
 
 

 

 

 

 

 

 

	 

開催したセミナーの一覧	 

平成 25年度は下記のとおり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 

25.4.5 タネから育てる希少山野草 
ひとはく連携グループ 希少植

物研究会 
20 13 

25.4.6 山陰海岸ジオパーク・大地の魅力を探ろう 先山 徹 30 15 

25.4.6 日本一の里山、北摂地域の早春を観察しよう 橋本 佳延 25 15 

25.4.13 ～4.20 空中花粉を調べよう（全 2 回） 半田 久美子 10 5 

25.4.17 じっくり花を解剖 --１人１台の顕微鏡で！-- 山本 伸子 20 10 

25.4.20 ～5.12 ため池を探る（全 4 回） 田中 哲夫・佐藤 裕司 20 44 

25.4.20 都市の歩き方・名所編 難波から四天王寺へ 田原 直樹 10 17 

25.4.21 植物観察会(春の甲山） 藤井 俊夫 20 15 

25.4.21 ～12.8 植物多様性講座－樹木の見分け方を学ぶ 初級編－ 高橋 晃 15 273 

25.4.27 芦屋市奥山地域で春の植物観察 小舘 誓治 20 17 

25.4.27 都市の歩き方・名所編 梅田から天満橋へ 田原 直樹 10 16 

25.4.27 ～7.13 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回) 大谷 剛・アピス同好会 20 48 

25.4.28 あまるべジオガイド あまるべ～たかのすの森の大地観察会 先山 徹 30 20 

25.4.28 日本の恐竜化石含有層 小林 文夫 30 9 

25.4.28 ～26.3.23 ひとはく展示課むし係（全 10 回） 八木 剛 10 36 

25.4.29 ～26.3.21 ユース昆虫研究室（全 12 回） 八木 剛 15 101 

25.5.4 春の六甲山ハイキング 橋本 佳延 25 15 

25.5.6 豊岡市内、地形観察トレッキング 先山 徹 30 24 

25.5.6 植物ウォッチング①～道場町・百丈岩～ 黒田 有寿茂 20 21 

25.5.10 生物多様性と地球環境問題 橋本 佳明 10 42 

25.5.11 コケ植物をみてみよう 秋山 弘之 12 16 

25.5.11 ～7.23 ヒメボタルインストラクター養成コース（全 6 回） 

ひとはく連携グループ 

猪名川流域ひめぼたるネットワ

ーク 

15 33 

25.5.12 ～26.2.9 石ころクラブ（全 8 回） 先山 徹・加藤 茂弘 20 124 

25.5.12 植物観察会(春の春日山） 藤井 俊夫 20 14 

25.5.12 霊長類学 頭の体操（２０１３年版） 三谷 雅純 30 3 

25.5.15 神戸のまちなかのシダを見る 鈴木 武 20 22 

25.5.15 春の里山で植物を観察しよう 石田 弘明 20 23 

25.5.18 篠山層群恐竜化石含有層調査結果報告会 三枝 春生 30 11 

25.5.18 六甲山「森の植物」観察会（春） 小舘 誓治 20 11 

25.5.18 小代の植物観察会 高野 温子・高橋 晃 20 20 

25.5.18 
生物多様性を学ぶ（講義編） 

多様性創出機構としての生物種間関係を研究する 
橋本 佳明 10 7 

25.5.19 あまるべジオガイド あまるべ～たかのすの森の植物観察会 高野 温子・高橋 晃 20 21 

25.5.19 人と自然の共生と人口問題 小林 文夫 30 4 

25.5.22 カラスによるゴミ被害を解決しよう！ 布野 隆之 30 11 

25.5.25 家族で蜂蜜しぼり 5 月 大谷 剛・アピス同好会 30 14 

博物館事業に関連する資料 
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25.5.26 石巡りバスツアー・丹後半島の鳴き砂と地層 先山 徹 40 37 

25.6.1 ヘビの世界 池田 忠広 30 6 

25.6.2 香住で足跡化石やカエル島を見よう 先山 徹 30 5 

25.6.7 むらやまち 山崎 義人 10 40 

25.6.8 都市の歩き方・名所編 天満橋から中之島へ 田原 直樹 10 16 

25.6.9 トキソウ観察会 藤井 俊夫 20 28 

25.6.9 コケ玉づくり 
ひとはく連携グループ NPO 法

人 人と自然の会 
30 20 

25.6.12 芦屋のシダを見る 鈴木 武 20 20 

25.6.15 化石のクリーニングとは？ 池田 忠広 30 0 

25.6.15 試してみよう、地震の被害や建物のゆれ方 先山 徹 30 12 

25.6.15 太山寺周辺の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 20 16 

25.6.15 鳴く虫キッズ大集合！ 八木 剛 10 11 

25.6.16 試してみよう、地震の被害や建物のゆれ方 先山 徹 30 5 

25.6.16 ＜こころ＞と＜ことば＞を科学する 三谷 雅純 30 8 

25.6.18 挿し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 33 

25.6.19 芦屋のシダを見る 追加版 鈴木 武 20 11 

25.6.19 希少猛禽類イヌワシを保全しよう！ 布野 隆之 30 13 

25.6.22 アリを調べるー調査と観察の方法伝授 橋本 佳明 10 17 

25.6.22 家族で蜂蜜しぼり 6 月 大谷 剛・アピス同好会 30 13 

25.6.23 日本の自然林 石田 弘明 30 18 

25.6.23 成ヶ島散策ツアー 初夏編 上田 萌子 15 20 

25.6.29 
山陰海岸ジオパーク 香美町・山のジオパーク 

～ハチ北・蘇武岳の大地と花をめぐる～ 

高橋 晃・先山 徹・ハチ北自然

案内人 
30 23 

25.6.29 カエルの食生活 太田 英利 30 6 

25.6.30 
山陰海岸ジオパーク 香美町・山のジオパーク 

～ハチ北・蘇武岳の大地と花をめぐる～ 

高橋 晃・先山 徹・ハチ北自然

案内人 
30 19 

25.7.6 夏のキノコかんさつ ～一庫公園～ 秋山 弘之 15 17 

25.7.13 ～7.14 火山灰を調べる：上級編（全 2 回） 加藤 茂弘 5 10 

25.7.15 川の水生昆虫の観察会（加古川上流編） 三橋 弘宗 50 中止 

25.7.20 ビカリア化石のレプリカをつくろう！ 松原 尚志 15 9 

25.7.20 森と土の観察会（再度山編） 小舘 誓治 15 7 

25.7.20 日本古来の藍の生葉染め 
ひとはく連携グループ NPO 法

人 人と自然の会 
20 10 

25.7.21 竹野海岸の石を見て大地の成り立ちを知ろう 先山 徹 30 15 

25.7.21 オグラコウホネ観察会 藤井 俊夫 20 14 

25.7.21 ～8.25 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 ほか 

20 105 

25.7.25 キリンビール・ビオトープ池調査 田中 哲夫・佐藤 裕司 5 16 

25.7.26 草木染めで学ぶ里山の植物の多様性 橋本 佳延 5 19 

25.7.27 南あわじで地層を見る 古谷 裕 20 12 

25.7.27 植物観察会(渓谷の植物) 藤井 俊夫 20 8 

25.7.28 ペーパークラフト「アジアの家」 モンゴルの家 山崎 義人 10 5 

25.7.29 ペーパークラフト「アジアの家」 インドネシアの家 山崎 義人 10 3 

25.7.30 ペーパークラフト「アジアの家」 タイの家 山崎 義人 10 1 

25.7.31 自然学への誘い 秋山 弘之 5 20 

25.8.3 海岸の植物・植生と環境 黒田 有寿茂 50 18 

25.8.3 川の水生昆虫の観察会（矢田川中流編） 三橋 弘宗 100 7 

25.8.4 成ヶ島の環境保全活動を学ぶ 上田 萌子 15 9 
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25.8.7 小さな子どもの指導者向け 身近な植物の観察の仕方 小舘 誓治 20 22 

25.8.7 障がいのある子どもたちとの野外活動入門 三谷 雅純 30 10 

25.8.7 空中花粉の調べ方 半田 久美子 15 14 

25.8.8 葉っぱで見分ける身近な樹木 黒田 有寿茂 20 36 

25.8.8 丹波の恐竜化石と小動物化石 池田 忠広 40 17 

25.8.8 地域や学校で取り組む環境保全と学習 田原 直樹・上田 萌子 40 19 

25.8.9 都市の歴史から考える人と自然 田原 直樹 40 12 

25.8.9 身近な生き物観察 佐藤 裕司 10 17 

25.8.9 化石を使ったキッズプログラム 古谷 裕 20 4 

25.8.12 
高等学校における博物館等を活用した学習の展開～ 

”博学連携”の事例とプログ ラム体験 
西岡 敬三 15 15 

25.8.12 
博物館展示・標本・リファレンスを活用した 

学習の企画と実践（高等学校編） 
西岡 敬三 15 15 

25.8.18 ジオパーク博士と行く京丹後バスツアー 先山 徹 40 3 

25.8.19 児童・生徒とできる里山の調べ方 橋本 佳延 40 23 

25.8.19 身近な石ころを調べる 古谷 裕 20 27 

25.8.19 生き物の分類: 種とは何か、系統とは何か？ 太田 英利 40 26 

25.8.19 身近な石ころの中の化石 古谷 裕 20 9 

25.8.19 
小さな子どもの指導者向け 

手で見る しぜん・生きもの 
高瀬 優子・八木 剛 20 13 

25.8.20 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 33 

25.8.20 カタツムリとダンゴムシ 鈴木 武 20 18 

25.8.20 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 7 

25.8.20 楽しいスライドショーを作ろう 阪上 勝彦 20 20 

25.8.21 外来種の現状と対策 太田 英利 40 6 

25.8.21 キリンビール・ビオトープ池調査 田中 哲夫・佐藤 裕司 15 15 

25.8.21 伊丹の石をしらべる 古谷 裕 20 8 

25.8.21 有馬富士公園で学校連携 実践とこれから 藤本 真里 30 2 

25.8.21 学校でできる！やさしい化石のレプリカづくり 八尾 滋樹 20 22 

25.8.24 恐竜化石展示解説と石割化石調査会 池田 忠広 40 23 

25.8.24 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 組 28 

25.8.25 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 15 13 

25.9.1 サギソウ観察会 藤井 俊夫 20 4 

25.9.1 
リトルサイエンティストのための run♪run♪sunday☀ 

  おやこ☆ラボ ～シルクのひみつ～ 

ひとはく連携グループ run♪

run♪plaza 

高瀬 優子 

20 組 9 

25.9.6 里山林とはなにか 石田 弘明 10 47 

25.9.7 ～11.30 プラスティネーション標本づくり（全 3 回） 三橋 弘宗 10 20 

25.9.8 植物観察会(湿地の植物) 藤井 俊夫 20 15 

25.9.10 秋の伊吹山高山植物観察会 
ひとはく連携グループ 希少植

物研究会 
20 24 

25.9.14 身近な植物の見分け方・覚え方 高野 温子 20 13 

25.9.21 ～11.21 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回） 大谷 剛・アピス同好会 20 55 

25.9.22 ジオパーク博士と行く鳥取バスツアー 先山 徹 40 中止 

25.9.25 「タカの渡り」観察会 布野 隆之 30 28 

25.9.28 養父市天滝のシダを見る 鈴木 武 20 12 

25.9.29 秋の石めぐりハイキング～仁川・甲山周辺の地層と岩石～ 加藤 茂弘 30 25 

25.10.2～3 ハチ北高原秋の自然観察ツアー 秋山 弘之・ハチ北自然案内人 20 10 

25.10.4 風と集落・建築 山崎 義人 10 47 

25.10.5 ～10.6 植物画を描こう（全 2 回） 高橋 晃・長谷川 太一 10 16 

25.10.5 ～10.6 カワバタモロコの数調べ（キリンビオトープ）（全 2 回） 田中 哲夫・佐藤 裕司 10 7 
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25.10.5 動物の体のつくりとしくみ. 1. 両生類 太田 英利 25 5 

25.10.5 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 
30 16 

25.10.6 
リトルサイエンティストのための run♪run♪sunday☀ 

 おやこ☆ラボ ～タネのひみつ 

ひとはく連携グループ run♪

run♪plaza 

高瀬 優子 

20 組 5 

25.10.12 都市の歩き方・名所編 新神戸から三宮へ 田原 直樹 10 中止 

25.10.13 大量絶滅事件の背景 小林 文夫 30 19 

25.10.14 植物ウォッチング②～有野町～ 黒田 有寿茂 20 26 

25.10.17 秋のキノコかんさつ１ ～神戸～ 秋山 弘之 15 14 

25.10.19 魅力再発見！ハイキング 姫路城だけじゃない姫路の魅力 藤本 真里 15 11 

25.10.19 プラスチック封入標本をつくろう 三橋 弘宗 20 20 

25.10.20 新・エチオピアの大地に人類進化の謎を探る 加藤 茂弘 30 14 

25.10.20 香寺町八徳山のシダを見る 鈴木 武 20 14 

25.10.23 秋の里山で植物を観察しよう 石田 弘明 20 中止 

25.10.25 兵庫の恐竜 三枝 春生 10 41 

25.10.26 秋のキノコかんさつ２ ～有馬富士～ 秋山 弘之 20 25 

25.10.26 都市の歩き方・街道編 熊野街道を住吉大社から堺東へ 田原 直樹 10 15 

25.10.27 丹波で地層を見る 古谷 裕 20 15 

25.10.27 地上最強？の生物、クマムシを探そう 佐藤 裕司 20 4 

25.10.27 マツバラン観察会 藤井 俊夫 20 7 

25.11.9 六甲山「森の植物」観察会（秋） 小舘 誓治 20 13 

25.11.9 
昆虫と自然が大好きな子どもを育む 

ー昆虫少年・少女の歩む道 

橋本 佳明・長島聖大（伊丹市

昆虫館学芸員） 
25 3 

25.11.17 成ヶ島散策ツアー 秋編 上田 萌子 15 7 

25.11.16 料理&うんちく ＤＥ 地域再発見「丹波黒大豆」 藤本 真里 20 13 

25.11.16 都市の歩き方・古地図編 大阪市大正区界隈を歩く 田原 直樹 10 17 

25.11.16 小さな化石の抽出と観察〜淡路島の古第三紀の化石〜 松原 尚志 5 中止 

25.11.29～26.1.17 霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？ 三谷 雅純 10 86 

25.11.30 日本海の成り立ちとジオパーク 先山 徹 30 11 

25.11.30 芦屋市奥山地域で多様性を知る 小舘 誓治 20 25 

25.12.1 日本海の成り立ちとジオパーク 先山 徹 30 9 

25.12.1 
リトルサイエンティストのための run♪run♪sunday☀ 

 おやこ☆ラボ ～ひょうごのどうぶつバンダナ～ 

ひとはく連携グループ run♪

run♪plaza 

高瀬 優子 

20 組 13 

25.12.1 三田哺乳類化石産地見学会 三枝 春生 15 4 

25.12.8 むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと 三谷 雅純 20 6 

25.12.14 動物の体のつくりとしくみ. 2. 爬虫類 太田 英利 25 4 

25.12.21 ペーパークラフトで学ぶ広重の風景版画の世界 正月編 上田 萌子 10 2 

26.3.8 「湧き水」を訪ねる パート２ 佐藤 裕司 10 8 

26.3.9 丸山湿原に残された森の歴史 半田 久美子 30 9 

26.3.16 再考恐竜人間 三枝 春生 30 15 

26.3.23 豊岡の石と化石 古谷 裕 20 13 

※複数回実施講座は、受講者数合計を記す。 
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企画展等一覧（平成25年度）

　下記の特別企画、ミニ企画展、資料・トピックス展示を２階ひみつの収蔵庫・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た。

【特別企画】 ＊主担当者

期間 タイトル 担当者

2013.2.11～4.6 第8回共生のひろば展 ＊鈴木武

2013.4.1～
2014.3.31

丹波の恐竜発掘～６年間の軌跡
＊三枝春生・松原尚志・古谷
裕・池田忠広・半田久美子・佐
藤裕司

2013.7.20～.9.1 昆虫kidsのじゆうけんきゅう ＊八木剛

2013.10.5～
2014.1.5

ひとはくかわらばん２０１３作品展 ＊門川朋樹

2014.2.11～4.6 第９回共生のひろば展 ＊田中哲夫

【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

2013.3.9～4.21 東北しぜんかわらばん展 4階ひとはくサロン ＊古谷裕・山本伸子

2013.2.16～4.7 ひとはく20周年記念　栗林慧写真展＜アリの目の日々＞ 3階オープンギャラリー 大谷剛

2013.2.11～7.28 六甲山のキノコ展2013 ～野生のキノコの不思議な魅力 2階ひみつの収蔵庫
兵庫県立御影高等学校・兵庫
きのこ研究会・＊三橋弘宗

2013.3.30～6.30 日本最古の真獣類化石　ササヤマミロス・カワイイ展 3階丹波の恐竜コーナー ＊三枝春生・池田忠広

2013.6.8～6.30 写真展　北摂里山を彩る花々ー里山桜と山野草たちー 3階オープンギャラリー ＊石田弘明

2013.7.6～8.4 第４回　惑星地球フォトコンテスト入選作品展 ３階オープンギャラリー 松原尚志

2013.8.10～9.1 さんだネイチャークラブ写真展「三田市と兵庫県の自然」 ３階オープンギャラリー ＊鈴木武

2013.12.14～
2014.1.5

干支（えと）展「午（うま）さんようこそ！」 4階ひとはくサロン ＊鈴木武

2014.2.11～4.6 洲本市産恐竜化石の臨時展示 3階丹波の恐竜コーナー
岸本眞五（ひとはく地域研究
員）・＊古谷裕

2014.2.11～6.1 六甲山のキノコ展2014 ～野生のキノコの不思議な魅力 2階ひみつの収蔵庫
兵庫県立御影高等学校・＊三
橋弘宗

2014.3.8～4.20 東北しぜんかわらばん展 4階ひとはくサロン ＊古谷裕・山本伸子

【資料・トピックス展示】

期間 タイトル 展示場所 担当者

2013.4.13～6.2 神戸・阪神のモエジマシダ 3階トピックスコーナー 鈴木武

2013.5.3～6.2 神戸のハナダカダンゴムシ 4階ひとはくサロン 鈴木武

2013.6.9～ 9.1 武庫川上流の魚たち 3階トピックスコーナー 田中哲夫

2013.9.7～11.4 兵庫のヘビ 3階トピックスコーナー 太田英利

2013.11.9～
2014.1.5

古絵図とボーリングデータから探る大阪湾 3階トピックスコーナー 上田萌子

2014.2.9～4.6 ウミガメ類の化石発見 3階トピックスコーナー 池田忠広
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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 

5 月 21 日～5 月 24 日(春前期)	 伊丹市立東中学校	 １	 生涯学習課･情報管理課	 

三田市立上野台中学校	 ２	 

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	 ２	 

5 月 28 日～5 月 31 日(春中期）	 

宝塚市立西谷中学校	 ２	 

系統分類	 

環境計画	 

生態研究	 

	 

丹波市立山南中学校	 ２	 

篠山市立篠山中学校	 １	 

篠山市立丹南中学校	 ２	 

三田市立立八景中学校	 ２	 

三田市立富士中学校	 ２	 

三田市立長坂中学校	 １	 

三田市立ゆりのき台中学校	 ２	 

6 月	 4 日～6 月	 7 日(春後期)	 

神戸市立有馬中学校	 ２	 

地球科学	 

生物資源	 

総務課	 

生涯学習課	 

神戸市立駒ヶ林中学校	 ２	 

神戸市立有野北中学校	 ３	 

10 月 29 日～11 月	 1 日(秋期)	 

神戸市立神戸北中学校	 ２	 

生涯学習課・情報管理課	 

	 

【県庁インターンシップ】	 

期  間 学 校 名 人数 担当研究部課室 

8 月 26 日～8 月 30 日	 県立農業高等学校 １ 

 
 
 
 
 

県立川西明峰高等学校 

県立伊丹北高等学校 

２ 

１ 

地球科学 

生態研究 

環境計画 
生物資源 

生涯学習課 

情報管理課 

	 

【博物館実習】	 

8 月 5 日～24 日までの 10 日間 10 大学	 

	 	 岡山大学	 	 	 	 	 	 ２名 
	 	 神戸芸術工科大学	 	 １名 
	 	 神戸夙川学院大学	 	 １名 
	 	 甲南女子大学	 	 	 	 １名 
	 	 神戸学院大学	 	 	 	 １名 

近畿大学	 	 	 	 	 	 １名 
	 	 琉球大学	 	 	 	 	 	 １名 
	 	 京都造形芸術大学	 	 ３名 
	 	 岡山理科大学	 	 	 	 １名 
	 	 高知大学	 	 	 	 	 	 １名 
 
 
 
 

担当研究部 
	 自然・環境評価研究部	 	 	 	 	 ５名 
	 自然・環境マネジメント研究部	 ６名 
	 自然・環境再生研究部	 	 	 	 	 ２名 
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学校教育支援プログラム 

【教職員・指導者セミナー】 

全３０講座を実施し、４２２名が参加した。 

実習日 セミナー名 講 師 受講数 

【８月４日】	 成ケ島の環境保全活動を学ぶ	 上田	 萌子	 ９	 

【８月７日】	 小さな子どもの指導者向け	 身近な植物の観察の仕方	 小舘	 誓治	 ２２	 

	 障がいのある子どもたちとの野外活動入門	 三谷	 雅純	 １０	 

	 空中花粉の調べ方	 半田久美子	 １４	 

【８月８日】	 葉っぱで見分ける身近な樹木	 黒田有寿茂	 ３６	 

	 丹波の恐竜化石と小動物化石	 
池田 	 忠広

L a b o n e s １７	 

	 地域や学校で取り組む環境保全と学習	 
田原	 直樹 
上田	 萌子 １９	 

【８月９日】	 都市の歴史から考える人と自然	 田原	 直樹	 １２	 

	 身近な生き物観察	 佐藤	 裕司	 １７	 

	 化石を使ったキッズプログラム	 古谷	 	 裕	 ４	 

	 
高等学校における博物館等を活用した学習の展開～”博学連携”

の事例とプログラム体験	 
西岡	 敬三	 １５	 

	 
博物館展示・標本・リファレンスを活用した学習の企画と実践（高

等学校編）	 
西岡	 敬三	 １５	 

【８月1 9日】	 児童・生徒とできる里山の調べ方	 橋本	 佳延	 ２３	 

	 身近な石ころを調べる	 古谷	 	 裕	 ２７	 

	 生き物の分類：種とは何か、系統とは何か？	 太田	 英利	 ２６	 

	 身近な石ころの中の化石	 古谷	 	 裕	 ９	 

	 
小さな子どもの指導者向け	 	 

手で見る	 しぜん・生きもの	 
高瀬	 優子	 １３	 

【８月2 0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	 ３３	 

	 カタツムリとダンゴムシ	 鈴木	 	 武	 １８	 

	 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	 ７	 

	 楽しいスライドショーを作ろう	 阪上	 勝彦	 ２０	 

【８月2 1日】	 外来種の現状と対策	 太田	 英利	 ６	 

	 学校でできる！やさしい化石のレプリカづくり	 八尾	 滋樹	 ２２	 

	 キリンビール・ビオトープ池調査	 田中	 哲夫	 １５	 

	 伊丹の石をしらべる	 古谷	 	 裕	 ８	 

	 有馬富士公園で学校連携	 実践とこれから	 藤本	 真里	 ２	 

【1 1月９日】	 昆虫と自然が大好きな子どもを育む	 昆虫少年・少女の歩む道	 橋本	 佳明	 ３	 
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来館一般団体一覧

 一般団体利用 延べ３００団体 
 
◆県内

団体名 所在市町 

けやき台幼稚園うさぎ組ＰＴＡ 三田市 

全国市議会 議長会 三田市 

小規模多機能三田 三田市 

デイサービスゆりのき 三田市 

矢野グループ 三田市 

三田ホテルツアー 三田市 

武庫第２児童クラブ 三田市 

すずかけ台児童クラブ 三田市 

松が丘児童クラブ 三田市 

狭間児童クラブ 三田市 

武庫第３児童クラブ 三田市 

弥生児童クラブ 三田市 

学園・あかしあ台・あかしあ台第２児童クラブ 三田市 

さんだ子ども科学教室 三田市 

電友会兵庫支部ＦＬ兵庫北阪神部会 三田市 

はっぴーさぷり 三田市 

しぐなる俳句会 三田市 

ぴよぴよキッズ 三田市 

親子リズムトトロ 三田市 

三田児童クラブ 三田市 

デイサービス笑和 三田市 

三田市高齢者大学大学院自然環境コース 三田市 

三田わくわく村 三田市 

すずかけ台児童クラブ・第２児童クラブ 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 

和貴以クラブ 神戸市 

フィットネスコミュニティーリックル 神戸市 

兵庫県高等学校教育研究会科学部会・生物

部会 
神戸市 

NPO 法人さんぽクラブ 神戸市 

六甲成田塾 神戸市 

老人クラブ丸山寿会 神戸市 

西大窪自治会 神戸市 

グループホームこころ 神戸市 

ハートケア神戸 白水 神戸市 

神戸市灘区篠原本町 1・2 丁目自治会 神戸市 

高津橋ふれあいのまちづくり協議会 神戸市 

鉱物クラブ 神戸市 

成徳少年野球部 神戸市 

神戸市中央区子ども会連合会 神戸市 

たまごの会 神戸市 

コープこうべ生活文化センター 神戸市 

神戸市立神出児童館 神戸市 

神戸市中央区子ども会連合会 神戸市 

スタジオン神戸 神戸市 

神戸視力障害センター 神戸市 

ＮＰＯあいきゅーびっく 神戸市 

神戸市立なぎさ児童館 神戸市 

花山手子ども会 神戸市 

ポートビレッジウォーキングクラブ 神戸市 

ホープアウトドアクラブ 神戸市 

社会福祉法人 にこにこハウス 神戸市 

泉会 神戸市 

西須磨東部自治会 神戸市 

福住県住自治会 神戸市 

三ツ星ベルト（株）徳星塾 神戸市 

兵庫県芸術文化協会 神戸市 

神戸市シルバーカレッジ 神戸市 

フレール長田大道自治会 神戸市 

八多の里 神戸市 

神戸市立おもいけ園 神戸市 

ＮＰＯはなそう神戸の会 神戸市 

長田区主任児童委員連絡会 神戸市 

ベル青谷 神戸市 

松が丘自治会 神戸市 

神戸市手をつなぐ育成会 長田支部 神戸市 

ろっこう医療生活協同組合 東灘支部 神戸市 

須磨区心身障害者福祉団体協議会 神戸市 

高倉台ふれあいのまちづくり協議会 神戸市 
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神戸市立 長田公民館 神戸市 

平野・押部酪農部会 神戸市 

平成２５年度市町職場研修生研修 神戸市 

清栄会 神戸市 

重池ふれあいのまちづくり協議会 神戸市 

神戸市Ｅ・Ｆブロック理科実験講習会 神戸市 

全国美術館会議教育普及研究部会 神戸市 

MPS 元気会 神戸市 

日本ボーイスカウト神戸地区神戸５３団 神戸市北区 

日本ボーイスカウト神戸地区神戸５３団 神戸市北区 

TKY 野球部 神戸市北区 

兵庫県立光風病院デイケア 神戸市北区 

ひまわりデイサービス 神戸市北区 

特別養護老人ホーム八多の里 神戸市北区 

ルネ神戸北町２自治会 神戸市北区 

コープカルチャー塚口 尼崎市 

連合尼崎地協 尼崎市 

ディ 21 元気会 尼崎市 

尼崎市園田東地区母親くらぶ 尼崎市 

七松幼稚園 親子学級 尼崎市 

尼崎市健康福祉局「親と子の健康回復事業」 尼崎市 

尼崎市立小学校 理科教育研究会 尼崎市 

水堂三丁目社会福祉協会 尼崎市 

北城内福祉協会 尼崎市 

旭高長寿会 尼崎市 

七松南立花福祉協会 尼崎市 

尼崎市立青少年いこいの家 尼崎市 

塚口西住宅町会 婦人部 尼崎市 

開明町会 尼崎市 

ＪＡＦ恐竜化石発掘体験 尼崎市 

時友東老人クラブ 尼崎市 

尼崎市老人クラブ連合会女性部 尼崎市 

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 

苦楽園子ども会 西宮市 

ボーイスカウト西宮第２１団 西宮市 

デイサービス笑楽 西宮市 

児童デイサービス つばさ 西宮市 

段上西地区青少年愛護協議会 西宮市 

コープ神戸 西宮東コープ委員会 西宮市 

西宮市立上ヶ原育成センター 西宮市 

北夙川連合子ども会 西宮市 

ＮＰＯ法人子ども環境支援協会 西宮市 

山旅人 西宮市 

西宮市立高須西育成センター 西宮市 

西宮市立高須第２育成センター 西宮市 

西宮市立瓦林育成センター 西宮市 

奥池町自治会 芦屋市 

ローズパーク北摂 伊丹市 

伊丹市昆陽里小学校地区会 伊丹市 

伊丹市教育委員会総合教育センター 伊丹市 

西野自治会 伊丹市 

阪神ｼﾆｱｶﾚｯｼﾞ阪神ひと・まち・創造講座 2 年生 伊丹市 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

伊丹市中学校教育研究会理科部会 伊丹市 

北摂里山大学 宝塚市 

宝塚市フレミラ環境自然コース１年 宝塚市 

宝塚市フレミラ環境自然コース２年 宝塚市 

丸橋小クラブ 宝塚市 

宝塚コドモアテネ 宝塚市 

デイサービス笑楽宝塚 宝塚市 

東部子ども会 宝塚市 

きしゃぽっぽ宝塚 宝塚市 

宝塚市立西山小学校育成会 宝塚市 

宝塚市立長尾小学校育成会 宝塚市 

宝塚保養キャンプ実行委員会 宝塚市 

BL キッズ 宝塚市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 

北摂自治会 平成会 川西市 

川西子ども家庭センター応援団 川西市 

川西デイサービス ぴのきお 川西市 

はなに会 川西市 

NPO 法人 美園ホーム 川西市 

鶯台子ども会 川西市 

川西絵手紙教室の会 川西市 

東久代長寿会 川西市 

川西ＹＭＣＡ 川西市 

川西生涯学習短期大学 川西市 

東谷地区老人クラブ連合会 川西市 

北摂ＹＭＣＡ 川辺郡猪名川町 
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青少年いこいの家 川辺郡猪名川町 

長池子ども会 明石市 

明石南高校 同窓会 明石市 

八幡自治会 明石市 

厄神老人クラブ 加古川市 

若松塾 加古川校 加古川市 

陵北シルバークラブ 加古川市 

志友会 加古川市 

いなみ野学園 園芸学科３年の会 加古川市 

旭団地少年団 加古川市 

大崎少年団 加古川市 

尾上グリーンハイツ少年団 加古川市 

加古川西公民館 家庭教育学級 土の子 加古川市 

睦会 加古川市 

加古川市立山手中学校ＰＴＡ 加古川市 

兵庫県トラック協会 東播支部 加古川市 

加古川市手をつなぐ育成会 加古川市 

旭少年団 加古川市 

兵庫県いなみ野学園 加古川市 

島子ども会 高砂市 

稲美町じんけんわくわくスクール 加古郡稲美町 

播磨町本荘北サロン 加古郡播磨町 

西脇市芳田ふれあい会議 西脇市 

野村町５区子ども会 西脇市 

西脇多可交通安全協会 西脇市 

ふれあいサロン水尾 西脇市 

広野地区子ども会 三木市 

増田子ども会 三木市 

さくら草の会 三木市 

三木市吉川町公民館Ｋｉｄｓゆめひろば 三木市吉川町 

中谷町老人クラブ 小野市 

ぬく森こもれびデイサービス 小野市 

小野市樫山町老人クラブ常磐会 小野市 

樫山町子ども会 小野市 

中西北町老人クラブ 加西市 

下里地区はつらつ委員会 加西市 

田原西老人会 加西市 

加西市立善防公民館 若竹俳句教室 加西市 

加西市環境課 加西市 

加茂病院 加東市 

多可町立キッズランドかみ「ひまわり会」 多可郡多可町 

沙弥部 多可郡多可町 

多可町加美区区長協議会 多可郡多可町 

西夢前台 5 丁目子ども会 姫路市 

姫路市立生涯学習大学校 姫路市 

那波中学校 PTA 姫路市 

谷内子ども会 姫路市 

青山北２丁目子ども会 姫路市 

勝山町子ども会 姫路市 

下住なかよし会 姫路市 

京口町自治会 姫路市 

姫路スイミングスクール 姫路市 

障害者支援施設 三愛園 姫路市 

青空子ども会 姫路市 

蒲田自治会役員会 姫路市 

慈眼寺一心会 姫路市 

別所西子ども会 姫路市 

カタダ事務所会 姫路市 

清住園 姫路市 

市川台 2 丁目自治会 神崎郡市川町 

瀬加青少年育成会 神崎郡市川町 

甘地子ども会 神崎郡福崎町 

旭連合自治会 相生市 

相生市手をつなぐ育成会 相生市 

本郷町自治会 相生市 

栄町１区自治会 相生市 

栄町２区自治会 相生市 

相生コープ委員会 相生市 

たつの市広山子ども会 たつの市 

神戸北山子ども会 たつの市 

土師子ども会 たつの市 

たつのこどもエコクラブ たつの市 

小宅婦人会 たつの市 

福寿会 たつの市 

ゆうゆう学園３７ たつの市 

たつの市老人クラブ連合会龍野支部 たつの市 

千種川カレッジ塩屋校 赤穂市 

塩屋五月会 赤穂市 

新潮会 宍粟市 

河原田子ども会 宍粟市 
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宍粟すぎの木家族会 宍粟市 

シャルレてづち 揖保郡太子町 

金剛寺子ども会 豊岡市 

国府テラス育成会 豊岡市 

上箇子ども会 養父市 

川原町子ども会 朝来市 

弥生が丘二区子ども会 朝来市 

山東公民館ふるさと探検隊 朝来市 

こぶし園家族会 美方郡香美町 

香美町教育委員会 美方郡香美町 

多利子ども会 丹波市 

ふれあいクラブ 丹波市 

丹波市氷上町石生新町自治会トクチャンクラブ 丹波市 

丹波の森 ＯＢ大学１年 丹波市 

鹿場子ども会 丹波市 

猟友会 洲本支部 洲本市 

老人大学ちどり学園 南あわじ市 

 

◆県外 
 

団体名 所在地 

和光純薬労働組合 大阪府大阪市 

どきどき斎塾 大阪府大阪市 

特別養護老人ホーム井高野園 大阪府大阪市 

NPO 法人シニア自然大学校「花組」 大阪府大阪市 

NPO 法人シニア自然大学校「星組」 大阪府大阪市 

NPO 法人シニア自然大学校「緑組」 大阪府大阪市 

NPO 法人シニア自然大学校「風組」 大阪府大阪市 

NPO 法人シニア自然大学校「空組」 大阪府大阪市 

NPO 法人シニア自然大学校研究科(野鳥科) 大阪府大阪市 

NPO 法人シニア自然大学校はばたき 大阪府大阪市 

都ホテル労働組合 大阪府大阪市 

ヒルトン大阪 大阪府大阪市 

古市連合町会 大阪府大阪市 

風の子そだち園 大阪府大阪市 

社会福祉法人 宝島福祉会 大阪府豊能郡 

森の勉強会 大阪府茨木市 

鉱物クラブ(大阪府三島郡） 大阪府三島郡 

島本町教育委員会 大阪府三島郡 

吹南地区福祉委員会 大阪府吹田市 

北山田地区青少年対策委員会 大阪府吹田市 

日本展示学会 大阪府吹田市 

人権啓発推進協議会千一地区委員会 大阪府吹田市 

ボーイスカウト吹田２１団 大阪府吹田市 

片山南少年野球部 大阪府吹田市 

吹田市理科部 大阪府吹田市 

吹田市人権協豊一地区委員会 大阪府吹田市 

吹田市人権啓発推進協議会 江坂大池地区 大阪府吹田市 

吹田市人権啓発推進協議会 南山田地区委員会 大阪府吹田市 

摂津市ハイキング同好会 大阪府摂津市 

池楽会 大阪府枚方市 

寝屋川市社会を明るくする運動 八中地区推進会 大阪府寝屋川市 

寝屋川市社会を明るくする運動 友中地区推進委員会 大阪府寝屋川市 

旭町子ども会(東大阪） 大阪府東大阪市 

大阪府立枚岡樟風高等学校ＰＴＡ 大阪府東大阪市 

ファミールハイツ八尾 大阪府八尾市 

大阪シニア自然カレッジ 大阪府和泉市 

放送大学学習センター 旅クラブ 大阪府大阪狭山市 

渋川第２子ども会 大阪府 

メリーマート 大阪府 

京都市立高校 理化・生物研究会 京都府京都市 

年金者組合 亀岡支部 京都府亀岡市 

亀岡市 保津児童館 京都府亀岡市 

久御山町ふれあい交流館ゆうホール 京都府久世郡 

舞鶴市肢体障害者協会 京都府舞鶴市 

今熊野天寿会 京都府 

長山町・中坂町子ども会 京都府 

すがもと町町内会 京都府 

橿原市昆虫館友の会 奈良県橿原市 

松阪市民生児童主任委員協議会 三重県松阪市 

JICA 研修 東京都 

美濃市連合自治会 岐阜県美濃市 

岡山県浅口市環境衛生協議会金光支部 岡山県浅口市 

スーパーサイエンスミュージアム 広島県広島市 

名西郡小学校教育研究会理科部会 徳島県名西郡 

横浜ラグビースクール 不明 
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来館学校団体一覧

学校団体利用 延べ２７４団体

◆県内  

＜保育園・幼稚園＞  

キッズポート保育園 三田市 

よこやま保育園 三田市 

光の子保育園 三田市 

三田市立三田保育所 三田市 

若草保育園 三田市 

花の森保育園 神戸市 

ポッポ保育園 尼崎市 

新甲東保育園 西宮市 

西宮市立大社保育所 西宮市 

三木市立志染保育所 三木市 

三木市立別所保育所 三木市 

社会福祉法人 えびす保育園 三木市 

神和保育園 三木市 

北辰保育園 小野市 

粟生保育所 小野市 

みどり保育所 多可郡多可町 

丹波市立柏原保育所 丹波市 

北摂第一幼稚園 三田市 

ふじ幼稚園 三田市 

三田けやき台幼稚園  おひさま保育園 三田市 

三田つつじが丘幼稚園 三田市 

やよい幼稚園 三田市 

ピーターパンインターナショナルプレスクール 神戸市 

神戸ドイツ学院 神戸市 

神戸市立からと幼稚園 神戸市 

西舞子幼稚園 神戸市 

くるみ幼稚園 西宮市 

幸幼稚園 西宮市 

神戸海星女子学院 マリア幼稚園 西宮市 

伊丹市立伊丹幼稚園 伊丹市 

宝塚市立安倉幼稚園 宝塚市 

宝塚自然幼稚園 宝塚市 

新清和台幼稚園 川西市 

ＹＭＣＡ松尾台幼稚園 川辺郡猪名川町 

篠山市立古市幼稚園 篠山市 

＜小学校＞  

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 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市 

三田市立学園小学校 三田市 

三田市立狭間小学校 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 

三田市立藍小学校・つつじが丘小学校 

合同特別支援学級 
三田市 

わくわくアクト（道場・鹿の子台・長尾 特支合同） 神戸市 

神戸市立井吹東小学校 神戸市 

神戸市立花山小学校 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 

神戸市立桜の宮小学校 神戸市 

神戸市立小束山小学校 神戸市 

神戸市立西山小学校 神戸市 

神戸市立多聞台小学校 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 

神戸市立長尾小学校 神戸市 

神戸市立唐櫃小学校 神戸市 

神戸市立藤原台小学校 神戸市 

神戸市立八多小学校 神戸市 

神戸市立福住小学校 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 

神戸大学附属住吉小学校 神戸市 

神戸中華同文学校 神戸市 

尼崎市立成徳小学校 尼崎市 

尼崎市立潮小学校 尼崎市 

尼崎市立長洲小学校 尼崎市 

尼崎市立尼崎北小学校 尼崎市 
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尼崎市立梅香小学校 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 

尼崎市立武庫小学校 尼崎市 

尼崎市立明城小学校 尼崎市 

尼崎朝鮮初中級学校 尼崎市 

西宮市立東山台小学校 西宮市 

西宮市立名塩小学校 西宮市 

芦屋市立宮川小学校 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 

伊丹市立伊丹小学校 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 

伊丹市立鴻池小学校 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 

伊丹市立鈴原小学校 伊丹市 

宝塚市立安倉北小学校 宝塚市 

宝塚市立長尾南小学校 宝塚市 

宝塚市立西山小学校 宝塚市 

宝塚市立中山桜台小学校 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 

川西市立川西北小学校 川西市 

川西市立多田小学校 川西市 

川西市立多田東小学校 川西市 

川西市立けやき坂小学校 川西市 

川西市立明峰小学校 川西市 

川西市立陽明小学校 川西市 

猪名川町立つつじが丘小学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立白金小学校 川辺郡猪名川町 

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 

明石市立人丸小学校 明石市 

明石市立大久保南小学校 明石市 

明石市立朝霧小学校 明石市 

明石市立鳥羽小学校 明石市 

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 

加古川市立東神吉南小学校 加古川市 

加古川市立尾上小学校 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 

高砂市立曽根小学校 高砂市 

高砂市立米田小学校 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 

播磨町立播磨西小学校 加古郡播磨町 

播磨町立播磨南小学校 加古郡播磨町 

播磨町立蓮池小学校 加古郡播磨町 

西脇市立桜丘小学校 西脇市 

西脇市立比延小学校 西脇市 

西脇市立芳田小学校 西脇市 

三木市立三樹小学校 三木市 

三木市立緑が丘東小学校 三木市 

小野市立河合小学校 小野市 

小野市立市場小学校 小野市 

小野市立小野東小学校 小野市 

小野市立大部小学校 小野市 

加西市立賀茂小学校 加西市 

加東市立滝野東小学校 加東市 

加東市立滝野南小学校 加東市 

兵庫教育大学附属小学校 加東市 
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姫路市立荒川小学校 姫路市 

姫路市立香呂小学校 姫路市 

姫路市立手柄小学校 姫路市 

朝来市立山口小学校 朝来市 

朝来市立梁瀬小学校 朝来市 

篠山市立今田小学校 篠山市 

丹波市立久下小学校 丹波市 

丹波市立三輪小学校 丹波市 

南あわじ市立沼島小学校・灘小学校 南あわじ市 

  

＜中学校＞  

三田市立富士中学校 三田市 

三田市特別支援教育研究協議会中学部会 三田市 

神戸市立高倉中学校 神戸市 

神戸市立神陵台中学校 神戸市 

神戸市立垂水東中学校 神戸市 

神戸市立星和台中学校 神戸市 

神戸市立長坂中学校 神戸市 

神戸市立唐櫃中学校 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 

神戸朝鮮初中級学校 神戸市 

愛徳学園中学校 神戸市 

神戸市立飛松中学校 神戸市 

神戸市立有野北中学校 神戸市 

尼崎市立中央中学校 尼崎市 

尼崎市立塚口中学校 尼崎市 

百合学院中学校 尼崎市 

武庫川女子大学附属中学校 西宮市 

伊丹市立西中学校科学部 伊丹市 

宝塚市立長尾中学校 宝塚市 

明石市立衣川中学校 明石市 

明石市立魚住中学校 明石市 

明石市立望海中学校 明石市 

加古川市立加古川中学校 加古川市 

三木市立星陽中学校 三木市 

小野市立小野南中学校 小野市 

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 

たつの市立龍野東中学校 たつの市 

赤穂市立坂越中学校 赤穂市 

赤穂市立赤穂中学校 赤穂市 

上郡町立上郡中学校 赤穂郡上郡町 

兵庫県立大学附属中学校プロジェクト学習 赤穂郡上郡町 

豊岡市立城崎中学校 豊岡市 

豊岡市立日高東中学校 豊岡市 

豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 

朝来市立朝来中学校 朝来市 

朝来市立梁瀬中学校 朝来市 

香美町立香住第一中学校 美方郡香美町 

香美町立小代中学校 美方郡香美町 

丹波市立市島中学校 丹波市 

柳学園中学校 洲本市 

 加東市 

＜高等学校＞  

兵庫県立御影高等学校 環境科学部 神戸市 

兵庫県立長田高等学校 神戸市 

兵庫県立舞子高等学校 神戸市 

兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市 

兵庫県立有馬高等学校 三田市 

兵庫県立加古川東高等学校 加古川市 

兵庫県立姫路飾西高等学校 SSC 姫路市 

兵庫県立相生高等学校 相生市 

兵庫県立龍野高等学校 たつの市 

兵庫県立伊和高等学校 宍粟市 

兵庫県立山の学校 宍粟市 

兵庫県立八鹿高等学校 養父市 

兵庫県立篠山東雲高等学校 篠山市 

神戸市立六甲アイランド高等学校 自然科学部 神戸市 

武庫川女子大学附属高等学校 西宮市 

  

＜大学＞  

関西学院大学総合政策学部 吉野ゼミ 三田市 

神戸大学発達科学部人間環境学科 神戸市 

兵庫県立大学外国人留学生研修旅行 神戸市 

大阪青山短期大学 川西市 
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兵庫教育大学 加東市 

兵庫県立淡路景観園芸学校 淡路市 

  

＜特別支援学校など＞  

神戸市立青陽西養護学校小学部 神戸市 

兵庫県立視覚特別支援学校 神戸市 

兵庫県立のじぎく特別支援学校中学部 神戸市 

兵庫県立神戸特別支援学校中学部 神戸市 

兵庫県立氷上特別支援学校 中学部 丹波市 

兵庫県立上野ヶ原特別支援学校 三田市 

神戸大学附属特別支援学校高等部 明石市 

 

 

 

◆県外 

 

<保育所・幼稚園>  

おおわだ保育園 大阪府門真市 

  

＜小学校＞  

追手門学院小学校 大阪府大阪市 

城星学園小学校 大阪府大阪市 

池田市立呉服小学校 大阪府池田市 

池田市立石橋小学校 大阪府池田市 

大阪教育大学附属池田小学校 大阪府池田市 

吹田市立岸部第二小学校 大阪府吹田市 

吹田市立山田第一小学校 大阪府吹田市 

高槻市立阿武野小学校 大阪府高槻市 

高槻市立清水小学校 大阪府高槻市 

高槻市立南大冠小学校 大阪府高槻市 

高槻市立北清水小学校 大阪府高槻市 

高槻市立南平台小学校 大阪府高槻市 

茨木市立春日小学校 大阪府茨木市 

茨木市立安威小学校 大阪府茨木市 

茨木市立玉櫛小学校 大阪府茨木市 

茨木市立彩都西小学校 大阪府茨木市 

箕面市立萱野小学校 大阪府箕面市 

箕面市立萱野東小学校 大阪府箕面市 

摂津市立鳥飼北小学校 大阪府摂津市 

豊能町立東ときわ台小学校 大阪府豊能郡 

豊能町立田尻小学校 大阪府豊能郡 

能勢町立岐尼小学校 大阪府豊能郡 

 

 
 

＜中学校＞  

開明中学校 大阪府大阪市 

同志社香里中学校 大阪府寝屋川市 

門真市立門真はすはな中学校 大阪府門真市 

清風南海中学校 大阪府高石市 

  

＜高等学校＞  

大阪府立泉北高等学校 大阪府 

奈良県立青翔高等学校 奈良県 

和歌山県立海南高等学校 和歌山県 

岡山理科大学附属高等学校 岡山県 

金光学園中学・高等学校 岡山県 

香川県立観音寺第一高等学校 香川県 

香川県立三本松高等学校 香川県 

岡山理科大学附属高等学校 A コース 岡山県 

  

＜大学＞  

大阪府立大学生命環境科学部 大阪府 

大阪大学理学部生物科学科 大阪府 

関西大学環境都市工学部 大阪府 

白鳳女子短期大学 奈良県 

岡山理科大学博物館学芸員課程 岡山県 

  

 

134



連携事業等

１．山陰海岸ジオパーク支援キャラバン

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 「ジオ・キャラバン」が鳥取砂丘に
やってくる！

鳥取砂丘ジオパークセン
ター

鳥取市 2013.4.1-14 4,272

2 ジオキャラバン	 in	 竹野 竹野北前館、御用地館 豊岡市 2013.7.13-31 6,499

3 ジオキャラバン	 in	 久美浜 稲葉本家 京丹後市 2013.8.2-9.3 2,858

4 ジオキャラバン	 in	 湖山池 湖山池情報プラザ、全国都
市緑化とっとりフェア

鳥取市 2013.9.25-10.22 390

5 ジオパークフェスティバル 但馬ドーム 豊岡市 2013.11.9-10 6,000

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 ひとはくキャラバンin西紀SA 西紀サービスエリア 篠山市 2013.4.1-21 66,500

2 移動博物館「ゆめはく」がやってき
た！

JAF兵庫支部尼崎事務所 尼崎市 2013.4.13 121

3 展示会「丹波竜の仲間達」 コモーレ丹波の森 丹波市 2013.4.26-5.6 2,062

4 ありまふじフェスティバル（春） 県立有馬富士公園 三田市 2013.4.27 5,170

5 企画展「歴民に化石がやってくる」 福崎町立神崎郡歴史民俗資
料館

福崎町 2013.4.27-5.12 547

6 三田ホテル2周年イベント 三田ホテル 三田市 2013.4.28 60

7 ロハスミーツ明石（春） 明石公園 明石市 2013.4.29 6,000

8 明舞団地ハピネスマーケット 明石市松が丘公園 明石市 2013.6.2 250

9 こども☆ひかりフェスティバル	 in
せんだい

仙台市農業園芸センター 仙台市 2013.6.8 1,946

10 こども☆ひかりフェスティバル	 in
ふくしま

福島市子どもの夢を育む施
設こむこむ

福島市 2013.6.9 1,157

11 こども☆ひかりキラキラ復興フェス
ティバル

岩手県立博物館 岩手県盛
岡市

2013.6.29 1,140

12 こども☆ひかりキラキラ復興フェス
ティバル

岩手県立博物館 岩手県盛
岡市

2013.6.30 1,299

13 ひとはくキャラバン	 in	 梁川天神社 梁川天神社（福島県伊達
市）

福島県伊
達市

2013.7.1 350

14 ひとはくキャラバン	 in	 道の駅みき 道の駅みき 三木市 2013.7.20-8.31 57,235

15 夏休み特別企画 瑞宝園 神戸市 2013.7.20-8.31 1,918

16 ひとはくキャラバン	 in	 加西市 加西市立善防公民館 加西市 2013.7.23-28 1,260

17 ひとはくキャラバン	 in	 淡路ハイ
ウェイオアシス

淡路ハイウェイオアシス 淡路市 2013.7.24-9.2 89,840

18 ひとはくキャラバンin大屋アート村
BIG	 LABO	 「大屋の石と大地のひみつ
を知ろう」

おおやアート村BIG	 LABO 養父市 2013.7.26-10.8 867

19 ひとはくキャラバン	 in	 加西市 加西市皿池公園 加西市 2013.7.27 40

20 三木木工ものづくり体験教室 かじやの里メッセみき 三木市 2013.7.28 100

21 ワークショップ移動博物館「ゆめは
く」発進!!

三原ショッピングプラザパ
ルティ

南あわじ
市

2013.8.3 70

22 ひとはくキャラバン	 in	 姫路市立南
大津公民館

姫路市立南大津公民館 姫路市 2013.8.11 21

23 さんふらわあ夏祭りファミリーク
ルーズ

フェリーさんふらわあ
（フェリー内）

神戸市 2013.8.25 300

２．主催アウトリーチ事業
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No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

24 NHKのど自慢会場 丹波市立青垣住民センター 丹波市 2013.9.14 160

25 中学校自由研究作品展 伊丹総合教育センター 伊丹市 2013.9.21 300

26 おもちゃ王国「はたらくくるま　大
集合！」

東条湖おもちゃ王国 加東市 2013.10.20 4,270

27 秋の恵み展　特別イベント 青垣いきものふれあいの里 丹波市 2013.10.19 48

28 ひとはくキャラバン	 触って楽しもうパールデイサービスセン
ター

神戸市 2013.10.21 20

29 大阪科学技術センター 大阪市 2013.11.24 500

30 丹波なみきまつり 県立丹波並木道中央公園 丹波市 2013.10.27 5,800

31 ふれあいの祭典 尼崎の森中央緑地 尼崎市 2013.11.2 800

32 淡路うずしおフェスティバル2013 国立淡路青少年交流の家 南あわじ
市

2013.11.10 357

33 丹波竜フェスタ ちーたんの館 丹波市 2013.12.7 1,000

34 あわジオフェスティバル2013 国営明石海峡公園 淡路市 2013.12.21-
2014.1.14

5,127

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 ネイチャーテクノロジー展「生きも
のってすごい！〜色あせないキレイ
な色の生きもの〜」

赤穂市立海洋科学館 赤穂市 2013.4.27-6.2 4,921

2 わくわくネイチャー・テクノロジー
ワークショップ「貝がらでかわいい
飾りをつくろう」

赤穂市立海洋科学館 赤穂市 2013.5.12 29

3 ひとはくKidsキャラバン	 in	 三田 キッズポート保育園 三田市 2013.7.17 49

4 ひとはくKidsキャラバン	 in	 宝塚 フレミラ宝塚 宝塚市 2013.7.30-31 410

5 ひとはくKidsキャラバン	 in	 神戸 神戸市立有野児童館 神戸市 2013.8..22 74

6 いろいろなムシ（昆虫標本展示） キッズポート保育園 三田市 2013.11.1-25 2700

7 ひとはくKidsキャラバン	 in	 宝塚 フレミラ宝塚 宝塚市 2013.11.2 44

8 ひとはくKidsキャラバン	 in	 西宮 西宮ニコニコ桜保育園 西宮市 2013.12.7 90

9 ひとはくKidsキャラバン	 in	 宝塚 宝塚市立中筋児童館 宝塚市 2013.12.14 15

10 ひとはくKidsキャラバン	 in	 宝塚 宝塚市立御殿山児童館 宝塚市 2013.12.26 26

11 ひとはくKidsキャラバン	 in	 宝塚 宝塚市立安倉児童館 宝塚市 2014.1.18 22

12 ひとはくKidsキャラバン	 in	 伊丹 伊丹市立ささはら幼稚園 西宮市 2014.1.21 80

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 学校キャラバン西在田小学校 加西市立西在田小学校 加西市 2013.5.1 108

2 天王寺川中学校 天王寺川中学校 伊丹市 2013.9.12-13 290

3 ３小合同交流会 宍粟市立波賀小学校 宍粟市 2013.10.23 386

５．その他

No. 事業名 実施場所 所在地 開催期間 ビジター数

1 ゆめはくカフェ ひとはく 三田市 2013.5.11 34

2 ひとはくフェスティバル ひとはく 三田市 2013.11.3 23,823

４．学校キャラバン

３．キッズキャラバン
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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 NPO法人 人と自然の
会

ドリームスタジオ 身近な自然を
テーマに、見た
り聞いたり触っ
たりと五感をフ
ルに活用して体
感できるプログ
ラムの実施

ひとはく 4/21, 5/19,
6/16, 7/21,
8/18, 9/15,
10/20, 11/17,
12/15, 2/16,
3/16

574 共催

2 NPO法人 人と自然の
会

花工房 押し花を使った
しおりづくり体験

ひとはく 4/21, 5/19,
6/16, 7/21,
8/18, 9/22,
10/20, 11/17,
12/15, 2/16,
3/16

488 共催

3 Labones ラボーンズ 丹波の恐竜化石発掘ｾﾐ
ﾅｰ

恐竜化石の発
掘体験

ひとはく 4/28, 5/5,
6/16, 7/28,
8/11,　8/14,
8/15,　9/15,
10/20,　3/30

500 共催

4 希少植物研究会 タネから育てる希少山野
草

希少な山野草
を種から栽培す
る

ひとはく 4/5 20 共催

5 ｱﾋﾟｽ同好会 愛蜂家基礎講座・上級
(全4回）

ミツバチに関す
る学習と体験

ひとはく 4/27,　5/25,
6/22,　7/13

100 共催

6 ｱﾋﾟｽ同好会 家族で蜂蜜しぼり 家族でミツバチ
を理解する

ひとはく 5/25 25 共催

7 NPO法人 人と自然の
会

四季の星空案内 プラネタリウムを
使った星空の解
説

ひとはく 5/14, 7/7,
10/13, 12/1

100 共催

8 NPO法人 人と自然の
会

人と自然の会入会セミ
ナー

人と自然の会の
入会案内

ひとはく 5/19 10 共催

9 run♪run♪plaza リトルサイエンティストのた
めのrun♪run♪Sunday☀

公園で自然の
不思議を体験

ひとはく 5/5,　6/2,
7/2,　9/1,
10/6,　12/1

100 共催

10 猪名川流域ひめぼたる
ネットワーク

いながわ・ひめぼたる・
うぃーく

姫ボタルの観察 ひとはく 5/23,　5/24,
5/25,　5/26

100 共催

11 猪名川流域ひめぼたる
ネットワーク

ヒメボタルインストラクター
養成コース(全6回)

ヒメボタル観察
の指導者養成

ひとはく 5/11,　5/25,
6/22,　6/29,
7/23

100 共催

12 希少植物研究会 挿し木で増やす希少山
野草

希少な山野草
を挿し木で増や
す

ひとはく 6/18 20 共催

13 NPO法人 人と自然の
会

コケ玉づくり コケで盆栽つく
り

ひとはく 6/9 20 共催

14 ｱﾋﾟｽ同好会 家族で蜂蜜しぼり 家族でミツバチ
を理解する

ひとはく 6/22 20 共催

15 ハチ北高原自然協会 ハチ北・蘇武岳の大地と
花をめぐる～香美町・山
のジオパークツアー

鉢北の自然観
察会

香美町
ハチ北高
原

6/29-30 15 共催

16 run♪run♪plaza ひとはく博士と行くハチ北
高原昆虫ｻﾏｰｽｸｰﾙ

鉢北で昆虫採
集と勉強会

香美町
ハチ北高
原

7/21, 7/26-
28,　8/3,
8/17,　8/25

50 共催

17 NPO法人 人と自然の
会

日本古来の藍の生葉染
め

藍の染色を通じ
て昔の知恵を学
ぶ

ひとはく 7/20 20 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

18 ｱﾋﾟｽ同好会 愛蜂家基礎講座・初級 ミツバチに関す
る学習と体験

ひとはく 9/21,　10/26,
11/23,　12/21

70 共催

19 希少植物研究会 秋の伊吹山高山植物観
察会

伊吹山の植物
観察会

伊吹山 9/10 15 共催

20 高瀬優子 ちいさな子どもの指導者
向け手で見る自然・生き
もの

指導者向け研
修会

ひとはく 9/1,　10/6,
12/1

60 共催

21 ハチ北高原自然協会 ハチ北高原　秋の自然観
察ツアー

鉢北の秋の植
物観察会

香美町
ハチ北高
原

10/2-3 15 共催

22 鳴く虫研究会「きんひば
り」

親と子の鳴く虫の夕べ 鳴く虫の観察会 道場町有
野川

10/5 20 共催

23 NPO法人 人と自然の
会

ひとはくのお正月～日本
の昔遊び～

お正月の行事
の体験

ひとはく 1/3 50 共催

24 フレミラ宝塚 「しぜんクラブ」の活動へ
の支援事業

指導者研修 宝塚 不定期 100 共催

25 宝塚自然保護協会 SATOYAMA講演会 里山講演会 宝塚市 5/18 101 共催

26 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

「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｣

指導者育成 小野市 不定期 100 共催

27 福崎町教育委員会 ～民俗学のふるさと・銀の
馬車道ふれあい事業～｢
歴史に化石がやってく
る！｣～第６幕　進化する
放散虫～

化石の展示 福崎町 4/27-5/12 547 共催

28 姫ボタル祭り実行委員
会

姫ボタルまつり ヒメボタル観察
会

山南町 6/15, 6/22,
6/29, 7/6

2,250 共催

29 GREEN　GRASS ｢植物画で語るキヨスミウ
ツボの生活｣展

キヨスミウツボの
展示

六甲高山
植物園

6/13-7/10 10,067 共催

30 神戸県民局 東お多福山草原生物多
様性ガイド養成講座

指導者創生 県民会
館、東お
多福山

6/29, 8/24,
10/14, 10/19,
11/27

59 共催

31 日本地質学会 第4回惑星地球フォトコン
テスト入選作品展

写真展 ひとはく 7/6-8/4 13,000 共催

32 折爪岳振興協議会 地域の宝ヒメボタルフェス
ティバルin折爪岳2013

ヒメボタルに関
する展示・観察
会

岩手県二
戸市

7/14, 15 200 共催

33 神戸市教育委員会 夏季企画展「発掘された
骨たち　－人と動物ー」

化石の展示 神戸市西
区

7/20-9/01 4,749 共催

34 兵庫県立図書館 巡回展示文庫「図書館を
活用した防災学習」

防災関連の展
示

明石市 7/19-9/18 56,576 共催

35 奇跡の星の植物館 トロピカルガーデンショー
ネイチャーデザイン展

自然のデザイン
の展示

淡路夢舞
台温室

7/13-9/29 28,623 共催

36 豊岡市 但馬国府・国分寺館　第
17回ミニ企画展「キラキラ
輝く昆虫たち」

昆虫の展示 但馬国
府・国分
寺館

7/20-9/1 1,848 共催

37 さんだサイエンスフェス
ティバル実行委員会

第３回さんだサイエンス
フェスティバル

科学関連のセミ
ナー

ひとはく 8/3 500 共催

38 兵庫県立図書館・徳島
県立図書館

兵庫県立図書館×徳島
県立図書館　興隆企画展
兵庫県発！！震災防災・
減災～阪神・淡路大震災
の教訓から～

防災関連の展
示

徳島県立
図書館

8/20-10/6 82,550 共催

39 南淡路市 ゆめはくがやってくる 移動博物館車
による展示

南淡路市 8/3 167 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

40 丹波市 丹波竜化石工房　化石ク
リーニング＆発掘体験セ
ミナー

化石発掘体験 丹波市 9/23 30 共催

41 こどもひかりプロジェクト 仙台しぜんかわらばん
2013

しぜんかわら版
の展示

ｽﾘｰｴﾑ仙
台科学館

10/12-10/20 3,000 共催

42 有馬富士自然学習セン
ター

たびするタネ展 タネの展示 有馬富士
自然学習
センター

10/12-1/19 27,554 共催

43 丹波市 丹波竜フェスタ2013 恐竜の展示 丹波市 11/23 1,000 共催

44 兵庫県立御影高等学
校

六甲山のキノコ展２０１４ きのこの展示 御影クラッ
セ

1/11-13 3,000 共催

45 淡路市教育委員会 国指定天然記念物　野島
断層普及講演会

野島断層に関
連する展示

北淡震災
記念公園
セミナー
ハウス

1/13 160 共催

46 ＮＰ法人松江ツーリズム
研究会

小泉八雲記念館企画展
「ヘルンさんとタヨウ星人」

生物多様性大
作戦のときに作
成したタヨウ星
人原画の展示

島根県松
江市小泉
八雲記念
館

4/6-9/30 62,806 協力

47 兵庫県立美術館 2013年度コレクション展I
「いのちの色　美術に息
づく植物」展

美術と植物の関
係を解説

県立美術
館

4/28, 6/15 50 協力

48 六甲山を活用する会 平成25年度「六甲山魅力
再発見市民セミナー」

六甲山で観察
会

神戸市六
甲山

4月, 6月, 8月,
10月

119 協力

49 六甲山を活用する会 2013年度｢六甲山子ども
パークレンジャー」の学習
綱領・運営方針づくり(不
定期）

運営方針の検
討

神戸市六
甲山

不定期 100 協力

50 六甲山を活用する会 2013夏の「六甲山子ども
ﾊﾟｰｸﾚﾝｼﾞｬｰを目指そ
う！」H25年8月4日

指導者育成 神戸市六
甲山

8/4 20 協力

51 六甲山を活用する会 2014冬の「六甲山子ども
ﾊﾟｰｸﾚﾝｼﾞｬｰを目指そ
う！」H26年2月2日

指導者育成 神戸市六
甲山

2/2 70 協力

52 六甲山を活用する会 平成25年度六甲山環境
整備協議会運営、および
｢二つ池環境学習林」の
景観整備・環境調査等の
指導者派遣(平成25年4
月～平成26年3月31日の
不定期）

指導者研修 神戸市六
甲山

不定期 25 協力

53 丹波市 御影クラッセイベント及び
伊丹空港空楽フェスタ
2013「恐竜ワークショップ
＆丹波竜化石展示」

恐竜関係の展
示

神戸市御
影クラッセ

4/28 2,500 協力

54 丹波市 丹波竜化石工房ちーた
んの館企画展　丹波竜復
元画大公開

恐竜関係の展
示

山南町 4/27-5/19 2,419 協力

55 NPO法人こどもとむしの
会

講演会と昆虫たいけんム
シのお話し５つ星レストラ
ン：春の献立

昆虫の講演会 神戸大学
滝川記念
館

5/6 300 協力

56 丹波市 丹波竜化石工房　化石ク
リーニング＆発掘体験セ
ミナー

化石の発掘体
験

ちーたん
の館

6/8, 7/14 80 協力

57 さんぽくらぶ イナゴをとって食べる、は
ちみつしぼり

蜂蜜絞りの体験 ひとはく 6/8, 6/25,
7/25, 9/30,
10/8, 10/9

81 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

58 佐賀県立宇宙科学館 2013ゆめぎんが夏の特別
企画展「ジャングルー熱
帯の森の生き物」

熱帯関係の展
示

宇宙科学
館

7/13-9/16 89,332 協力

59 丹波市 関西大学博物館なんでも
相談会「ちーたんと一緒
に作ろう！＆丹波竜化石
展示」

相談会 関西大千
里山キャ
ンパス

7/28 20 協力

60 弥生が丘自治会 弥生ふるさとまつり おまつり 弥生小学
校

8/24 4,000 協力

61 宝塚こども未来協議会 化石発掘体験、太古への
旅

化石発掘体験 阪急逆瀬
川アピア

8/21-24 200 協力

62 日本山岳会関西支部 第17回森の勉強会 里山の植物観
察会

ひとはく 10/5, 6 34 協力

63 公益社団法人日本山
岳会関西支部自然保
護委員会

森林と草原の学習会 草原の学習会 ひとはく 10/5, 6 15 協力

64 フェリシモしあわせの学
校

生物多様性おやこ講座
丹波篠山アドベンチャー
２　「ささやまカラフルパラ
ダイス～ドングリと鳴く虫」

親子相談会 ささやまな
家

11/16 20 協力

65 丹波市 丹波竜化石工房ちーた
んの館特別展「羽毛を
もった恐竜たち」

恐竜の展示 丹波市 11/23-1/13 4,626 協力

66 国立青少年交流の家 うずしおフェスティバル 渦潮関連の展
示

淡路市 11/10 1,767 協力

67 兵庫県園芸公園協会
共同体明石海峡公園
管理センター

あわジオフェスティバル
2013

地学関係の展
示

淡路市 12/21-1/13 7,408 協力

68 淡路夢舞台温室 淡路夢舞台ラン展2014 ランと昆虫の関
係を展示

夢舞台温
室

1/25-3/9 13,357 協力

69 宍粟市立図書館 巡回展示文庫｢図書館を
活用した防災学習」

防災学習の展
示

宍粟市立
図書館

1/17-2/8 2,642 協力

70 丹波市 丹波化石工房　化石ク
リーニング＆発掘体験セ
ミナー

化石発掘体験 丹波市 1/19 100 協力

71 明石文化芸術相勢財
団

アートショカン！　本のピ
クニック　恐竜ワールド

恐竜と本の関係
の展示

アスピア
明石

1/19 83 協力

72 県立図書館 アートショカン！　ホントノ
デアイびっくり箱

図書に関する展
示

アスピア
明石

3/8-3/10 1,000 協力

73 丹波市 空楽フェスタ(伊丹空港)｢
丹波竜化石工房恐竜
ワークショップ＆丹波竜
化石展示」

恐竜関係の展
示

伊丹空港 5/25 1,109 後援

74 江古花園運営委員会 第９回里山学校 里山の自然観
察会

青垣町東
芦田

7/7 40 後援

75 三木商工会議所 三木木工ものづくり体験
教室＆木工イベント

木工細工などの
展示

三木市 7/28 4,576 後援

76 江古花園運営委員会 第１０回里山学校 里山の植物観
察会

青垣町東
芦田

10/6 39 後援

77 宝塚市自然保護協会 湿原保全と紅葉の里山で
遊ぼうや

植物を使った
ワークショップ

宝塚自然
の家

11/17 49 後援

78 丸山湿原群保全の会 丸山湿原群保全の会シ
ンポジウム～兵庫の里山
の生物多様性の現状とそ
の保全について

湿原に関するシ
ンポジウム

西谷会館 2/15 78 後援
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ひとはくフェスティバル 2013 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 

アミーチ・ウインド・アンサンブル 

篠山市のまるいの 

丹波市のちーたん 

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「理科ボックスクラブ」 

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」 

NPO 法人 人と自然の会「ネイチャークラフトク

ラブ」 

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 

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） 

伊丹市昆虫館友の会・伊丹市昆虫館 

一般財団法人大阪市教育振興公社 キッズプ

ラザ大阪 

ひょうご考古楽倶楽部 

みんぱくミュージアムパートナーズ（MMP） 

兵庫県立丹波並木道中央公園 

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 

丹波竜化石工房「ちーたんの館」 

NPO 法人キッピーフレンズ＆有馬富士公園パ

ークセンター 

兵庫県立歴史博物館 

兵庫陶芸美術館 

明石市立天文科学館 

西宮市貝類館 

株式会社 エフコーポレーション 

株式会社 道下工務店神戸支店 

国立淡路青少年交流の家 

九州国立博物館 

兵庫県立図書館 

 

■飲食系出店団体 

有限会社 福助 

株式会社 飛行船 

カレーハウス CoCo 壱番屋 

企業組合 氷上つたの会 

三田ホテル 

峠茶屋 

社会福祉法人 まほろば 

ミツカンよかわビオトープ倶楽部 

LOCOCREPE 

まこれる三田の会 
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フロアサービス実績一覧 
 
のべ 23,068人参加 

 
デジタル紙芝居（のべ 9,703 人） 

アリマキのドロップ(481)	 	 たんぽぽレストラン(845)	 	 ころころだんちゃん(768) 
ひとはくナイトミュージアム(361)	 	 	 アンモナイト物語(853) 
タヨウ星人スナ・メリメリの冒険(836)	 	 くるりん･ひらりん空のたび(1,659) 
丹波の恐竜タンタンものがたり(726)	 	 	 コウちゃんの 60日間(726) 
ぶくぶくあわわ～森から川へのおくりもの(909) 
ススキ草原のオーケストラ(575)	 	 	 スミスネズミと 100年の森(964)	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

展示室ツアー（のべ 3,534 人） 

ひとはく不思議発見ツアー(278) 	 	 	 	 海のなかまたちツアー(527) 
ひょうごのどうぶつ(30) 	 	 	 	 	  	 	 ひょうごの自然じまんツアー(111) 
ボルネオジャングル探検ツアー(2,409)	 	 展示室ツアー(179) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

フロアスタッフとあそぼう（のべ 4,322 人） 
	 うきうきおりがみ～きょうりゅう(144)	 	 	 うみのカラフルさかな～浮沈子(93) 
	 おひなさまづくり(80)	 	 	 かたつむりクイリンング(72) 	 	 	 ハロウイン(88) 
	 きょうりゅうモビール(90)	 	 クリスマスモビール(64)	  はっぱ deかざろう!!(69) 
	 くるくるとぶタネ(162)	 	 こいのぼりであそぼう(170) 	 	 ひかる生きもの(200) 
こいのぼりいをとばそう(166)	 	 ころころだんごむし(45)	 	 	 ほねパズル(159) 
ダンゴムシのおめん(66)	 	 チョコで作る化石のレプリカ(136) 
ティラノ★ハット(78)	 	 どうぶつビンゴ～お正月 Ver(162) 	 	 画はくの日(647) 
はくぶつかんペーパークラフト(62)	 	 	 	 ひとはくキュービックパズル(56)	 	  
へんしん☆だんごむし(201)	 	 	 ゆめはくペーパークラフト(65) 
ゆらゆらきょうりゅう(77)	 	 	 ラフレシアを作ってみよう!!(45) 
リサイクルペーパー工作(96)	 	 化石のレプリカづくり(181) 	 川でさかなつり(565) 
恐竜☆化石うちわづくり(98)	 	 	 紙コップでつくる万華鏡(116)	 	  
風にのってとぶタネ(69) 
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うきうきワークショップ（のべ 3,471 人） 

	 アメリカマストドンハット(64)	  	 	  からくり!!かくれ屏風(151) 
	 くるくるとぶタネ(239)	 	 	 	 	 	 	  コノハムシペーパークラフト(83) 
	 スライムをつくろう!!(117)	 	 	 	 	 	 チョウのペーパークラフト(106) 
	 マジック★ちょきんばこ(103)	 	 	 	 	 ゆめはくペーパークラフト(234) 
	 簡単化石のレプリカづくり(2,148)	 	 	 恐竜★化石うちわづくり(60) 
	 六角パズル(130) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

ふかたん（のべ 215 人） 

	 ザリガニ捕まえられるかな？(102)	 	 きのこ GETだぜ!!(30) 
	 トカゲを探しにいこう(44)	 	 春の花さがし大作戦!!(19)	 	 初夏の鳥をさがそう(20) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

特注その他（のべ 1,823 人） 

	 特注デジタル紙芝居(1,490)	 	 特注展示室ツアー(101) 
	 特注恐竜ラボレク(41)	 	 きょうりゅう骨パズル(61) 
	 万華鏡づくり(68)	 	 楽しい化石学習とレプリカづくり(62) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

 
 

 

デジタル紙芝居	 
42% 

展示室ツアー	 
15% 

FSとあそぼう	 
19% 

うきうきWS 
15% 

ふかたん	 
1% 

特注	 
8% 

平成25年度 
　フロアサービス参加者数 

　　　23,068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
のみ）

助成金額（万
円）

1 地震断層等を活用した防災教育・地
学教育の展開

日本学術振興会 挑戦的萌芽研究 加藤茂弘 117

2 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（立命館
大学）

加藤茂弘 104

3 ラミダス化石等人類進化研究を中心
としたマクロ形態研究の推進と基盤
充実

日本学術振興会 特別推進研究 諏訪　元（東京大
学総合研究博物
館）

加藤茂弘 1170

4 日本産古生代後期有孔虫類の種多
様性と群集組成の時空分布

日本学術振興会 基盤研究（C) 小林文夫 156

5 恐竜化石を活かした自然史リテラ
シーの涵養と環境教育への展開

日本学術振興会 基盤研究（C) 佐藤裕司 古谷裕・三枝春
生・半田久美子・
池田忠広

143

6 広域分布する蘚苔類における地域
集団間分化の解明

日本学術振興会 基盤研究（C) 秋山弘之 247

7 東南アジア林冠部植物多様性と地
理的生態的な群集分化解明のため
の広域的インベントリー

日本学術振興会 基盤研究（A） 神崎護（京大） 秋山弘之 70

8 アリ－アリ擬態クモ共生系の食物連
鎖構造の解明：多様性創出は生態
系安定に寄与するか

日本学術振興会 基盤研究（C) 橋本佳明 48

9 東アジアの広域に見られるニホン
スッポン種群の個体群分類学的研
究

日本学術振興会 基盤研究（C） 太田英利 221

10 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 117

11 ジオパークにおける展示・学習施設
の活性化を促す学習プログラム構築
と博物館の役割

日本学術振興会 基盤研究（B) 先山徹 高野温子・高橋
晃・藤本真里・赤
澤宏樹

690

12 被災した子ども達が大人になるまで
―博物館こそができる長期継続型
支援システムの構築

日本学術振興会 基盤研究（Ｃ） 八木剛 赤澤宏樹・布施
静香・古谷裕・小
館誓治

5

13 分子生物学的手法によるオキナワキ
ノボリトカゲ外来個体群の原産地の
特定

日本学術振興会 基盤研究（C） 本多正尚（筑波
大）

太田英利 26

14 アリ擬態クモ類におけるミミック-モデ
ル関係の進化パターンの解明

住友財団基礎科
学研究助成

山﨑健史(鹿児島
大学）

橋本佳明 40

15 ジオパークにおける展示・学習施設
の活性化を促す学習プログラム構築
と博物館の役割

日本学術振興会 基盤研究（B) 先山徹 藤本真里・赤澤
宏樹・高野温子

20

16 被災した子ども達が大人になるまで
―博物館こそができる長期継続型
支援システムの構築

日本学術振興会 基盤研究（C) 八木剛 古谷裕・小舘誓
治・布施静香・赤
澤宏樹

10

17 伝統的な祭司空間にみる地域の自
然生態的インフラの継承システムに
関する研究

日本学術振興会 基盤研究（C） 上甫木昭春 上田萌子 25

18 スマトラ島西部地震からの現地漸進
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 26

19 ジオパークにおける展示・学習施設
の活性化を促す学習プログラム構築
と博物館の役割

日本学術振興会 基盤研究（B) 先山徹 藤本真里・赤澤
宏樹・高野温子

20

20 学校と連携した地域学習の展開に
関するアクションリサーチ

兵庫県シンクタン
ク等協議会自主
研究グループ調
査・研究助成

赤澤宏樹 赤澤宏樹・橋本
佳明・八木剛・藤
本真里・上田萌
子・西岡敬三

30
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助成課題名 助成者 種別 代表者名（所属）
分担者名（館員
のみ）

助成金額（万
円）

21 都市近接の沿岸域における
塩性湿地のマネジメント手法の検討

公益財団法人クリ
タ水・環境科学振
興財団

上田萌子 49

22 希少種ニホンイヌワシの保全－餌利
用の季節的変化を考慮した生息地
管理策の構築－

日本学術振興会 若手研究(B) 布野隆之 50

23 DAISYを応用したコミュニケーション
障がい者にもわかりやすい展示解説
技術の開発

日本学術振興会 基盤研究(C) 三谷雅純 33

24 受講者と探るカワバタモロコの絶滅
過程

日本学術振興会 挑戦的萌芽 田中哲夫 78

25 コミュニケーション障がい者にも理解
しやすい展示解説技術の研修

科学博物館活動
助成

三谷雅純 32

26 都市域における自然系エコミュージ
アム形成・持続的運営のための手法
の開発

日本学術振興会 若手研究（B) 橋本佳延 90

27 海岸植生の生物多様性保全に向け
た管理体系の構築－山陰海岸国立
公園を事例に

日本学術振興会 若手研究（B） 黒田有寿茂 104

28 照葉樹林の自然性および種多様性
の復元に関する基礎的研究

日本学術振興会 基盤研究（C) 石田弘明 黒田有寿茂・小
舘誓治

39

合計 3760

◆受託研究等

委託元 金額（円）

1 株式会社ミツカン
グループ本社

750,000

2 加西市 230,000

3 大阪ガス株式会
社

1,305,150

4 公益財団法人
ひょうご環境創造
協会

550,000

5 阪神南県民局 1,100,400

6 三田市 400,000

7 西日本高速道路
エンジニアリング
関西株式会社

628,000

8 阪神南県民局 1,712,550

9 パークマネジメントの人材養成に関
する研究その７

阪神北県民局 1,000,000

10 キリンビール株式
会社神戸工場

450,000

11 （株）神戸製鋼所 50,000

12 淡路市教育委員
会

270,000

13 兵庫県立淡路景
観園芸学校

350,000

8,796,100　

平成25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2）

平成25年度尼崎の森中央緑地新名神高速道路予定
地における地域性植物の移植・育苗業務委託

キリンビール神戸工場内レフュジアビオトープ創出に関
する研究

「KOBELCOの森」植生モニタリング調査養成業務

野島断層の保存・活用に関する研究

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

橋本佳延・黒田有寿茂

加藤茂弘

黒田有寿茂

合計

件　　名

シダ類等の栽培業務

ミツカンよかわビオトープ倶楽部の運営に関する研究そ
の2

加西市における「ひとはくキャラバン」の実施とその評価
業務

平成25年度大阪ガス株式会社姫路製造所等における
生物多様性対応関連業務

平成25年度尼崎の森中央緑地地域性苗木栽培業務

南公園里山保全・育成プロジェクト里山担い手養成業
務

藤本真里

高野温子・石田弘明・黒田有寿茂・
藤本真里

橋本佳延・石田弘明・黒田有寿茂

橋本佳延

橋本佳延

受託者

橋本佳延

橋本佳延

藤本真里

田中哲夫

橋本佳延・石田弘明・黒田有寿茂
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