月 16日（土） 川の水生昆虫の観察会 加古川上流編 三橋 弘宗 50 24 

7月 16日（土） ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫サマースクール(全 5回） 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

15 11 

7月 16日（土） あかねちゃん学園 2011 

ひとはく連携グループ あかねちゃんクラブ、 

足立 勲 

30 1 

7月 22日（金） ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫サマースクール(全 5回） 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

15 11 

7月 23日（土） ぶらり海辺散歩～塩性湿地を見て歩く～夏の日高川河口編 上田 萌子 20 7 

7月 23日（土） 

ランドスケープ・マネジメントへ ひとはくの新展開からエ

リア・マネジメントへ 

中瀬 勲 20 8 

7月 23日（土） ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫サマースクール(全 5回） 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

15 11 

7月 23日（土） 藍の生葉染め ひとはく連携グループ ＮＰＯ法人 人と自然の会 20 9 

7月 24日（日） オグラコオホネ観察会 藤井 俊夫 20 20 

7月 24日（日） 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回) 大谷 剛 20 5 

7月 24日（日） ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫サマースクール(全 5回） 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

15 11 

7月 27日（水） あかねちゃん学園 2011 

ひとはく連携グループ あかねちゃんクラブ、 

足立 勲 

30 2 

7月 30日（土） 種子発芽の不思議 黒田 有寿茂 50 15 

7月 30日（土） 立体の塗り絵でつくる、家とまち(全 2回） 山崎 義人 15 5 

7月 31日（日） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 17 

7月 31日（日） 立体の塗り絵でつくる、家とまち(全 2回） 山崎 義人 15 9 

7月 31日（日） ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫サマースクール(全 5回） 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

15 11 

8月 1日（月） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 9 

8月 2日（火） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 10 

8月 3日（水） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 11 

8月 3日（水） 人と自然の博物館でハチミツしぼりたいけん 大谷 剛 40 43 
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8月 4日（木） 親子でつくる昆虫標本(全 2回) 大谷 剛、沢田 佳久 30 15 

8月 4日（木） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 11 

8月 5日（金） あかねちゃん学園 2011 

ひとはく連携グループ あかねちゃんクラブ、 

足立 勲 

30 0 

8月 6日（土） 初級鳴く虫インストラクター養成講座(全 4回) 大谷 剛 20 5 

8月 6日（土） 熱帯の森に暮らす生きものたち(全 3回）  北村 俊平 30 5 

8月 7日（日） アンモナイト化石をクリーニングしてみよう！ 松原 尚志 15 15 

8月 8日（月） 博物館を活用した学習の企画・立案とプログラミング体験 生涯学習課 20 11 

8月 9日（火） 身近な植物の観察の仕方 小舘 誓治 20 27 

8月 9日（火） 標本をつくって昆虫につよくなろう(全 2回) 大谷 剛、沢田 佳久 30 8 

8月 9日（火） 地層の見方調べ方 in 淡路 古谷 裕 20 18 

8月 9日（火） 生物多様性保全のための学校内ビオトープ 服部 保 50 33 

8月 10日（水） 水をめぐるエコロジー 佐藤 裕司 50 26 

8月 10日（水） このまちは誰がつくったのだろう？ 武田 重昭 30 4 

8月 10日（水） 外来種の現状と対策 太田 英利 40 19 

8月 10日（水） 障がいのある子どもたちとの野外活動入門 三谷 雅純 30 22 

8月 11日（木） 親子でつくる昆虫標本(全 2回) 大谷 剛、沢田 佳久 30 15 

8月 11日（木） 児童・生徒とできる里山の調べ方 橋本 佳延 40 22 

8月 11日（木） 博物館を活用した学習の企画・立案とプログラミング体験 生涯学習課 20 6 

8月 11日（木） 兵庫は石の国、丹波竜・ジオパーク・御影石 先山 徹 30 26 

8月 11日（木） 葉っぱで見分ける身近な樹木 黒田 有寿茂 20 19 

8月 13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 13日（土） ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫サマースクール(全 5回） 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

15 10 

8月 14日（日） 土の中のむし 沢田 佳久 20 11 

8月 16日（火） 子どもと楽しむ葉脈標本づくり 生涯学習課 30 32 

8月 16日（火） 障がいのある児童・生徒の博物館学習 生涯学習課 20 5 

8月 16日（火） 地形や地層から探る兵庫の自然史～兵庫県西部編～ 加藤 茂弘 30 32 

8月 16日（火） 標本をつくって昆虫につよくなろう(全 2回) 大谷 剛、沢田 佳久 30 8 

8月 17日（水） 牛乳パックでカメラをつくって写真をとろう 赤澤 宏樹 50 44 

8月 17日（水） キリンビール・ビオトープ池調査 田中 哲夫 15 14 

8月 17日（水） 針穴（ピンホール）カメラをつくって写真をとろう 赤澤 宏樹 20 10 

8月 17日（水） 学校で使える ICT 情報管理課 15 19 

8月 17日（水） 佐用町昆虫館で昆虫標本づくりたいけん 八木 剛 40 45 

8月 18日（木） 花の役割を調べよう 半田 久美子 16 16 

8月 18日（木） 地層の見方調べ方 in 丹波 古谷 裕 20 18 

8月 18日（木） 鉱物の不思議に触れ、見分け方を知ろう 先山 徹 20 28 

8月 18日（木） あかねちゃん学園 2011 

ひとはく連携グループ あかねちゃんクラブ、 

足立 勲 

30 2 

8月 19日（金） あかねちゃん学園 2011 

ひとはく連携グループ あかねちゃんクラブ、 

足立 勲 

30 2 

8月 20日（土） 瀞川渓谷の滝と溶岩ハイキング 先山 徹、松原 典孝 30 22 

8月 21日（日） 牛乳パックでカメラをつくって写真をとろう 赤澤 宏樹 30 17 
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8月 27日（土） 

ランドスケープ・マネジメントへ もり ひと まちづくり 

-丹波の森 20年の軌跡- 

中瀬 勲 20 10 

8月 27日（土） 藍の生葉で「愛」を染めよう ひとはく連携グループ ＮＰＯ法人 人と自然の会 25 4 

8月 28日（日） 鉱物の不思議を体験しよう 先山 徹 30 27 

8月 28日（日） サギソウ観察会 藤井 俊夫 20 20 

8月 28日（日） 鳥にとっての水田生態系-歴史的変遷 江崎 保男、大学院生 30 10 

8月 28日（日） 針穴（ピンホール）カメラをつくって写真をとろう 赤澤 宏樹 20 11 

8月 28日（日） ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫サマースクール(全 5回） 

ひとはく連携グループ run♪ run♪ plaza、 

八木 剛 

15 13 

9月 3日（土） 熱帯の森に暮らす生きものたち(全 3回）  北村 俊平 30 2 

9月 6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 0 

9月 9日（金） 里山の生物多様性(全 2回）  橋本 佳延 10 49 

9月 10日（土） 初級鳴く虫インストラクター養成講座(全 4回) 大谷 剛 20 6 

9月 11日（日） 丹波で地層を見る 古谷 裕 20 13 

9月 11日（日） 虫の体を調べよう 沢田 佳久 24 17 

9月 11日（日） 愛蜂家基礎講座・初級(全 4回) 大谷 剛 20 15 

9月 11日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 10 

9月 11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 25 0 

9月 13日（火） 逆さカメラをつくろう 赤澤 宏樹 10 102 

9月 13日（火） 植物・植生を調べる(全 3回） 黒田 有寿茂 10 30 

9月 17日（土） 万葉集の植物・植生 服部 保 50 42 

9月 17日（土） 名画・名景に見る人と自然 武田 重昭 30 4 

9月 18日（日） 植物観察会(鴨池） 藤井 俊夫 20 21 

9月 21日（水） 神戸布引滝のシダ植物を見る 鈴木 武 20 0 

9月 22日（木） 神戸布引滝のシダ植物を見る 追加版 鈴木 武 20 22 

9月 24日（土） 小さな化石の抽出と観察〜前期中新世の有孔虫化石〜 松原 尚志 5 3 

9月 24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 24日（土） 

ランドスケープ・マネジメントへ 

２１世紀のランドスケープ・マネジメントへ 

中瀬 勲 20 11 

9月 25日（日） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 17 

9月 25日（日） 顕微鏡で見る化石 古谷 裕 10 5 

9月 25日（日） オニバス観察会 藤井 俊夫 20 13 

9月 27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 25 0 

9月 27日（火） ビオトープ池を調べる（全 3回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 10 27 

9月 27日（火） 植物・植生を調べる(全 3回） 黒田 有寿茂 10 27 

9月 28日（水） 武田尾渓谷の植物を観察しよう 秋の植物観察会 石田 弘明 20 22 

9月 28日（水） 神戸布引滝のシダ植物を見る 追加版 2 鈴木 武 20 23 

9月 28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 25 0 

9月 28日（水） ハチ北高原 秋の自然観察エコツアー(1泊 2日） 秋山 弘之、ハチ北自然案内人 20 10 

9月 29日（木） 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 25 0 

9月 29日（木） ハチ北高原 秋の自然観察エコツアー(1泊 2日） 秋山 弘之、ハチ北自然案内人 20 10 

9月 30日（金） 須磨海岸でウミホタルを観察しよう 三橋 弘宗 30 38 
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9月 30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 25 0 

10月 1日（土） 植物画を描こう(全 2回） 高橋 晃、長谷川 太一 20 6 

10月 1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 

10月 1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 25 0 

10月 2日（日） 植物画を描こう(全 2回） 高橋 晃、長谷川 太一 20 10 

10月 2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 25 0 

10月 3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 25 0 

10月 4日（火） ビオトープ池を調べる（全 3回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 10 28 

10月 5日（水） 気ままに植物ウォッチング③～道場町～ 黒田 有寿茂 20 25 

10月 7日（金） 里山の生物多様性(全 2回） 橋本 佳延 10 42 

10月 8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 

10月 8日（土） 動物の体を見てみよう １．両生類 太田 英利 25 3 

10月 8日（土） 漂着物をさがそう 新舞子編 上田 萌子 20 1 

10月 8日（土） 都市の歩き方・企画編 都名所図会を歩く(全 2回） 田原 直樹 10 11 

10月 8日（土） 親と子の鳴く虫の夕べ 

ひとはく連携グループ 鳴く虫研究会「きんひば

り」、大谷 剛 

30 13 

10月 9日（日） 愛蜂家基礎講座・初級(全 4回) 大谷 剛 20 11 

10月 9日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 9 

10月 11日（火） ビオトープ池を調べる（全 3回） 田中 哲夫、佐藤 裕司 10 29 

10月 12日（水） 里山の植物を観察しよう 石田 弘明 20 19 

10月 13日（木） 秋のキノコかんさつ１ ～神戸～ 秋山 弘之 12 19 

10月 15日（土） 但馬の化石をさぐる 松原 尚志 25 10 

10月 15日（土） コケ植物をみてみよう 秋山 弘之 12 9 

10月 15日（土） 建築スケッチ紀行 村野藤吾作品 07「関西大学」 山崎 義人 15 4 

10月 15日（土） 都市の歩き方・名所編 神戸市長田界隈を歩く 田原 直樹 10 0 

10月 16日（日） 港町を眺める草原～東お多福山のススキ草原植生観察～ 橋本 佳延 60 16 

10月 18日（火） 植物の葉のデザイン 石田 弘明 10 100 

10月 22日（土） 都市の歩き方・企画編 都名所図会を歩く(全 2回） 田原 直樹 10 6 

10月 23日（日） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 14 

10月 23日（日） 星砂を集めよう 小林 文夫 15 19 

10月 23日（日） 恐竜復元模型をつくろう 佐藤 裕司、徳川 広和、池田 忠広 15 16 

10月 23日（日） 里山の植物を観察しよう 追加版 石田 弘明 20 20 

10月 23日（日） 動物に花粉・種子を運んでもらう仕組み 果実と散布者たち 北村 俊平 20 11 

10月 28日（金） 兵庫の恐竜 三枝 春生 10 39 

10月 29日（土） 秋のキノコかんさつ２ ～有馬富士～ 秋山 弘之 20 22 

10月 29日（土） 

建築スケッチ紀行 村野藤吾作品 08「千里ニュータウン南地

区センタービル」 

山崎 義人 15 5 

10月 30日（日） マツバラン観察会 藤井 俊夫 20 21 

11月 1日（火） 植物の生存戦略 石田 弘明 10 106 

11月 3日（木） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 16 

11月 5日（土） 建築スケッチ紀行 村野藤吾作品 09「西宮トラピヌス修道院」 山崎 義人 15 11 

11月 8日（火） まちへのプレゼント  武田 重昭 10 105 
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11月 12日（土） 三田哺乳類化石産地見学会 三枝 春生 15 12 

11月 12日（土） 六甲山「森の植物」観察会（秋） 小舘 誓治 15 14 

11月 12日（土） ぶらり海辺散歩～塩性湿地を見て歩く～ 秋の成ヶ島編 上田 萌子 20 8 

11月 12日（土） 都市の歩き方・名所編 都名所図会を片手に京都を歩く 田原 直樹 10 0 

11月 12日（土） 生物多様性を測定する～講義編～ 橋本 佳明 10 10 

11月 13日（日） 植物リサーチクラブ 植物を調べて展示に挑戦！(全 6回） 高橋 晃、布施 静香 15 10 

11月 13日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 10 

11月 13日（日） 立体写真入門 沢田 佳久 10 2 

11月 15日（火） ＤＮＡ抽出実験 布施 静香 5 104 

11月 19日（土） 小代の火山と滝めぐり 先山 徹 30 17 

11月 19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 8 

11月 19日（土） 昆虫館学芸員体験ツアー 橋本 佳明 15 19 

11月 19日（土） プラスチック封入標本をつくろう 三橋 弘宗 20 28 

11月 20日（日） 愛蜂家基礎講座・初級(全 4回) 大谷 剛 20 9 

11月 20日（日） ＜こころ＞と＜ことば＞を科学する 三谷 雅純 10 9 

11月 26日（土） 都市の歩き方・名所編 神戸・晩秋の須磨界隈を歩く 田原 直樹 10 20 

11月 26日（土） 生物多様性を測定する～実習編～ 橋本 佳明 10 12 

11月 27日（日） 秋の石めぐりハイキング－摂津峡 先山 徹、加藤 茂弘 30 24 

11月 27日（日） 植物観察会(秋の甲山) 藤井 俊夫 20 24 

12月 1日（木） 蕎麦打ち体験と植物のソバの話 布施 静香、福岡 誠行 20 19 

12月 3日（土） 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 15 0 

12月 4日（日） 珪藻土を顕微鏡で見てみよう 佐藤 裕司 10 9 

12月 9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 43 

12月 10日（土） 南あわじで地層を見る 古谷 裕 15 15 

12月 11日（日） 植物リサーチクラブ 植物を調べて展示に挑戦！(全 6回） 高橋 晃、布施 静香 15 9 

12月 11日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 11 

12月 17日（土） 立版古（たてばんこ）をつくろう 上田 萌子 20 8 

12月 17日（土） スウィーツ・カフェ 山陰海岸ジオパークの風景物語 藤本 真里 20 11 

12月 18日（日） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 18 

12月 18日（日） ノジギク観察会 藤井 俊夫 20 12 

12月 18日（火） コウノトリの野生復帰と地域づくり 江崎 保男 30 12 

12月 23日（金） むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと 三谷 雅純 10 9 

12月 25日（日） 愛蜂家基礎講座・初級(全 4回) 大谷 剛 20 7 

1月 8日（日） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 19 

1月 8日（日） 春日山原始林観察会 藤井 俊夫 20 16 

1月 8日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 11 

1月 14日（土） 春日山原始林観察会 追加版 藤井 俊夫 20 6 

1月 17日（火） 火山活動と日本の国立公園 小林 文夫 10 99 

1月 20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 

1月 21日（土） チョコとココアでおいしい火山実験をしよう 先山 徹 30 14 

1月 24日（火） 芦屋川の水環境調査 三橋 弘宗 10 96 

2月 5日（日） 石ころクラブ(全 9回） 先山 徹、加藤 茂弘 20 14 

2月 5日（日） 植物リサーチクラブ 植物を調べて展示に挑戦！(全 6回） 高橋 晃、布施 静香 15 10 
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2月 12日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 11 

2月 18日（土） 地球の磁石と石に残った磁石 先山 徹 30 0 

2月 25日（土） 動物の体を見てみよう ２．爬虫類 太田 英利 25 4 

2月 26日（日） 電子顕微鏡で見る化石(全 2回） 古谷 裕 6 10 

2月 26日（日） 植物リサーチクラブ② 標本庫の利用法と調べ方(全 2回） 布施 静香、高橋 晃、高野 温子 15 10 

3月 2日（金） 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 19 

3月 4日（日） 植物リサーチクラブ② 標本庫の利用法と調べ方(全 2回） 布施 静香、高橋 晃、高野 温子 15 4 

3月 10日（土） 電子顕微鏡で見る化石(全 2回） 古谷 裕 6 4 

3月 11日（日） 植物化石のクリーニング 入門編 半田 久美子 10 6 

3月 11日（日） 電子顕微鏡で見る化石(全 2回） 古谷 裕 6 7 

3月 17日（土） 花粉のはなし 半田 久美子 30 7 

3月 18日（日） ユース昆虫研究室(全 12回） 八木 剛 15 12 

3月 31日（土） スウィーツ・カフェ 山陰海岸ジオパークの風景物語 藤本 真里 20 6 
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企画展等一覧（平成２３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) 

2011.2.11～4.3 共生のひろば展 19027 ＊橋本佳延・上田萌子・黒田有寿茂（ひとはく） 

2011.4.23～9.4 

 

丹波と恐竜を知ろう 2011－第

５次発掘報告 

68762 ＊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） 

2011.7.20～10.2 ファーブルたちの夏― 

昆虫の世界 2011 

43229 ＊大谷 剛・橋本佳明・沢田佳久・八木 剛・鈴木 武 

（ひとはく） 

2011.10.1～2012.4.8 

 

化石大集合－過去に起こった

生物大量絶滅事件－ 

40888 ＊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） 

2011.2.11～4.8 共生のひろば展 11967 ＊橋本佳延・（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) 

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 ＊高橋  晃 （ ひ と は く ） ・ GREEN 

GRASS（ひとはく連携活動グループ） 

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） 

2011.7.9～7.31 コウノトリKIDSクラブでつくった水生動物

のプラスティック封入標本展 

3階常設展示室 ＊三橋弘宗（ひとはく）・コウノトリＫＩＤＳ

クラブ 

2011.8.23～8.31 博物館実習生がみた丹波篠山 

 

4階ひとはくサロン ＊山崎義人（ひとはく） 

2010.9.22～9.28 三田市中学校理科作品展 4階ひとはくサロン ＊西岡敬三（ひとはく） 

2011.10.13～10.30 小野英男写真展～「神戸・兵庫の青い

鳥たち」 

4階ひとはくサロン ＊鈴木 武（ひとはく） 

2011.10.8～2012.1.9 第 2回いきものかわらばん展 3階常設展示室 ＊大谷 剛・布施静香（ひとはく） 
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2011.12.4～2012.1.9 丹波のシロシャクジョウ展 

 

4階ひとはくサロン ＊鈴木 武・布施静香（ひとはく） 

2011.12.1～2012.1.9 辰さんようこそ 4階ひとはくサロン ＊鈴木 武（ひとはく） 

 

2012.2.4～3.11 めぐってきました！ 

山陰海岸ジオパーク 

4階ひとはくサロン ＊先山 徹・藤本真理・高野温子・三橋

弘宗・武田重昭・山崎義人・石田弘明・

沢田佳久（ひとはく） 

2011.2.15～5.15 みんなの福島展 3階オープンギャラリー ＊八木 剛・小舘誓冶・布施静香・古谷 

裕（ひとはく） 

2012.3.13～5.6 六甲山のキノコ展 2012 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） 

 

【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) 

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） 

2011.4.1～4.31 兵庫県の在来タンポポの分布～南のカ

ンサイタンポポ、北のヤマザトタンポポ～ 

3階トピックスコーナー ＊鈴木 武（ひとはく） 

2011.6.4～8.31 

 

こんな鳥が身近に 3階トピックスコーナー ＊北村俊平・布野隆之（ひとはく） 

2011.9.3～10.30 

 

明治期に採集された丹波の植物たち ～

友常永太郎標本コレクション～ 

3階トピックスコーナー ＊高橋晃・高野温子・布施静香 

（ひとはく） 

2011.11.1～2012.1.9 

 

神戸の水害 3階トピックスコーナー ＊赤澤宏樹・上田萌子（ひとはく） 

 

2012.2.4～4.1 

 

兵庫県産 中･古生代有孔虫化石  

～小林文夫コレクションから～ 

3階トピックスコーナー ＊小林文夫（ひとはく） 
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生徒・学生等の受け入れ状況 

【トライやる・ウィーク】 

期間 学校名 人数 担当研究部課室名 

５月３１日～６月３日（Ⅰ期） 三田市立上野台中学校 １ 系統分類 

環境計画 

生物資源 

 

 三田市立狭間中学校 １ 

 三田市立けやき台中学校 ２ 

 三田市立藍中学校 ２ 

 宝塚市立西谷中学校 １ 

   

 
 計 ７ 

 
６月７日～１０日（Ⅱ期） 三田市立長坂中学校 ２ 地球科学 

生態研究 

総務課 

 

 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 １ 

 丹波市立山南中学校 ２ 

 
 計 ９ 

 
１１月８日～１１日（Ⅲ期） 神戸市立北神戸中学校 ２ 生涯学習課 

 神戸市立有野北中学校 ２ 情報管理課 

 
 計 ４ 

 
１１月１５日～１８日（Ⅳ期） 篠山市立篠山中学校 ２ 生涯学習課 

 
篠山市立丹南中学校 ２ 情報管理課 

 
 計 ４ 

 
 

【博物館実習】 

８月５日から８月２３日までの１０日間 

  大学名       

  岡山理科大学    １名 

  鳥取大学      ２名 

  神戸芸術工科大学  １名 

  甲南女子大学    １名 

  近畿大学      １名 

  関西学院大学    １名 

  高知大学      ２名 

  筑波大学      １名 

  神戸学院大学    ２名 

  神戸大学      １名 

  琉球大学      １名 

   

  龍谷大学         １名 

   

計 １５名 

 

 担当研究部門 

  自然・環境評価部     ６名 

  自然・環境マネジメント部 ７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 8日(月) 博物館を活用した学習の企画・立案とプログラム体験 西岡  敬三 11 

8月 9日(火) 身近な植物の観察の仕方 小舘  誓治 27 

 標本をつくって昆虫につよくなろう(全 2回の 1回目) 大谷   剛 

沢田  佳久 

8 

 地層の見方・調べ方 in 淡路 古谷   裕 18 

 生物多様性保全のための学校内ビオトープ 服部   保 33 

8月 10日(水) 水をめぐるエコロジー 佐藤  裕司 26 

 このまちは誰がつくったのだろう？ 武田  重昭 4 

 外来種の現状と対策 太田  英利 19 

 障がいのある子どもたちとの野外活動入門 三谷  雅純 22 

8月 11日(木) 児童・生徒とできる里山の調べ方 橋本  佳延 22 

 兵庫は石の国、丹波竜・ジオパーク・御影石 先山   徹 26 

 葉っぱで見分ける身近な樹木 黒田有寿茂 19 

 博物館を活用した学習の企画・立案とプログラム体験 西岡  敬三 6 

8月 16日(火) 標本をつくって昆虫につよくなろう(全 2回の 2回目) 大谷   剛 

沢田  佳久 

8 

 地形や地層から探る兵庫の自然史～兵庫県西部編～ 加藤  茂弘 32 

 子どもと楽しむ葉脈標本づくり 本多  淳二 32 

 障がいのある児童・生徒の博物館学習 西岡  敬三 5 

8月 17日(水) 牛乳パックでカメラをつくって写真をとろう 赤澤  宏樹 44 

 キリンビール・ビオトープ池調査 田中  哲夫 14 

 針穴（ピンホール）カメラをつくって写真をとろう 赤澤  宏樹 10 

 学校で使えるＩＣＴ 八尾  滋樹 19 

8月 18日(木) 花の役割を調べよう 半田久美子 16 

 地層の見方・調べ方 in 丹波 古谷   裕 18 

 鉱物の不思議に触れ、見分け方を知ろう 先山   徹 28 
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平成２２～２３年度２年間学校団体連続入館状況 

 

学      校      名 地域 19 20 21 22 23 

こぐまプリスクール北神戸園 神戸市     ○ ○ ○ 

西舞子幼稚園 神戸市     ○ ○ ○ 

神陵台幼稚園 神戸市     ○ ○ ○ 

立花ひよこ保育園 尼崎市       ○ ○ 

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     ○ ○ ○ 

新清和台幼稚園 川西市       ○ ○ 

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     ○ ○ ○ 

新東三国保育園 大阪市     ○ ○ ○ 

保育園 ・幼稚園 合計(12 校)             

神戸市立駒ヶ林小学校 神戸市     ○ ○ ○ 

神戸市立桜が丘小学校 神戸市   ○ ○ ○ ○ 

神戸市立小束山小学校 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 ○ ○ ○ ○ ○ 

神戸市立箕谷小学校 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     ○ ○ ○ 

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     ○ ○ ○ 

芦屋市立岩園小学校 芦屋市   ○ ○ ○ ○ 

芦屋市立精道小学校 芦屋市   ○ ○ ○ ○ 

芦屋市打出浜小学校 芦屋市       ○ ○ 

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 ○ ○ ○ ○ ○ 

西宮市立鳴尾小学校 西宮市       ○ ○ 

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 ○ ○ ○ ○ ○ 

伊丹市立有岡小学校 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     ○ ○ ○ 

宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 ○ ○ ○ ○ ○ 

宝塚市立逆瀬台小学校 宝塚市       ○ ○ 

宝塚市小浜小学校 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     ○ ○ ○ 

川西市立陽明小学校 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 ○ ○ ○ ○ ○ 

三田市立弥生小学校 三田市 ○ ○ ○ ○ ○ 

明石市立王子小学校 明石市       ○ ○ 

明石市立江井島小学校 明石市       ○ ○ 

明石市立大久保南小学校 明石市     ○ ○ ○ 
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明石市立鳥羽小学校 明石市       ○ ○ 

明石市立林小学校 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   ○ ○ ○ ○ 

西脇市立芳田小学校 西脇市   ○ ○ ○ ○ 

小野市立河合小学校 小野市       ○ ○ 

小野市立小野東小学校 小野市     ○ ○ ○ 

加西市立西在田小学校 加西市     ○ ○ ○ 

大阪府茨木市立水尾小学校 大阪府茨木市     ○ ○ ○ 

大阪府池田市立呉服小学校 大阪府池田市       ○ ○ 

大阪府池田市立細河小学校 大阪府池田市       ○ ○ 

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 (76 校)             

神戸市立桃山台中学校 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       ○ ○ 

啓明学院中学校 神戸市       ○ ○ 

尼崎市立中央中学校 尼崎市       ○ ○ 

関西学院中学校 西宮市     ○ ○ ○ 

川西市立清和台中学校 川西市     ○ ○ ○ 

高砂市立宝殿中学校 高砂市       ○ ○ 

加東市立社中学校 加東市       ○ ○ 

赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市   ○ ○ ○ ○ 

京都府京都市立嘉楽中学校 京都市     ○ ○ ○ 

 中学校  合計 (21 校)             

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     ○ ○ ○ 

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 ○ ○ ○ ○ ○ 

大阪府立豊中高等学校 大阪府豊中市       ○ ○ 

和歌山県立海南高等学校 和歌山県 ○ ○ ○ ○ ○ 

 高等学校  合計 (8 校)             

神戸大学理学部 神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ 

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   ○ ○ ○ ○ 

近畿大学 大阪府東大阪市       ○ ○ 

関西大学 大阪府吹田市       ○ ○ 

岡山大学理学部 岡山県       ○ ○ 

 大学  合計 (6 校)             

県立神出学園 神戸市 ○ ○ ○ ○ ○ 

三木市立三木特別支援学校 三木市       ○ ○ 

 その他学校  合計 (2 校)             

宍粟市立一宮南中学校 宍粟市       ○ ○ 

兵庫県立大学附属中学校 赤穂郡上郡町 ○ ○ ○ ○ ○ 

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       ○ ○ 

豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 ○ ○ ○ ○ ○ 

朝来市立梁瀬中学校 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       ○ ○ 

開明中学校 大阪府 ○ ○ ○ ○ ○ 

同志社香里中学校 大阪府寝屋川市   ○ ○ ○ ○ 
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来館一般団体一覧

◆県内

団体名 所在地 

流通科学大学生涯学習の会 神戸市 

本山南少年野球部 神戸市 

兵庫県保険医協会 神戸市 

兵庫県商工青年同友会 神戸市 

兵庫県教育委員会高校教育課 神戸市 

兵庫県海外同友会 神戸市 

兵庫区視力障害者福祉協会 女性部 神戸市 

兵庫を観る会 神戸市 

櫨谷年金受給者友の会 神戸市 

東須磨永寿会 神戸市 

東神戸医療互助組合生田支部 神戸市 

中落合第一住宅自治会 神戸市 

大和町自治会（神戸市） 神戸市 

大池見山台子ども会 神戸市 

千代が丘防災福祉コミュニティ 神戸市 

西神春日クラブ 神戸市 

生田川地区協議会 神戸市 

垂水区子ども会連合会 神戸市 

須磨中部自治会 神戸市 

神戸中央教会 神戸市 

神戸聖生園 神戸市 

神戸市立玉津第一小学校 PTA 神戸市 

神戸市理科 EF ブロック研修会 神戸市 

神戸市北区退職公務員「兵庫を知る会」 神戸市 

神戸市シルバーカレッジ 神戸市 

真星病院内ぽっかぽか保育園 神戸市 

若松塾 鈴蘭台校 神戸市 

若菜消費者学級 神戸市 

佐保会兵庫県支部 神戸市 

広陵エコタウンクラブ 神戸市 

学園東町自治会 神戸市 

駅前住宅自治会 神戸市 

ろっこう医療生活共同組合 神戸市 

ヨゼフ寮 神戸市 

ピーターパンプレスクール 神戸市 

コープ神戸  神戸市 

コープこうべ生活文化センター 神戸市 

アメニティホーム夢野 神戸市 

NPO 法人みどりの森 自然キャンプ協会 神戸市 

ＪＡＦ兵庫支部  神戸市 

垂水ふれあいのまちづくり 神戸市垂水区 

神戸市立塩屋児童館 神戸市垂水区 

立花中央社会福祉協会 尼崎市 

名神町 2 丁目福祉協会 尼崎市 

尼崎市保護司会 武庫分会 尼崎市 

尼崎市健康福祉局「親と子の健康回復事業」 尼崎市 

塚口福寿老人クラブ 尼崎市 

中難波老人クラブ 尼崎市 

大物第 4 社会福祉協会 尼崎市 

青空クラブ 尼崎市 

西平田さくら会 尼崎市 

西武庫公園 ホタルの会 尼崎市 

西川北八幡会 尼崎市 

是澤 尼崎市 

常盤老人クラブ 尼崎市 

常松千歳会 尼崎市 

常光寺北部老人クラブ 尼崎市 

三反田第二町会文化部 尼崎市 

杭瀬第６団地自治会 尼崎市 

稲葉荘社会福祉協議会 尼崎市 

ふるさとを知る会 尼崎市 

有馬病院デイケア 西宮市 

鳴五・さつきクラブ 西宮市 

西宮市立樋ノ口育成センター 西宮市 

西宮市立総合教育センター 西宮市 

西宮市鳥っこクラブ 西宮市 

西宮市山口地区家庭防火クラブ 西宮市 

西宮市国際交流協会 西宮市 

西宮市笠屋町自治会環境衛生部 西宮市 
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仁川コープ委員会(西宮市) 西宮市 

神呪中央自治会 西宮市 

阪神退職者会 西宮市 

広田平木校区老人クラブ連合会 西宮市 

すみれ歩こう会 西宮市 

あおぞらクラブ 西宮市 

NPO 法人西宮市シニアライフ協会春風老人クラブ 西宮市 

ＮＰＯ法人 子ども環境活動支援協会 西宮市 

子どもエコクラブ グリーンキッズ 芦屋市 

芦屋トライアルズ 芦屋市 

セントラルスポーツ㈱ 芦屋市 

ＡＣ21 期同期会アシニアン 21 芦屋市 

緑ヶ丘ファイターズ 伊丹市 

本町自治会 伊丹市 

中野西自治会 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 

昆陽南自治会 伊丹市 

荒牧老人会 伊丹市 

御願塚史跡保存会 伊丹市 

伊丹スワンクラブ 伊丹市 

のびのびクラブ 伊丹市 

北摂里山フォーラム 2011 宝塚市 

宝塚第一小学校児童育成会 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 

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 

宝塚市立宝塚小学校地域児童育成会 宝塚市 

宝塚市立小浜小学校育成会 宝塚市 

長谷婦人会 宝塚市 

阪急青葉台自治会 宝塚市 

光明町自治会 宝塚市 

銀行退職者の会 宝塚市 

めふ親子キャンプ 宝塚市 

いきいきシニアゼミナール 宝塚市 

多田院自治会 川西市 

川西市南地区老人クラブ連合会 川西市 

西多田団地自治会 川西市 

進学塾ウィング 川西市 

錦松台子ども会 川西市 

エレの会 川西市 

兵庫県へき地教育連盟 三田市 

富士児童クラブ 三田市 

富士が丘１丁目子ども会 三田市 

特別養護老人ホームサンウエスト 三田市 

全国花のまちづくり三田大会 三田市 

西山作業所 三田市 

水辺のフィールドミュージアム研究会 三田市 

親子リズムトトロ 三田市 

松が丘児童クラブ 三田市 

三輪児童クラブ第 2 児童クラブ 三田市 

三田市老連ウォーキング 三田市 

三田市立けやき台児童クラブ 三田市 

三田市国際交流協会 三田市 

三田市高齢者大学 三田市 

広野児童クラブ 三田市 

近畿青年技術士懇談会 三田市 

介護老人保健施設「愛」 三田市 

夏休み自由研究セミナー 三田市 

わくわくくらぶ育児サークル 三田市 

ハッピーマザー 三田市 

すずかけ台児童クラブ・第 2 児童クラブ 三田市 

シニア自然大学 「はばたき」 三田市 

さくら療育園 三田市 

あんぱんママ 三田市 

SAS(絵画サークル) 三田市 

年金者組合 川辺郡猪名川町 

猪名川木喰会 川辺郡猪名川町 

猪名川町自治功労者会 川辺郡猪名川町 

若葉子ども会 川辺郡猪名川町 

ＫＣ川西猪名川コープ委員会 川辺郡猪名川町 

丹南文化協会 篠山市 

西紀中地区里づくり協議会 篠山市 

若草子ども会 篠山市 

篠山市老人クラブ連合会篠山支部 篠山市 

篠山市立八上小学校 4 年生親子活動 篠山市 

篠山市自治会長会 篠山市 

認定子ども園 吉見子ども園 保護者会 丹波市 
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田井縄公民館 丹波市 

丹波市商工会女性部 丹波市 

上牧自治会 丹波市 

絹山谷総代 丹波市 

栗生産組合 丹波市 

氷上民生委員・児童委員協議会 丹波市氷上町 

明石市立高齢者大学校あかねが丘学園 明石市 

弁財天子ども会 明石市 

荷山町子ども会 明石市 

太連寺まごの手会 明石市 

兵庫県高齢者放送大学 加古川市 

兵庫県いなみ野学園 OB 加古川市 

尾上少年団長田北Ⅱ 加古川市 

東加古川公民館老人大学ふれあい探訪会 加古川市 

辻子ども会わかば 加古川市 

知的障害を持つ人の余暇活動をサポートする会 加古川市 

西条連合育友会 加古川市 

西河原子ども会 加古川市 

出河原少年団 加古川市 

志方町西中子ども会 加古川市 

細工所子ども会 加古川市 

加古川市東神吉町砂部少年団 加古川市 

加古川市ゆうゆうクラブ 加古川市 

いなみの学園 加古川市 

梅井子ども会 高砂市 

三菱製紙労働組合高砂支部 高砂市 

高砂民商共済会 高砂市 

高砂市立曽根小学校学童保育 高砂市 

いとこ会 高砂市 

八軒屋老人クラブ 加古郡稲美町 

稲美町社会福祉協議会 加古郡稲美町 

播磨町野添県住子ども会 加古郡播磨町 

坂本子ども会 西脇市 

林間短歌会夏季集会 三木市 

緑が丘ボランティアセンター 三木市 

三木市志染町老人会 三木市 

三木市高齢者大学茶道部 三木市 

三木市吉川町公民館 三木市 

細川町老人会高齢者教室 三木市 

広野子ども会 三木市 

あじさい会（三木市） 三木市 

神明団地子ども会 小野市 

小野市視覚障害者協会 小野市 

小野ビーバースカウト 小野市 

高山町子ども会 小野市 

網引町子ども会 加西市 

多加野地区はつらつ委員会 加西市 

千歳会 加西市 

古坂３丁目子ども会 加西市 

古坂１丁目子ども会 加西市 

スポーツクラブ２１北条 加西市 

北播磨くすの木学級 加東市 

浜の宮住宅町内会 加東市 

鴨川アフタースクール 加東市 

うれしの学園生涯大学 滝野支部 加東市 

あすなろの郷 多可町 

明田子ども会 姫路市 

北宿子ども会 姫路市 

姫路市立生涯学習大学校 姫路市 

姫路市民生委員・児童委員連合会 姫路市 

姫路市北西部地域づくり推進協議会 姫路市 

姫路市婦人共励会 姫路市 

姫路市シルバー人材センター 姫路市 

日笠子ども会 姫路市 

天理教飾豊太分教会 姫路市 

置本東子ども会 姫路市 

谷内校区子ども会 姫路市 

西土井子ども会 姫路市 

城乾友の会 姫路市 

上野子ども会 姫路市 

高齢者大学 丸山大学 姫路市 

香寺町女性セミナー 姫路市 

京口第二団地自治会 姫路市 

関電みつる会姫路連合支部 姫路市 

福崎町立田原小学校 PTA 神崎郡福崎町 

ふくさき歴史体験隊 神崎郡福崎町 
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金剛山長寿会 たつの市 

沖代子ども会 たつの市 

井野原子ども会 たつの市 

たつの市いずみ会 龍野支部 たつの市 

たつのこどもエコクラブ たつの市 

すみれ会 たつの市 

NPO 法人 ハートフルガーデン中播磨 たつの市 

高齢者大学坂越学園 赤穂市 

塩屋向子ども会 赤穂市 

東市場子ども会 宍粟市 

田井子ども会 宍粟市 

今宿子ども会 宍粟市 

福地子ども会 揖保郡太子町 

西本町子ども会 揖保郡太子町 

上構子ども会 揖保郡太子町 

赤穂郡身体障害者福祉協議会 赤穂郡上郡町 

佐用町湯小子ども会 佐用郡佐用町 

県立ひょうご環境体験館 佐用郡佐用町 

久崎子供会 佐用郡佐用町 

野上育成会 豊岡市 

豊岡市消防団第１４分団 豊岡市 

豊岡ポニーズ 豊岡市 

日高地区老人クラブ連合会 豊岡市 

栃江子ども会 豊岡市 

国分寺子ども会(豊岡市) 豊岡市 

江原区子ども会 豊岡市 

伊佐部落子ども会 養父市 

東和田区 朝来市 

土田子ども会 朝来市 

長野祐 朝来市 

山東文化協会 朝来市 

竹田老人会 新温泉町 

洲本ボランティア協会 洲本市 

大榎列子ども会 南あわじ市 

西淡志知ボランティアの会 南あわじ市 

淡路市人権教育研究協議会 淡路市 

県立淡路景観園芸学校 淡路市 

◆県外 
 

大阪府教育センター 大阪市 

堤町二三町会 大阪府 

大阪シニア自然カレッジ 大阪府 

太田新町一丁目町会 大阪府 

株式会社シクロケア 大阪府 

旭ヶ丘二丁目第一区長会 大阪府 

シニア自然大学緑組 大阪府 

シニア自然大学風組 大阪府 

シニア自然大学花組 大阪府 

NPO 法人グリ-ンパーク熊取 大阪府 

鉱物クラブ(大阪府茨木市) 大阪府茨木市 

柱本女性会 大阪府高槻市 

宮が谷パールクラブ 大阪府高槻市 

シニアクラブ黄金の里 大阪府高槻市 

守口学童保育 大阪府守口市 

寝屋川市社明六中地区 大阪府寝屋川市 

寝屋川市社会を明るくする運動推進委員会 大阪府寝屋川市 

寝屋川市自然資料施設運営スタッフの会 大阪府寝屋川市 

豊一子ども会 大阪府吹田市 

大阪城北教会 大阪府吹田市 

千里新田人権啓発推進協議会 大阪府吹田市 

吹田市山二地区青少年対策委員会 大阪府吹田市 

チャレンジバス 大阪府吹田市 

八幡屋キック 大阪府大阪市 

東成区母と子の共励会 大阪府大阪市 

天神橋筋 4 丁目南振興町会 大阪府大阪市 

古林工業労働組合 大阪府大阪市 

ボーイスカウト大阪第２団 大阪府大阪市 

千里ネイチャークラブ 大阪府豊中市 

社会福祉法人 和 大阪府豊中市 

金耀会 大阪府豊中市 

ライフスポーツ KTV 大阪府豊中市 

大阪博物館めぐりの会 大阪府豊能郡豊能町 

鶴寿会 大阪府和泉市 

日本温泉科学会 東京都 

特別セミナー授業で役立つサイエンスワークショップ 東京都 

辻自治会 京都府 

前田児童館 京都府 
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京丹波町社会福祉協議会丹波支所 京都府 

久御山町ふれあい交流館ゆうﾎｰﾙ 京都府 

亀岡市立馬路児童館 京都府 

鳥ヶ坪自治会 京都府綾部市 

（松寿苑）綾部ディサービスセンター 京都府綾部市 

村山造酢株式会社 京都府京都市 

上京・北・母子寡婦福祉会 京都府京都市 

城陽環境パートナーシップ 京都府城陽市 

舞鶴市福来コミュニティセンター 京都府舞鶴市 

福知山学園第二翠光園 京都府福知山市 

土師新町南子ども会 京都府福知山市 

ガールスカウト第 34 団 京都府福知山市 

明石愛護会 京都府与謝郡与謝町 

赤尾和郷の会 滋賀県長浜市 

大和郡山農業振興協議会 奈良県 

大谷老人学級 和歌山県 

東吉田 万代家 岡山県 

南栄工業団地振興会 鳥取県 

第 54 回全国私立保育園研究大会 全国 

生物多様性協働フォーラム 全国 

近畿子どもの水辺交流会 全国 

JTW10921STF 台湾 

※一般団体利用 延べ３１７団体 

 

来館学校団体一覧 

◆県内  

<保育所・幼稚園> 所在地 

みどり保育園 神戸市 

こぐまプリスクール北神戸園 神戸市 

西舞子幼稚園・神陵台幼稚園 神戸市 

八多保育園 神戸市 

ポートピア保育園 神戸市 

神戸市立岩岡幼稚園 神戸市 

鶴甲幼稚園 神戸市 

神戸市立からと幼稚園 神戸市 

道場幼稚園 神戸市 

立花ひよこ保育園 尼崎市 

七松幼稚園 尼崎市 

西宮市立瓦木みのり保育所 西宮市 

西宮市立生瀬幼稚園 西宮市 

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 

宝塚市立仁川幼稚園 宝塚市 

宝塚市立良元幼稚園 宝塚市 

宝塚市立長尾幼稚園 宝塚市 

新清和台幼稚園 川西市 

ふじ幼稚園 三田市 

北摂第一幼稚園 三田市 

若草保育園 三田市 

三田市立三輪幼稚園 三田市 

三田こばと保育園 三田市 

北摂学園幼稚園 三田市 

やよい幼稚園 三田市 

北摂中央幼稚園 三田市 

三田市立三田保育所 三田市 

光の子保育園 三田市 

篠山市立西紀みなみ幼稚園 篠山市 

社会福祉法人えびす保育園 三木市 

三木市立上の丸保育園 三木市 

神和保育園  三木市 

中央保育所 小野市 

来住保育所 小野市 

西脇市立重春幼稚園 西脇市 

網干れんげ保育園 姫路市 

ベイカ保育園 姫路市 

一宮ひかり保育所 宍粟市 

＜小学校＞ 
 

神戸市立唐櫃小学校 神戸市 

神戸市立有馬小学校 神戸市 

神戸市立有野台小学校 神戸市 

神戸市立大池小学校 神戸市 

神戸市立箕谷小学校 神戸市 

神戸市立藤原台小学校 神戸市 
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神戸市立八多小学校 神戸市 

神戸市立鹿の子台・長尾・道場小学校 神戸市 

神戸市立駒ヶ林小学校 神戸市 

神戸市立荒田小学校 神戸市 

神戸市立有野小学校 神戸市 

神戸市立多聞台小学校 神戸市 

神戸市立小束山小学校 神戸市 

神戸市立淡河小学校 神戸市 

神戸市立名谷小学校 神戸市 

神戸市立白川小学校 神戸市 

神戸市立大池小学校 神戸市 

神戸市立桜が丘小学校 神戸市 

神戸市立東灘小学校 神戸市 

神戸市立花山小学校 神戸市 

神戸市立東町小学校 神戸市 

神戸市立小寺小学校 神戸市 

神戸市立高和小学校 神戸市 

西宮市立深津小学校 西宮市 

西宮市立上ヶ原小学校 西宮市 

西宮市立西宮浜小学校 西宮市 

西宮市立南甲子園小学校 西宮市 

西宮市立段上小学校 西宮市 

西宮市立小松小学校 西宮市 

西宮市立鳴尾小学校 西宮市 

尼崎市立潮小学校 尼崎市 

尼崎市立長洲小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫の里小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫庄小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫南小学校 尼崎市 

尼崎市立北難波小学校 尼崎市 

尼崎市立尼崎北小学校 尼崎市 

尼崎市立浜田小学校 尼崎市 

尼崎市立清和小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫小学校 尼崎市 

尼崎市立杭瀬小学校 尼崎市 

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市 

芦屋市立岩園小学校 芦屋市 

芦屋市立精道小学校 芦屋市 

伊丹市立神津小学校 伊丹市 

伊丹市立天神川小学校 伊丹市 

伊丹市立池尻小学校 伊丹市 

伊丹市立荻野小学校 伊丹市 

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市 

伊丹市立稲野小学校 伊丹市 

伊丹市立笹原小学校 伊丹市 

伊丹市立有岡小学校 伊丹市 

伊丹市立伊丹小学校 伊丹市 

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市 

伊丹市立桜台小学校 伊丹市 

伊丹市立花里小学校 伊丹市 

伊丹市立摂陽小学校 伊丹市 

伊丹市立鈴原小学校 伊丹市 

宝塚市立長尾南小学校 宝塚市 

宝塚市立すみれヶ丘小学校 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 

宝塚市立宝塚小学校 宝塚市 

宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市 

小林聖心女子学院小学校 宝塚市 

宝塚市立逆瀬台小学校 宝塚市 

宝塚市立売布小学校 宝塚市 

宝塚市立小浜小学校 宝塚市 

宝塚市立良元小学校 宝塚市 

川西市立川西小学校 川西市 

川西市立加茂小学校 川西市 

川西市立川西北小学校 川西市 

川西市立陽明小学校 川西市 

川西市立桜が丘小学校 川西市 

川西市立多田小学校 川西市 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市 

三田市立広野小学校 三田市 

三田市立弥生小学校 三田市 

三田市立狭間小学校 三田市 

三田市立すずかけ台小学校 三田市 

三田市立あかしあ台小学校 三田市 

三田市立武庫小学校 三田市 
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猪名川町立白金小学校 
川辺郡猪名川

町 

明石市立朝霧小学校 明石市 

明石市立鳥羽小学校 明石市 

明石市立林小学校 明石市 

明石市立王子小学校 明石市 

明石市立江井島小学校 明石市 

明石市立大久保南小学校 明石市 

明石市立二見小学校 明石市 

加古川市立氷丘小学校 加古川市 

加古川市立東神吉小学校 加古川市 

加古川市立神野小学校 加古川市 

加古川市立川西小学校 加古川市 

加古川市立加古川小学校 加古川市 

加古川市立陵北小学校 加古川市 

加古川市立別府西小学校 加古川市 

高砂市立米田西小学校 高砂市 

高砂市立伊保小学校 高砂市 

高砂市立荒井小学校 高砂市 

播磨町立蓮池小学校 加古郡播磨町 

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 

西脇市立芳田小学校 西脇市 

三木市立広野小学校 三木市 

三木市立自由が丘小学校 三木市 

小野市立小野東小学校 小野市 

小野市立河合小学校 小野市 

加西市立西在田小学校 加西市 

加東市立滝野東小学校 加東市 

加東市立滝野中学校区特別支援学級交流学習会 加東市 

加東市立社小学校 加東市 

加東市立福田小学校 加東市 

姫路市立曽左小学校 姫路市 

姫路市立広畑第二小学校 姫路市 

神河町立越知谷小学校 神崎郡神河町 

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 

福崎町立八千種小学校 神崎郡福崎町 

宍粟市立神戸小学校 宍粟市 

宍粟市立下三方小学校 宍粟市 

相生市立中央小学校 相生市 

篠山市立城東小学校 篠山市 

篠山市立古市小学校 篠山市 

丹波市立久下小学校 丹波市 

丹波市立南小学校 丹波市 

南あわじ市立湊小辰美小連合自然学校 南あわじ市 

＜中学校＞ 
 

神戸朝鮮初中級学校 神戸市 

啓明学院中学校 神戸市 

神戸市立上野中学校 神戸市 

神戸市立星和台中学校 神戸市 

神戸市立白川台中学校 神戸市 

須磨学園中学校 神戸市 

須磨学園中学校 神戸市 

神戸市立北神戸中学校科学部 神戸市 

神戸市立大池中学校 神戸市 

神戸市立多聞東中学校 神戸市 

神戸市立鵯台中学校 神戸市 

神戸市立桃山台中学校 神戸市 

神戸市立友が丘中学校 神戸市 

関西学院中学部 西宮市 

西宮市立甲陵中学校科学環境部 西宮市 

尼崎市立中央中学校 尼崎市 

尼崎市立塚口中学校 尼崎市 

川西市立明峰中学校 川西市 

川西市立清和台中学校 川西市 

猪名川町立六瀬中学校 猪名川町 

加古川市立平岡南中学校 加古川市 

加古川市立山手中学校 加古川市 

加古川市立両荘中学校 加古川市 

高砂市立荒井中学校 高砂市 

高砂市立宝殿中学校 高砂市 

高砂市立竜山中学校 高砂市 

三木市立別所中学校 三木市 

加東市立滝野中学校科学部 加東市 

加東市立社中学校 加東市 
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西脇市立西脇南中学校 西脇市 

多可町立中町中学校 多可町 

西播朝鮮初中級学校 姫路市 

姫路市立大的中学校 姫路市 

姫路市立城乾中学校 姫路市 

赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市 

たつの市立新宮中学校 たつの市 

宍粟市立一宮南中学校 宍粟市 

兵庫県立大学附属中学校 赤穂郡上郡町 

朝来市立梁瀬中学校 朝来市 

朝来市立和田山中学校 朝来市 

豊岡市立森本中学校 豊岡市 

豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 

豊岡市立日高西中学校 豊岡市 

養父市立八鹿青渓中学校 養父市 

香美町立香住第一中学校 香美町 

篠山市立篠山中学校 篠山市 

丹波市立市島中学校 丹波市 

丹波市立氷上中学校 丹波市 

南あわじ市立南淡中学校 南あわじ市 

＜高等学校＞ 
 

神戸市立六甲アイランド高等学校 神戸市 

県立舞子高等学校 神戸市 

県立神出学園 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 

県立有馬高等学校 三田市 

県立加古川東高等学校 加古川市 

県立姫路飾西高等学校 姫路市 

県立大学附属高等学校 赤穂郡上郡町 

＜大学＞ 
 

神戸大学理学部 神戸市 

大阪青山短期大学 川西市 

兵庫教育大学 加東市 

＜特別支援学校など＞ 
 

県立神戸特別支援学校 神戸市 

神戸市立青陽須磨支援学校 神戸市 

県立阪神特別支援学校中学部 西宮市 

三木市立三木特別支援学校 三木市 

  

◆県外 
 

<保育所・幼稚園>  

新東三国保育園 大阪市 

港保育所 大阪府 

住吉保育園 大阪府 

おおわだ保育園 大阪府 

＜小学校＞ 
 

追手門学院小学校 大阪市 

大阪府茨木市立水尾小学校 大阪府 

大阪府池田市立呉服小学校 大阪府 

大阪府豊能町立東ときわ台小学校 大阪府 

大阪府豊能町立東能勢小学校 大阪府 

大阪府箕面市立西南小学校 大阪府 

大阪府箕面市立西小学校 大阪府 

大阪府池田市立石橋小学校 大阪府 

大阪教育大学附属池田小学校 大阪府 

大阪府茨木市立春日小学校 大阪府 

大阪府池田市立細河小学校 大阪府 

京都府舞鶴市立大浦小学校 京都府 

＜中学校＞ 
 

開明中学校 大阪市 

大阪市立住吉第一中学校 大阪市 

同志社香里中学校 大阪府 

門真市立第二中学校 大阪府 

京都府京都市立嘉楽中学校 京都市 

京丹波町立瑞穂中学校 京都府 

＜高等学校＞ 
 

大阪府立泉北高等学校 大阪府 

近畿大学附属高等学校 理科研修会 大阪府 

大阪府立豊中高等学校 大阪府 

京都府立農芸高等学校 京都府 

京都府立西舞鶴高等学校 京都府 

和歌山県立日高高等学校 
和歌山県御坊

市 

和歌山県立海南高等学校 和歌山県 

香川県立観音寺第一高等学校 香川県 
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＜大学＞ 
 

大阪大学理学部生物科学科 大阪府 

関西大学建築学科 大阪府 

大阪府立大学 大阪府 

関西大学環境都市工学部 大阪府 

近畿大学 大阪府 

京都教育大学 京都市 

京都府立大学 京都府 

奈良大学 奈良市 

白鳳女子短期大学 奈良県 

岡山大学理学部 岡山県 

＜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２７１団体 

  

 

174



共催および協力事業等 
（他施設、他団体との連携事業） 

【ジオキャラバン事業】 

 開催地 開催場所（展示） 開催期間 テーマ ビジター数 

1 新温泉町 
新温泉町山陰海岸ジオ

パーク館 
2011年 7月 16-8月 29日 

ひとはくジオキャラバン in 新温泉町山陰海

岸ジオパーク館 
5743 

2 香美町 香美町海の文化館 2011年 9月 1-27日 
ひとはくジオキャラバン in 香美町海の文化

館 
1299 

3 
鳥取県岩

美町 
岩美町立渚交流館 2011年 10月 1-23日 

ひとはくジオキャラバン in 岩美町立渚交流

館 
586 

4 
鳥取県鳥

取市 
湖山池情報プラザ 

2011年 10月 29-11月 20

日 
ひとはくジオキャラバン in湖山池情報プラザ 1025 

5 豊岡市 道の駅神鍋高原 
2011年 11月 23-12月 18

日 

ひとはくキャラバン in 猪名川町立楊津小

学校 
21087 

6 京丹後市 琴引浜鳴き砂文化館 
2011年 12月 23日-2012

年 1月 15日 

ひとはくジオキャラバン in琴引浜鳴き砂文化

館 
470 

7 京丹後市 道の駅てんきてんき丹後 
2011年 10月 19日-2012

年 1月 18日 

ひとはくジオキャラバン in 道の駅てんきてん

き丹後 
26906 

1．新温泉町 

キャラバン参画者の所属 

山陰海岸ジオパーク推進協議会、新温泉町、新温泉町山陰海岸ジオパーク館、新温泉町子どもふるさと教室 

セミナー名 実施日 会場 参加人数 講師 

「風に乗って飛ぶタネの模型をつくろう！色々なタネを

観察しよう！」 

7月30日 山陰海岸ジオパーク館 24  石田弘明 

「みんなで巨大段ボール製テトラポットを組み立てよう」 8月6日 山陰海岸ジオパーク館 5  武田重昭 

「ジオパークの大地の模型をつくろう」 8月7日 山陰海岸ジオパーク館 8  先山 徹 

「ジオパークの石を見分けよう」 8月7日 山陰海岸ジオパーク館 4  先山 徹 

「ジオパークと地震－建物のゆれ方や液状化をためそう

－」 

8月21日  山陰海岸ジオパーク館 67  先山 徹 

「化石の簡単レプリカづくり」 8月28日 山陰海岸ジオパーク館 60  藤本真里 

2.香美町 

キャラバン参画者の所属 

山陰海岸ジオパーク推進協議会、香美町、海の文化館、ＮＰＯたじま海の学校、西但馬の自然を考える会 

セミナー名 実施日 会場 参加人数 講師 

ジオパークと地震－建物の揺れ方と液状化をためそう

－ 

9月4日 海の文化館 65 松原典孝・先山

徹 

ジオパークマスター養成セミナー：村岡・小代 9月4日 村岡区中央公民館 40 今井裕子・先山

徹 

ジオカフェ 日本海と香美町の大地 9月7日 香住区中央公民館 8 先山徹 

今子浦ジオマスター養成セミナー－今子浦の四季の自

然について 

9月14日 今子浦・海の文化館 10 石田弘明・福原

陽一郎（西但馬

の自然を考える

会） 

名画・名景に見る人と自然 9月17日 香住区中央公民館 5 武田重昭 

海辺散歩「岡見公園と香住の町並み」 9月17日 香住カニ祭り会場・香住西

港 

9 先山徹・山崎義

人・駒居博之

（香美町在住） 

ジオパークの大地の模型をつくろう 9月23日 海の文化館 5 先山徹 

ジオパークの石を見分けよう 9月23日 海の文化館 6 先山徹 

３.鳥取県岩美町 

キャラバン参画者の所属 
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山陰海岸ジオパーク推進協議会、鳥取県、岩美町、渚交流館、ＮＰＯ岩美自然学校、いわみガイドクラブ、山陰海岸

学習館、鳥取県地域づくりセンター 

セミナー名 実施日 会場 参加人数 講師 

ジオパーク大地の模型をつくろう 10月1日 山陰海岸学習館 5 先山 

天然のガラスピッチストーンを探そう 10月2日 渚交流館 5 先山 

巨大テトラを組み立てよう 10月2日 渚交流館 33 武田 

ドングリを見分けよう 10月8日 渚交流館 12 黒田 

桐山自然観察会 10月9日 岩美町浦富 46 いわみガイドク

ラブ 

ジオパークと地域づくりを考えるｉｎ岩美（第一部） 10月15日 渚交流館 50 先山 

ジオパークと地域づくりを考えるｉｎ岩美（第二部） 10月15日 渚交流館 36 いわみガイドク

ラブ 

ジオハイキング 10月16日 岩戸～滝ヶ磯 18 山陰海岸学習

館 

秋の夜空を楽しもう 10月16日 山陰海岸学習館 8 山陰海岸学習

館 

ドングリの壁掛け 10月23日 渚交流館 11 いわみガイドク

ラブ 

４．鳥取県鳥取市 

キャラバン参画者の所属 

山陰海岸ジオパーク推進協議会、鳥取県および鳥取市、湖山池情報プラザ、とっとり地域連携・総合研究センター 

セミナー名 実施日 会場 参加人数 講師 

風に乗って飛ぶタネの模型をつくろう！ 

いろいろなタネを観察しよう！ 

10月29日 湖山池情報プラザ 17 石田弘明 

風に乗って飛ぶタネの模型をつくろう！ 

いろいろなタネを観察しよう！ 

10月30日 湖山池情報プラザ 8 石田弘明 

ジオパークの石を見分けよう 11月 5日 湖山池情報プラザ 15 先山 徹 

まが玉をつくろう 11月 6日 湖山池情報プラザ 8 遠藤浩明（湖山

池情報プラザ） 

桜染めをしよう 11月12日 湖山池情報プラザ 15 遠藤浩明（湖山

池情報プラザ） 

焼き芋大会－湖山池の三津集落で採れた 

サツマイモを焼いて食べよう 

11月13日 湖山池情報プラザ 25 遠藤浩明（湖山

池情報プラザ） 

ジオカフェ－湖山池水上飛行船物語 11月19日 湖山池情報プラザ 3 新名阿津子（と

っとり総研） 

ジオカフェ－山陰海岸ジオパークの大地を知ろう 11月20日 湖山池情報プラザ 12 先山 徹 

5.豊岡市 

キャラバン参画者の所属 

山陰海岸ジオパーク推進協議会、豊岡市、道の駅神鍋高原、神鍋山野草を愛でる会、マロニエの森クラフトクラブ、神

鍋鹿の子会、神鍋民謡保存会 

セミナー名 実施日 会場 参加人数 講師 

神鍋の草花 11月23日 道の駅 神鍋高原 60 神鍋山野草愛でる会 

神鍋の石と岩 11月23日 道の駅 神鍋高原 60 先山 徹 

神鍋の化石 11月23日 道の駅 神鍋高原 40 松原典孝 

神鍋木工教室 11月23日 道の駅 神鍋高原 40 マロニエの森クラフトクラブ 

いろいろな植物のタネ 11月23日 道の駅 神鍋高原 80 石田弘明 

神鍋の鳥と動物 11月23日 道の駅 神鍋高原 80 布野隆之 

山陰海岸に暮らす生き物 11月23日 道の駅 神鍋高原 80 今井 

神鍋山は奇跡の草原！？～スキー場が守る貴

重な自然～ 

12月4日 道の駅 神鍋高原 41 澤田佳宏（兵庫県立大学） 

兵庫県におけるシカによる自然植生被害の現状と対策 12月11日 道の駅 神鍋高原 9 藤木大介（兵庫県立大学） 
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寄せ植え教室 12月18日 道の駅 神鍋高原 23 高木則之 

ミニ門松作り教室 12月18日 道の駅 神鍋高原 23 マロニエの森クラフトクラブ 

クリスマスJazz & Popsコンサート 12月18日 道の駅 神鍋高原 34 川上太郎、森輝夫、谷本温明 

6および 7 京都府京丹後市 

キャラバン参画者の所属 

山陰海岸ジオパーク推進協議会、京丹後市、琴引浜鳴き砂文化館、道の駅てんきてんき、琴引浜ネイチャークラブハウ

ス、京都府宮津水産事務所 

セミナー名 実施日 会場 参加 

人数 

講師 

ジオパークの大地の模型をつくろう 12月23日 琴引浜鳴き砂文化館 13 先山 徹 

ジオパークと地震ー建物の揺れ方や液状化を

ためそう  

12月23日 琴引浜鳴き砂文化館 20 先山 徹・松原典孝（兵

庫県立大） 

琴引浜の砂に入っている有孔虫を観察しよう 12月24日 琴引浜鳴き砂文化館 11 小林文夫 

琴引浜周辺の魚介類・海藻類のおいしい料

理法 

12月25日 琴引浜鳴き砂文化館 11 山本圭吾 （京都府宮

津水産事務所） 
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【アウトリーチプログラム】 

月 地域 事業名 場所 開催日 
博物館の 

関わり方 
連携相手 内容種別 

4 

阪神北 春の女神と

山菜の観察

会 

宝塚市立宝

塚自然の家 

4/9 後援 宝塚市自然

保護協会 

セミナー 

4 

北播磨 自然観察サ

ポーターチ

ーム活動へ

の支援事業 

小野市うる

おい交流館

エクラ内お

よび北播磨

地域の野外

施設など 

2011/4/1-3/3

1 

共催 北播磨自然

観察サポー

ターチーム 

おおばこの

会 

その他 

4 

博物館 ドリームス

タジオ 
博物館実習

室 

2011/4/17, 

5/15, 6/19, 

7/17, 8/21, 

9/18, 10/16, 

11/20, 12/18, 

2012/2/19, 

3/18 

共催 NPO 法人 人

と自然の会 

セミナー 

4 

博物館 花工房 博物館４F

サロン 

2011/4/17, 

5/22, 6/19, 

7/17, 8/21, 

9/18, 10/16, 

11/20, 12/18, 

2012/2/19, 

3/18 

共催 NPO 法人 人

と自然の会 

セミナー 

4 

丹波 丹波竜化石

工房特別展 

丹波市山南

町丹波竜化

石工房「ち

ーたんの

館」 

2011/4/29-5/

22 

共催 丹波市 展示 

4 

丹波 GW フェア

「兵庫の恐

竜化石展」～

丹波竜の仲

間たち～ 

コモーレ丹

波の森内セ

ンターコー

ト 

2011/4/29-5/

5 

共催 コモーレ丹

波の森専門

店会 

展示 

4 

博物館 君も発掘隊

員！恐竜化

石発掘体験

会 

ひとはく恐

竜ラボ前 

2011/4/30, 

5/29, 6/11, 

7/24, 8/6, 

8/14, 8/27, 

9/18, 10/15, 

2012/3/25 

共催 Labones ラ

ボーンズ 

セミナー 

4 

阪神 ２011 年度

「六甲山子

供パークレ

ンジャー」 

六甲山 7/31、22 年

1/29 

協力 六甲山を活

用する会 

その他 

4 

阪神 ２011 年度

「六甲山環

境整備協議

会運営」の指

導者派遣 

六甲山 平成 22 年 6 月

から 23 年 3 月

31 日の不定期 

協力 六甲山を活

用する会 

その他 

4 

阪神 平成 23 年度

「六甲山魅

力再発見市

民セミナー」 

六甲山 4/19, 5/21, 

6/18. 7/16, 

8/20, 9/17, 

10/15, 11/19, 

12/17, 1/21, 

2/18, 3/17 

協力 六甲山を活

用する会 

セミナー 

5 

阪神北 人と自然の

会入会セミ

ナー 

兵庫県立 

人と自然の

博物館 

2011/5/15、

5/22，5/29，

6/5 

共催 NPO 法人 

人と自然の

会 

セミナー 

5 

阪神 春の草木と

出会うゆっ

くりハイク 

野外観察 

JR 道場～

神戸市セミ

ナーハウス 

2011/5/1 共催 ＮＰＯ法人 

人と自然の

会 

セミナー 

5 

阪神 パパといっ

しょの昆虫

アドベンチ

ャー かわ

いい春をみ

つけよ

う！！ 体

験・実習 

諏訪山公園 

2011/5/5 共催 run♪ run♪ 

plaza 

セミナー 

5 

博物館 あかねちゃ

ん学園 2011

（全 7回） 体

験・実習 

博物館実習

室・第２回

以降は逆瀬

川 

2011/5/22, 

6/18, 7/16, 

7/27, 8/1, 

8/10, 8/19 

共催 あかねちゃ

んクラブ 

セミナー 

5 

博物館 四季の星空

案内 

博物館３F

アースシア

ター 

2011/5/8, 

7/10, 10/2, 

12/4 

共催 NPO 法人 人

と自然の会 

セミナー 
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6 

博物館 挿し木・接ぎ

木で増やす

希少植物 体

験・実習 

博物館実験

セミナー室 

2011/6/3 共催 希少植物研

究会 

セミナー 

6 

博物館 パパといっ

しょの昆虫

アドベンチ

ャー 水辺

の虫をみつ

けよう！ 体

験・実習 

深田公園 

2011/6/5 共催 run♪ run♪ 

plaza 

セミナー 

6 

丹波 第６回 姫

ボタルまつ

り 

丹波市山南

地域 

2011/6/18-7/

9 

共催 姫ボタルま

つり実行委

員会 

その他 

6 

阪神 ホタル観察

会など 

阪神・博物

館 

2011/6/10,7/1

6,8/12/10/3,3

-4 

協力 特定非営利

活動法人さ

んぷくらぶ 

セミナー 

7 

明石 パパといっ

しょの昆虫

アドベンチ

ャー 夏の

虫をみつけ

よう！ 体

験・実習 

明石市立文

化博物館 

明石公園 

2011/7/2 共催 run♪ run♪ 

plaza 

セミナー 

7 

丹波 里山の植物

観察とクラ

フトと丸太

切り体験 

青垣町江古

花園 

２011/07/02 後援 江古花園運

営委員会 

セミナー 

7 

高槻市 たかつき子

ども自然体

験学校 昆

虫標本づく

り 

高槻市 2011/07/17、

08/21 

共催 特定非営利

活動法人た

かつき 

その他 

7 

淡路 バリフラワ

ーショー

2011－ガー

デンショー

ー 

奇跡の星地

球館 

2011/07/16-0

9/25 

共催 奇跡の星の

地球館 

展示 

7 

淡路 花と昆虫教

室 2011 

奇跡の星地

球館 

2011/08/02-3 協力 奇跡の星の

地球館 

その他 

7 

愛媛 第 45 回特別

展「愛媛と世

界のバッ

タ・コオロ

ギ・キリギリ

ス」 

面河山岳博

物館 

2011/7/23-8/

31 

協力 面河山岳博

物館 

展示 

7 

但馬 コウノトリ

KIDS クラブ

製作「水生動

物のプラス

ティック封

入標本展」 

３階オープ

ンギャラリ

ー 

2011/7/9-31 共催 豊岡市コウ

ノトリ共生

課 

展示 

7 

愛媛県 ひとはく多

様性大作

戦！「タヨウ

星人原画展」 

タオル美術

館

ICHIHIRO 

2011/7/12-8/

8 

共催 タオル美術

館 ICHIHIRO 

展示・セミ

ナー 

7 

村岡 ひとはく博

士と行くハ

チ北高原昆

虫サマース

クール(全 5

回） 野外観

察 

博物館実習

室・ハチ北

高原・博物

館実験セミ

ナー室 

2011/7/16, 

7/22-24, 7/31, 

8/13, 8/28 

共催 run♪ run♪ 

plaza 

セミナー 

8 

博物館 藍の生葉で

「愛」を染め

よう 体験・

実習 

博物館実験

セミナー室 

2011/8/27 共催 ＮＰＯ法人 

人と自然の

会 

セミナー 

8 

播磨 歴史に化石

がやってく

る！～第４

幕 新生代

～ 

福崎町 

2011/08/6-9/

19 

共催 福崎町教育

委員会 

展示・セミ

ナー 

8 

佐用町 子供のため

の科学学習

体験ツアー

ー夏の昆虫

スペシャル 

博物館、佐

用町昆虫館 

8/3、8/11 共催 (公財）ひょ

うご科学技

術協会 

その他 
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8 

阪神 特別展｢不思

議な植物キ

ヨスミウツ

ボ」 

神戸市立森

林植物園 

2011/08/01-9

/23 

協力 神戸市立森

林植物園 

展示 

8 

北播磨 北はりま昆

虫展 

北はりま田

園空間博物

館 

2011/8/10-22 共催 NPO 法人 

北はりま田

園空間博物

館 

展示およ

びセミナ

ー 

8 

阪神 氷河時代の

生き残りエ

ゾゼミを観

察しよう 

六甲山自然

保護センタ

ー 

2011/8/16 協力 NPO 法人 

こどもとむ

しの会 

セミナー 

8 

淡路 夏休み企画 

野島断層親

子体験教室 

野島断層 

2011/08/20 共催 淡路市教育

委員会 

セミナー 

8 

豊岡 タヨウ星人

原画展＆ワ

ークショッ

プ 

豊岡市立コ

ウノトリ文

化館 

2011/8/13-28 共催 豊岡市 展示・セミ

ナー 

8 

阪神 丹波竜が阪

神に！！ 

宝塚こども

みらい協議

会 

2011/8/19-8/

26 

共催 宝塚こども

みらい協議

会 

展示 

9 

滋賀県 秋の伊吹山

高山植物観

察 野外観察 

伊吹山 

2011/9/6 共催 希少植物研

究会 

セミナー 

9 

村岡 ハチ北高原 

秋の自然観

察エコツア

ー(1 泊 2 日） 

ハチ北高原 2011/9/28 共催 ハチ北高原

自然協会・ハ

チ北自然案

内人 

セミナー 

9 

名古屋 INAX ｷﾞｬﾗﾘｰ

展覧会「種子

のデザイン 

旅するかた

ち」 

INAX ギャ

ラリー名古

屋 

2011/09/02-1

1/17 

協力 株式会社

LIXIL 

INAX ギャラ

リー名古屋 

展示 

1

0 

阪神 親と子の鳴

く虫の夕べ 

野外観察 

道場町有野

川周辺 

2011/10/8 共催 鳴く虫研究

会「きんひば

り」 

セミナー 

1

0 

阪神 里山観察会 
川西市能勢

妙見 

2011/10/09 協力 川西里山ク

ラブ 

セミナー 

1

0 

徳島 企画展「描か

れた地震」お

よび関連行事 

徳島県立博

物館 

2011/10/21-1

1/27 

共催 徳島県立博

物館 

展示・セミ

ナー 

1

2 

東京 INAX ｷﾞｬﾗﾘｰ

展覧会「種子

のデザイン 

旅するかた

ち」 

INAX ギャ

ラリー1 

2011/12/01-2

012/02/25 

協力 株式会社

LIXIL 

INAX ギャラ

リー1 

展示 

1 
博物館 ひとはくの

お正月～日

本の昔あそ

び～ 

博物館４F

サロン 

2012/1/3 共催 NPO 法人 人

と自然の会 

セミナー 

3 
篠山 早春の山野

草観察会ｰセ

ツブンソウ

ほかｰ 野外

観察 

篠山市 
2012/3/2 共催 希少植物研

究会 

セミナー 

3 
大阪 INAX ｷﾞｬﾗﾘｰ

展覧会「種子

のデザイン 

旅するかた

ち」 

INAX ギャ

ラリー大阪 

2012 年 3 月上

旬から 2012 年

5 月下旬 

協力 株式会社

LIXIL 

INAX ギャラ

リー大阪 

展示 
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ひとはくフェスティバル 2011参画団体リスト（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 

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 

県立有馬高等学校吹奏楽部 

県立三田祥雲館高等学校吹奏楽部 

豊岡市の玄さん 

鳥取県のトリピー 

京丹後市のコッペちゃん 

三田市のキッピー 

兵庫県のはばタン 

■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「古代の会」 

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」 

ひとはく連携活動グループ 希少植物研究会 

ひとはく連携活動グループ GREEN GRASS 

ひとはく連携活動グループ run♪run♪plaza

（るんるんぷらざ） 

ひとはく連携活動グループ テネラル 

ひとはく地域研究員 河南堂珍元斎 

NPO法人 体験型科学教育研究所 

神戸市立須磨海浜水族園ボランティア（SAPV） 

三田マッキントッシュ・ユーザーズグループ

（SMUG） 

篠山層群をしらべる会 

伊丹市昆虫館友の会 

キッズプラザ大阪 

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） 

山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局 

京丹後市観光協会 

鳥取県大阪本部 

鳥取市観光協会 

九州国立博物館 

みんぱくミュージアムパートナーズ（MMP） 

やしろの森公園 

ささやまの森公園 

県立なか・やちよの森公園 

県立ゆめさきの森公園 

県立国見の森公園 

県立宝塚西谷の森公園 

兵庫県立歴史博物館 

兵庫陶芸美術館 

有馬富士公園（パークセンター&自然学習セン

ター） 

西宮市貝類館 

（株）エフコーポレーション 

（株）道下工務店 

■飲食系出店団体 

（有）福助 

（株）飛行船 

ガールスカウト兵庫県第 95団 

カレーハウス CoCo壱番屋 

三田ホテル 

社会福祉法人まほろば 

峠茶屋 

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 

ロコクレープ 
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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」 632 27 

 
「たんぽぽレストラン」 774 32 

 

「ぶくぶくあわわ～森から川へのおく

りもの～」 
502 22 

 
「コウちゃんの 60日間」 697 29 

 
「スミスネズミと 100年の森」 653 31 

 
「ススキ草原のオーケストラ」 895 31 

 
「うりんぼのごちそう」 817 36 

 

「丹波の恐竜たんたんのひとはくナ

イトミュージアム」 
3667 75 

 
「タヨウ星人スナ・メリメリの冒険」 599 16 

 
「アンモナイト物語」 484 24 

 
「ころころだんちゃん」 890 37 

デジタル紙芝居一挙公開   376 9 

展示解説 「ボルネオジャングル探検」 2418 131 

 
「ひょうごの自然自慢ツアー」 159 13 

 
「ひとはく不思議発見ツアー」 179 11 

  
「海の仲間たちツアー～大きな骨は

何の骨？～」 
852 62 

フロアスタッフとあそぼう 「画はくの日」 584 23 

 

「昆虫のえんぴつホルダーをつくろ

う」 
173 4 

 
「おりがみでキノコを折ろう」 31 2 

 
「くるくるとぶタネ」 112 4 

 
「川で魚つり」 297 8 

 
「巨大おりがみ～こいのぼり～」 52 1 

 
「しおりづくり～こいのぼり～」 34 1 

 
「カブトを折ろう」 54 1 

 
「ミニこいのぼり」 18 1 

 
「カタツムリのクイリング」 34 2 

 
「虫ムシ宝探しラリー」 47 2 

 
「恐竜ほねパズル」 112 3 

 
「動物たまいれ」 45 2 

 
「恐竜うちわ」 88 2 
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「万華鏡」 140 3 

 
「七夕かざり」 57 2 

 

「ペーパークラフト～フンコロガシ

～」 
54 2 

 
「けんちくかの日」 45 1 

 
「海の生き物うちわづくり 96 2 

 
「鳥の巣づくり」 59 2 

 
「はくぶつかんペーパークラフト」 176 4 

 
「ラフレシアのふうふう」 71 2 

 
「これなぁにクイズ」 77 2 

 
「ひとはくメガカルタ」  47 1 

 
「びっくりスネーク」 27 1 

 
「ちょうちょペーパークラフト」 49 2 

 
「きょうりゅうおめんづくり」 64 2 

 
「もりのどうぶつしかけえほん」 30 1 

 

「木の実であそぼう～ドングリクラフト

～」 
61 2 

 
「動物すごろく」  64 3 

 
「うきうきおりがみ～ゾウをおろう～」 35 2 

 
「あしあとかるた」 8 1 

 
「木の実でクリスマス」  49 2 

 
「クリスマスオーナメントづくり」 48 2 

 
「年賀状づくり」 39 2 

 
「りゅうをつくってみよう」  58 2 

 
「お正月タコづくり」 98 2 

 
「りゅうのおりがみ」 83 2 

 
「だんごむしのおめん」 171 2 

 
「おひなさまづくり」 88 2 

 
「復元画を描いてみよう」 88 2 

 
「飛べ！ ムササビグライダー」 125 2 

 

「風にのってとぶたね～ハネフクベ

～」 
86 3 

 
「春のフォトフレーム」 84 2 

 
「シーラカンスのおめん」 185 17 

うきうきワークショップ 
「とっても簡単！化石のレプリカづく

り」 
2161 12 

 

「チョコレートでつくるアンモナイト化

石のレプリカ」 
44 1 
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「オオムラサキのペーパークラフト」 95 1 

 
「ちょうちょペーパークラフト」 117 1 

 
「はがきをつくろう」 58 1 

 
「博物館ペーパークラフト」 72 1 

 
「花と昆虫の壁掛け」 43 1 

 
「ひとはくミニパズル」 68 1 

 
「モビールづくり」 102 1 

 
「春のモビール」 97 1 

深田公園うきうき探検隊 テーマ：「春の虫をさがそう！」、「ハ

チの巣の観察」、「化石をさがそう」、

「バッタとり」、「深田公園のいきもの

たち」、「ドングリと色づいた葉っぱを

さがそう」、「ナゾの植物をさがせ！

ふかたんクイズラリー」 

    

   

   

 
194 7 

そのほか 「特注デジタル紙芝居」 1823 33 

 
「特注ラボレク」 220 8 

 
「特注化石レプリカづくり」 32 1 

 
「カブトムシの幼虫を飼ってみよう」 52 1 

 
「恐竜シンポジウム」 110 1 

 

「フローラ 88 リニューアルオープン

企画 化石のレプリカ」 
186 3 

合計   24111 794 
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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） 

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 

 

佐藤裕司 

古谷 裕 

藤本真理 

1,900 

西日本における中世石造物の成立と地域的展開 

－石材と形態・様式に着目して－ 

日本学術振興会 基盤研

究Ｂ 

市村高男 先山 徹 
360 

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 
3,380 

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 
520 

袋状埋積谷に着目した近畿三角帯北部域の伏在

活断層の高精度評価 

日本学術振興会 基盤研

究Ｂ 

岡田 篤正 加藤茂弘 
650 

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  
600 

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 
70 

最古の現生種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 
130 

明治・大正・昭和前期の論文に記載された古生

物証拠標本の所蔵調査 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

伊藤康弘 松原尚志 
250 

特異な性の維持機構とその進化－全く新しい性

表現を持つ植物からのアプローチ 

日本学術振興会 若手研

究B 

布施静香  
1,500 

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  
1,000 

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 

岩本敏幸 太田英利 
140 

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 
400 

博物館での「演示」の実施による環境学習効果

の研究 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

八木 剛  
600 

河川生態系管理における数値目標と実践的フレ

ームワークの構築 

日本学術振興会 挑戦的

萌芽 

三橋弘宗 田中哲夫 
1,300 

ミツバチに収穫ダンスを踊らせなかったら何が

起こるか 

日本学術振興会 挑戦的

萌芽 

大谷 剛  
900 

小型種のサイチョウ類は大型種の生態系機能

（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  
1,100 

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 藤本真理 

赤澤宏樹 

山崎義人 

700 

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  
800 

市街地の生活環境資源としての「谷戸」の研究 日本学術振興会 基盤研

究Ｂ 

重村力 山崎義人 
300 

スマトラ島西部地震からの現地斬進型と集落移

転型集落再建プロセスの空間論的比較分析 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

市古太郎 山崎義人 
250 

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 黒田有寿茂 

石田弘明 
600 

洪水時の撹乱強度とレフュージアに着目した礫

原植生の維持機構の解明 

日本学術振興会 基盤研

究Ｃ 

浅見佳世  
1100 

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  
300 
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兵庫県で見つけた世界初の性型をもつ植物の繁

殖システムの解明 

ひょうご科学技術協会  布施静香  
980 

水源地域におけるダムと周辺森林相互作用の生

態学的研究 

ダム水源地環境整備センタ

ー 

 江崎 保男  
700 

治水と希少種の保全は両立するか（河川改修と

魚類の応答） 

河川環境管理財団  田中哲夫  
980 

「ひょうごの川・自然環境調査」の標本資料の

受入と管理に関する分任 

兵庫県県土整備部河川計画

課 

 三橋弘宗  
700 

新規神経毒系殺虫剤がミツバチ概日振動、帰巣

行動の撹乱にかかわる可能性 

山田養蜂場  竹田真木生 大谷 剛 
225 

失語症者が楽しめるユニバーサル・ミュージア

ムの研究 

日本科学協会  三谷雅純  
280 

高齢な失語症者が楽しめる博物館の研究：ユニ

バーサルな観点から 

大阪ガスグループ福祉財団  三谷雅純  
280 

神鍋高原における雪上プログラムの開発と実践 山陰海岸塩パーク学術研究

奨励事業 

 布野隆之  
100 

生物多様性に配慮した「混ぜ垣」によるニュー

タウンの景観評価と更新・管理の課題 

財団法人大林都市研究進行財

団 

 赤澤宏樹 山崎義人 

上田萌子 
1,200 

アーバン・レジリエンス研究会 日本都市計画学会関西支部  山崎義人  100 

土地利用履歴からみた塩性湿地の基盤環境と塩

生植物の現状との関係性に関する研究－淡路島

東部成ヶ島を事例として－ 

大阪湾広域臨海環境整備セン

ター 

 上田萌子  

1,080 

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調査，整備計画，環境調

査 

サントリーホールディング

(株) 

 服部 保  
1,000 

小規模ミュージアムにおける災害復興のあり方 

平成22年度になっている、 

兵庫県シンクタンク等協議会

自主研究グループ助成金 

 八木剛  

300 

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 

合計 28,975 

 

 

◆受託研究等 

 

件  名 委託元 受託者 金額（千円） 

キリンビール神戸工場内のレフュジア・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3 
株式会社ミツカングループ本社 藤本真里 750 

パークマネジメントの人材養成に関する研究 その5 兵庫県阪神北県民局 藤本真里 1,000 

山陰海岸ジオパークにおけるアウトリーチ事業「ジ

オ・キャラバン」 
山陰海岸ジオパーク推進協議会 藤本真里 700 

南公園里山体験講座等委託業務 三田市 

橋本佳延 (分担者) 

服部保(分担者) 

石田弘明 (分担者) 

黒田有寿茂 (分担者) 

南山典子(分担者) 

400 

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 
上田萌子 390 
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シダ類，ラン類の栽培等業務 財団法人ひょうご環境創造協会 服部 保 1,050 

平成23年度尼崎の森中央緑地地域性苗木栽培業務 兵庫県阪神南県民局 服部 保 1,100.4 

平成23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（その１） 
西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 服部 保 77.2 

平成23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 
西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 服部 保 428 

平成23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 服部 保 990.15 

西宮市における生物多様性地域戦略の評価手法検討

業務 
西宮市 

服部 保 

石田弘明 (分担者) 

南山典子(分担者) 

橋本佳延(分担者) 

黒田有寿茂(分担者) 

1,250 

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 
兵庫県立淡路景観園芸学校 黒田有寿茂 350 

先進的科学館連携推進事業「ゆりかごから科学を―幼

少期からの体験に基づいた科学的好奇心育成の基盤

構築と実践―」 

独立行政法人科学技術振興機構 

古谷裕 

布施静香 

小館誓治 

10,715 

合計 19900.75 
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