
	

	

	

	

	

	

中瀬	 勲	 NAKASE, Isao 

兵庫県立大学名誉教授． 
昭和 23年大阪府生．大阪府立大学大学院農学研究科修
士課程修了．農学博士． 
兵庫県立丹波の森公苑長，兵庫県立淡路景観園芸学校顧問，

日本造園学会, 日本都市計画学会, 環境情報科学センタ
ー，日本学術会議等所属． 
 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．多自然居住地域でのまちづくりに関する実践的研

究 
２．ランドスケープ計画・設計論 

■論文・著書 
◎藤本真里・中瀬	 勲・赤松	 弘治・行徳	 昌則・宮

原	 一明・靍本	 寬・上田	 萌子（2015）食品工場
のビオトープにおける住民・企業・専門家協働型の

計画・運営に関する研究，ランドスケープ研究，78
（5），日本造園学会，印刷中. 

■その他著作 
中瀬勲(2014.6)「進化する組織」，情報誌「丹波の森」

No.49，（公財）兵庫丹波の森協会， 
中瀬勲(2015)「緑環境景観マネジメント研究科、景観
園芸学校にエール」，兵庫県立大学緑環境景観マネ

ジメント研究科 15周年	 淡路景観園芸学校開学 15
周年記念誌  
中瀬勲（2015）「地域理解学」，情報誌「丹波の森」No.50，
（公財）兵庫丹波の森協会， 

■学会役員など 
日本造園学会，校閲委員． 
日本造園学会，代議員． 
日本都市計画学会，学術研究発表論文・一般研究論文

審査部会，委員． 
環境情報科学センター，環境情報科学論文集査読委員

会，委員． 
兵庫県政学会，評議員． 
日本造園学会CPDプログラム認定委員会，委員． 
環境情報科学センター，第一企画委員． 
日本造園学会，関西支部，顧問． 
兵庫県立淡路景観園芸学校，顧問. 
日本学術会議，日本学術会議連携会員． 

■賞罰 
	 兵庫県立大学功績賞 

第 34回北村賞 
兵庫県教育功労者表彰（知事表彰） 
	

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館外講演 

	 中瀬勲，2014. 4，「花と緑のまちづくりと私たちの役割」，
講師，阪神シニアカレッジ，（60名）	
中瀬勲，2014.5，「住みたいまち高槻・まちづくりのコ
ツ」，講師，高槻市民環境会議，（60名） 
中瀬勲，2014.5，「三田の環境と景観まちづくり」，講
師，三田市生涯学習サポートクラブ，（80名） 
中瀬勲，2014.5，「まちづくり最前線」，講師，丹波OB
大学，（280名） 
中瀬勲，2014.5，「環境資源を活かしたまちづくり」，
講師，高槻市民環境大学，（40名） 
中瀬勲，2014.6，「博物館の活性化に向けた連携の在り
方」，講師，全国博物館館長会議，（400名） 
中瀬勲，2014.7，「20年先の地域づくりを考える」，講
師，丹波の森大学，（60名） 
中瀬勲，2014.7，「ふるさと丹波	 環境の現状と課題」，
講師、コーディネーター，ふるさと環境交流会 IN
丹波，（50名） 
中瀬勲，2014.7，「環境総論」，講師，たからづかECO
講座，（20名） 
中瀬勲，2014.8，特注セミナー，「小規模ミュージアム
ネットワーク（小さいとこネット）の誕生から展開

まで」，講師，高槻市民環境会議研修会，（49名） 
中瀬勲，2014.9，「ふるさと丹波の環境の現状と課題」，
講師，兵庫県立柏原高等学校「探求Ⅰ」，（40名） 
中瀬勲，2014.9，「地域をひらく・協働をつくる」，講
師，「プラットフォーム淡路」キックオフセミナー，

（60名） 
中瀬勲，2014.10，「風景を学ぶ」，講師，阪神シニアカ
レッジ伊丹，（60名） 
中瀬勲，2014.10，「ふるさとひょうごをアートする」，
講師，兵庫県立図書館，（60名） 
中瀬勲，2014.10，「兵庫をデザインする」，講師，ふる
さと創生塾，（40名） 
中瀬勲，2014.10，「造園１」，神戸シルバーカレッジ，
（60名） 
中瀬勲，2014.11，「人気博物館・動物園のウラ側」，鼎
談，高槻中学・高校ホームカミングデイ，（1200名） 
中瀬勲，2014.11，「博物館よもやま話」，講師，京都西

個人別成果報告に関する資料	
●館長	 	

No.1	

46



	

	

山ロータリークラブ卓話，（40名） 
中瀬勲，2014.11，「風景をデザインする」，講師，川西
市教育委員会まなび支援室，（40名） 
中瀬勲，2014.11，「造園２」，講師，神戸シルバーカレ
ッジ，（40名） 
中瀬勲，2014.12，「公園を楽しくなる場所に」，講師，
公園経営シンポジウム，名古屋市緑政土木局 緑地
部緑地利活用室（計 125名） 
中瀬勲，2015.2，「自然と共に生きる地域づくり」，講
師，いきいき学舎・フレミラ「環境・自然コース」，

フレミラ宝塚，（35名） 
中瀬勲，2015.2，「街づくりと造園学」，講師，いきい
き学舎・フレミラ「環境・自然コース」，フレミラ

宝塚，（37名） 
中瀬勲，2015.2，「県土をデザインする」，講師，いき
いきシニアゼミナール（午前・午後），フレミラ宝

塚，（計 70名） 
２．シンクタンク事業 
■行政等支援 
委員会等	 （計 117件） 
1993.3-（公財）兵庫丹波の森協会，理事． 
1994.10- 姫路市環境審議会，会長，姫路市． 
1996.4- （公財）兵庫丹波の森協会，丹波の森研究所，
所長． 

1996.7-  兵庫県立丹波の森公苑運営委員会，委員，（公
財）丹波の森公苑． 

1997.8-  建設省近畿地方建設局，自然環境アドバイザ
ー，（国土交通省）建設省． 

1998.8-  （財）ひょうご環境創造協会，環境アドバイ
ザー． 

1999.4- （財）都市緑化技術開発機構，研究顧問． 
2000.6- （社）大阪自然環境保全協会，里山保全アド
バイザー． 

2001.8-  関電公害防止協議会，委員長，兵庫県・姫路
市・関西電力株式会社． 

2002.3- （財）日本グラウンドワーク協会，評議員． 
2002.5   兵庫県立有馬富士公園運営・計画協議会，会
長，兵庫県県土整備部． 

2002.12- 兵庫県環境審議会，委員，兵庫県生活文化部
（県民政策部）． 

2003.2-  コミュニティ・ガーデン・ネットワーク，理
事，（財）都市緑化基金． 

2003.6-  （社）日本公園緑地協会，研究顧問． 
2003.10- 兵庫県高大連携等推進協議会，委員長，兵庫
県教育委員会． 

2004.6- （財）日本グラウンドワーク協会東海・近畿・
北陸ブロック会議，委員，（財）日本グラウンドワ

ーク協会． 
2004.7-  島本町環境保全審議会，会長，島本町． 
2004.7-  グリーンスクール審査委員会，委員，兵庫県
教育委員会． 

2004.12- 国営事業環境配慮アドバイザリーグループ，
アドバイザー，近畿農政局． 

2005.1-  兵庫県立甲山森林公園管理運営協議会，委員
長，兵庫県阪神南県民局． 

2005.4-  阪神北ビジョン委員会，アドバイザー，兵庫
県阪神北県民局． 

2005.5-	 神戸市建設局指定管理者候補者選定委員会，
委員長，神戸市． 

2005.7- 2014.9	 独立行政法人評価委員会日本万国博
覧会記念機構分科会，臨時委員，財務省． 

2005.7-  大門寺整備委員会，委員，宗教法人大門寺． 
2005.8-  兵庫県立丹波の森公苑，公苑長，（公財）兵
庫丹波の森協会． 

2005.8-  丹波OB大学，学長，兵庫県立丹波の森公苑． 
2005.8-  たんば共創の森，塾長，兵庫県立丹波の森公
苑． 

2005.9-  ひょうごガーデンマイスター認定委員会，委
員，（社）兵庫みどり公社．以降継続中 

2006.2-  事業評価監視委員会，常任委員，西日本高速
道路株式会社． 

2006.4- （財）公園緑地管理財団，研究顧問． 
2006.5-  丹波の森ふれあい中学生ソフトテニス大会
公苑長杯，実行委員長，丹波の森ふれあい中学生ソ

フトテニス大会実行委員会． 
2006.5-  丹波の森子ども環境塾『エコキッズクラブ』，
塾長，（公財）兵庫丹波の森協会． 

2006.10- 内ケ池整備に関する検討委員会，委員長，大
阪府，高槻市． 

2007.1-	 丹波年輪の里運営協議会，委員(長)，兵庫県
立年丹波年輪の里． 

2007.4-  神戸市公園緑地審議会，委員，会長（2011.4- ），
神戸市． 

2007.4-  神戸市公園緑地審議会運営部会，部会長，神
戸市． 

2007.6-	 丹波市恐竜を活かしたまちづくり協議会，委
員，丹波市． 

2007.6-  西播磨風景づくり支援センター，登録，兵庫
県西播磨県民局． 

2007.6-  しみん基金・こうべ助成事業審査委員会，委
員，特定非営利法人しみん基金・こうべ．(継続中) 

2007.7-  丹波恐竜化石にかかる事業連携推進会議，会
長，県立人と自然の博物館，丹波県民局，丹波市． 

2008.1-	 野生動物保護管理運営協議会，会長（2010.1
から），副会長，兵庫県農林水産部． 

2008.1-	 野生動物保護管理運営協議会，WLM推進部
会，部会長（代行），兵庫県農林水産部． 

2008.4-  丹波縄文の森塾，塾長，（公財）兵庫丹波の
森協会． 

2008.4-	 やしろの森公園運営協議会，委員，やしろの
森公園協会． 

2008.6-	 恐竜を活かしたまちづくりプロジェクトチ
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ーム，座長，兵庫県丹波県民局． 
2008.6-	 尼崎の森中央緑地植栽計画推進会議，委員，
兵庫県阪神南県民局． 

2009.1-  丹波の森大学，学長，（公財）兵庫丹波の森
協会． 

2009.5-	 県立祥雲館高等学校に係るスーパーサイエ
ンスハイスクール運営指導委員会，委員，兵庫県教

育委員会． 
2010.2-  たんば恐竜・哺乳類化石を活かしたまちづく
り推進協議会，副会長． 

2010.2-  円山川水系自然再生推進委員会，委員，近畿
地方整備局，兵庫県但馬県民局． 

2010.5-  兵庫の貴重な自然改訂委員会，委員，兵庫県
農政環境部． 

2010.6-  ひょうごの貴重な自然再生プロジェクト選
定委員会，委員，兵庫県農政環境部． 

2010.5-  新名神高速道路 大阪府域自然環境保全検討
委員会，委員長，西日本高速道路株式会社． 

2010.12- 新名神高速道路 兵庫県域自然環境保全検討
委員会，委員長，西日本高速道路株式会社． 

2011.4-  神戸市公園緑地審議会，計画・緑化部会，部
会長，神戸市． 

2011.5- （公財）兵庫県園芸・公園協会が指定管理者
となっている公園等の管理運営にかかる自己評価

システム検討委員会，委員長，（公財）兵庫県園芸・

公園協会． 
2011.5-  生物多様性ひょうご基金審査委員会，委員，
（財）ひょうご環境創造協会． 

2011.6-  生物多様性ひょうご戦略推進委員会，委員，
兵庫県農政環境部． 

2011.8-  西播磨花の郷選定委員会，委員長，兵庫県西
播磨県民局． 

2011.8-  ひょうごの生物多様性保全プロジェクト選
定委員会，委員長，兵庫県農政環境部． 

2011.8-	 名勝慶野松原保存整備委員会，委員，南あわ
じ市． 

2011.9   中央環境審議会瀬戸内海部会企画専門委員
会，委員，環境省． 

2011.9   東日本大震災ひょうごまちづくり専門家バ
ンク登録，（公財）兵庫県まちづくり技術センター． 

2011.10  あわじ環境未来島構想推進協議会，アドバイ
ザー，兵庫県淡路県民局． 

2011.10  あわじ環境未来島構想推進協議会企画委員
会，委員長，兵庫県淡路県民局． 

2011.10-  日本学術会議，連携会員，日本学術会議． 
2011.11  あわじ環境未来島構想推進事業審査会，委員，
兵庫県淡路県民局． 

2012.1-  （公財）兵庫県園芸･公園協会が指定管理者
となっている公園等の管理運営にかかる評価･検証

委員会，委員長，（公財）兵庫県園芸･公園協会. 
2012.3   兵庫県立丹波年輪の里運営協議会，委員長． 

2012.4   （公財）兵庫県園芸・公園協会，理事． 
2012.4   長期ビジョン審議会公募委員選考会議，委員，
兵庫県企画県民部． 

2012.7   播磨新宮～山崎間自然環境保全検討会，会長，
西日本高速道路株式会社． 

2012.8   環境基本計画検討小委員会，委員，兵庫県農
政環境部． 

2012.9   （仮称）関西広域連合環境保全計画に関する
有識者会議，委員，関西広域連合． 

2012.9   神戸市建設局自転車等駐車場整備・管理運営
事業者選定委員会，委員長，神戸市． 

2012.9-	 （新）森の円卓会議，会長，兵庫県立丹波並
木道中央公園，（公財）兵庫県園芸・公園協会． 

2012.10  長期ビジョン審議会環境優先社会・多彩な交
流社会分科会，部会長，兵庫県企画県民部． 

2012.10  加古川流域懇談会，委員長，国土交通省近畿
地方整備局． 

2013.1-   鵜殿ヨシ原の環境保全に関する検討会，委
員，NEXCO西日本． 

2013.4-  神戸市建設局指定管理者選定評価委員会，委員長，
神戸市． 

2013.4-  やしろの森公園運協会，評議員，やしろの森公園
協会． 

2013.4-  姫路市生物多様性地域戦略検討会，委員長，姫路
市． 

2013.4-	 神戸市公園緑地審議会，委員長，神戸市． 
2013.4-  北近畿豊岡自動車道（豊岡北～豊岡南）環境影響
評価技術検討委員会，委員長，国土交通省近畿地方整備

局． 
2013.4-	 神戸市建設局自転車等駐車場事業者選定委員会，
委員長，神戸市． 

2013.5-  新名神高速道路鵜殿ヨシ原の環境保全に関
する検討委員会，委員，西日本高速道路株式会社． 

2013.6-  あわじ環境未来島構想推進事業審査会，委員，
兵庫県淡路県民局． 

2013.6-  尼崎市公園緑地審議会，会長，尼崎市． 
2013.6-  淡路花博15周年記念事業企画委員会，委員，
淡路花博 15周年記念事業実行委員会． 

2013.6-  淡路花博 15周年記念事業エネルギーと暮ら
し部会，アドバイザー，淡路花博 15周年記念事業
実行委員会． 

2013.6-  姫路市生物多様性地域戦略検討会，会長，姫
路市． 

2013.6-  兵庫県環境審議会，委員，兵庫県． 
2013.7-  有馬富士公園運営･計画協議会，会長，（公
財）兵庫県園芸・公園協会． 

2013.7   中央環境審議会瀬戸内環境保全小委員会，専
門委員，環境省． 

2013.7   地域再生大作戦顕彰委員会，委員，兵庫県． 
2013.7   評価・検証委員会，委員長，（公財）兵庫県
園芸・公園協会． 
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2013.7   新名神高速道路大阪府域自然環境保全検討
委員会，委員長，西日本高速道路株式会社． 

2013.7   神戸市道路公社設置駐車場管理運営業務委
託業者選定評価委員会，委員長，神戸市道路公社． 

2013.7   三田市まちづくり基本条例進捗管理委員会，
委員，三田市． 

2013.10  日本科学未来館運営評価委員会，委員，日本
科学未来館． 

2013.12  六甲山フォレストプロジェクト・ブレインス
トーミング，委員，神戸市． 

2013.12  加陽湿地と中筋の未来を考える懇談会，アド
バイザー，豊岡市． 

2014.1   淡路花博 2015花みどりフェア県民提案事業
審査委員会，委員長，淡路花博記念事業実行委員会． 

2014.4   女性研究者活動支援事業外部評価委員会，委
員，武庫川女子大学． 

2014.4   ふるさとひょうご再生塾企画運営委員会，委
員長，（公財）兵庫県いきがい創造協会． 

2014.4- 阪神北地域ビジョン委員会，アドバイザー，
阪神北地域ビジョン委員会． 

2014.6	 兵庫県立明石公園サービスセンター物販・飲
食店出店者選定委員会，委員長，（公財）兵庫県園

芸・公園協会． 
2014.7-   総合企画委員会，委員，（公財）ひょうご
科学技術協会． 

2014.7   淡路花博 2015花みどりフェア国際シンポジ
ウム「パークマネジメントの未来」実行委員会，副

委員長，（一財）日本造園修景協会． 
2014.10   兵庫のゆたかさ研究会，委員，副座長，兵
庫県企画県民部． 

2014.10	 （一財）公園財団，研究顧問，（一財）公園
財団． 

2014.11   尼崎の森中央緑地整備計画検討委員会，委
員長，兵庫県阪神南県民センター． 

2014.11   野生動物保護管理運営協議会，委員，農政
環境部． 

2014.12   ため池の保全に関する条例検討委員会，委
員，兵庫県農政環境部． 
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佐藤裕司	 SATO, Hiroshi 

自然・環境評価研究部 
地域環境地質研究グループ 
研究部長 
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所	 地球科学研究部
門  教授． 
兵庫県立大学大学院 環境人間学研究科 共生博物部門 
兼担 
昭和 32 年大阪府生まれ．神戸大学大学院理学研究科修
士課程修了．学術博士（神戸大学）．日本第四紀学会，

日本陸水学会，日本藻類学会、日本珪藻学会、日本環境

教育学会等所属． 
 
＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
１．研究開発部門 
研究部長，研究部門会計担当 

２．プロジェクト 
恐竜化石を活かした地（知）の拠点づくり、篠山層フ

ィールドスタジオ事業．代表者 
加東市との連携と環境学習事業への支援．代表者 
篠山層群脊椎動物発掘調査事業．分担者 
地学系収蔵庫の資料整理の推進．分担者 
 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．完新世の相対的海水準変動に関する研究 
２．兵庫県における人類紀の環境変遷史に関する研究 
３．淡水産および汽水産藻類の多様性と水環境保全に

関する研究 
４．自然史リテラシーの涵養と環境教育への展開 

■論文・著書 
佐藤裕司（2014）珪藻分析を用いた完新世の相対的海
水準変動の復元．Diatom（日本珪藻学会誌），30（別
冊），31-40． 

Jaraula, C.M.B., Siringan, F.P., Klingel, R., Sato, H. and 
Yokoyama, Y.（2014）Records and causes of Holocene 
salinity shifts in Laguna de Bay, Philippines. Quaternary 
International, 349：207-220．(28 October 2014) 

■その他著作 
◎岸本清明・神田英昭・佐藤裕司（2014）小学校６年
生理科「大地のつくり」における恐竜化石の活用と地

質フィールドワークの効果	 － 大地の営みがもたら
す恩恵と災いを伝える試み －．人と自然，25：111-123. 

■研究発表 
佐藤裕司・岸本清明・神田英昭（2014）自然史リテラ

シーの涵養を指向する小学校６年生理科「大地のつ

くり」の試み－恐竜化石の活用と地質フィールドワ

ークの効果－．日本環境教育学会第 25 回大会，法
政大学，東京（8月） 
古谷	 裕・佐藤裕司・高瀬優子（2014）幼・保育園か
ら小学生までを対象とした地学教育の試み．日本地

学教育学会第 68 回全国大会，酪農学園大学キャン
パス，北海道（8月） 
佐藤裕司・小原正顕・加藤茂弘・伊藤謙・髙橋京子・

上田貴洋・橋爪節也・江口太郎・渡辺克典・小栗一

輝・林	 昭次・小林快次（2014）マチカネワニ化石
産出層（大阪層群中部更新統）における堆積環境の

再検討．日本第四紀学会 2014 年大会，東京大学柏
キャンパス，千葉（9月） 
北場育子・兵頭政幸・加藤茂弘・David L. Dettman・佐
藤裕司（2014）地球磁場の弱まりがもたらした気候
寒冷化とモンスーン変動．日本第四紀学会 2014 年
大会，東京大学柏キャンパス，千葉（9月） 
前垣内健太・北場育子・兵頭政幸・佐藤裕司（2014）
大阪湾堆積物コアの珪藻分析によるMIS 19の海面
変化．日本第四紀学会 2014 年大会，東京大学柏キ
ャンパス，千葉（9月） 
佐藤裕司・古谷	 裕・三枝春生・半田久美子・池田忠

広・岸本清明・神田英昭（2014）恐竜化石等を活か
した自然史リテラシーの育成と環境教育への展開．

第 11 回環境人間学フォーラム，兵庫県立大学姫路
環境人間キャンパス，兵庫（11月） 
高瀬優子・古谷	 裕・池田忠広・佐藤裕司（2014）未
就学児から小学校低学年を対象とした、化石や石こ

ろを使った科学教育プログラムの開発と実践．第 11
回環境人間学フォーラム，兵庫県立大学姫路環境人

間キャンパス，兵庫（11月） 
■学会役員など 

2014.6，日本第四紀学会・査読 
■助成を受けた研究 
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．文部科学省科学研究費・基盤研究（C）．
代表者（2014年度 70万円／総額 400万円） 

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4-2015.3	 現生淡水藻類の標本採集．丹波市・上
郡町など． 

■整理同定担当資料 
	 	 第四紀古環境資料，淡水産藻類標本 
 

＜事業推進＞ 
１． 生涯学習支援事業 

個人別成果報告に関する資料	

●自然・環境評価研究部	 	 地域環境地質研究グループ／	

埋蔵自然遺産研究グループ	

No.2	
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■セミナー 
館主催セミナー 
佐藤裕司，2014.5.18，オープンセミナー「解説！恐竜
ラボ」，博物館（11名） 
佐藤裕司，2014.7.20，オープンセミナー「解説！恐竜
ラボ」，博物館（14名） 
佐藤裕司，2014.7.21，「もう一つの播磨灘物語－縄文
海進と播磨灘の１万年史」，博物館．（全１回，15名） 
佐藤裕司，2014.7.31，特注セミナー「地球温暖化のは
なし」，城陽環境パートナーシップ（35名） 
佐藤裕司・NPO 法人 野生生物を調査研究する会，

2014.8.7，教職員・指導者セミナー「身近な生き物
観察②ビオトープ調査」，博物館・キリンビアパー

ク神戸．（4名） 
佐藤裕司，2014.9.15，オープンセミナー「アンモナイ
ト石けんを作ろう！」，博物館（57名） 
佐藤裕司，2014.9.21，オープンセミナー「解説！恐竜
ラボ」，博物館（12名） 
佐藤裕司，2014.10.4，5，「キリンビオトープのカワバ
タモロコ調査」，キリンビール（株）神戸工場，（全

２回，のべ 13名） 
佐藤裕司，2014.10.19，オープンセミナー「アンモナ
イト石けんを作ろう！」，博物館（31名） 
佐藤裕司，2014.11.9，オープンセミナー「アンモナイ
ト石けんを作ろう！」，博物館（57名） 
佐藤裕司，2014.11.23，オープンセミナー「解説！恐
竜ラボ」，博物館（17名） 
佐藤裕司，2015.3.8，オープンセミナー「解説！恐竜
ラボ」，博物館（19名） 
佐藤裕司，2014.9.17，10.15，11.19，12.17，1.7，1.21,
「環境教育特別ゼミ」，博物館．（全６回，のべ６名） 
佐藤裕司，2014.9.27，10.18，11.23，12.20，1.25，2.28，
「水圏自然史特別ゼミ」，博物館．（全６回，のべ６

名） 
館外講演 
佐藤裕司，2015.3.15，「チスジノリのふしぎな生態」，
上郡町山野里まちづくり推進協議会，山野里公民館．

（98名） 
兵庫県立大学・大学院教育 
兵庫県立大学全学共通教育科目「共生博物学」（オム

ニバス形式，代表） 
大学院担当授業科目「陸・水圏自然史特別演習」 
兵庫県立大学 COC 事業地域資源マネジメントプロジ
ェクト（篠山・丹波地域・地域戦略会議議長） 

非常勤講師 
2014.6.28，「瀬戸内海学入門」（2/15コマ），神戸大学・
大学教育推進機構． 

2015.3.4,5,6,7, 「博物館（学内）実務実習」，神戸大学
（実習地；博物館）． 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.9.30，第 6 回加東市ノーベル大賞応募作品審査，
加東市教育委員会，加東市立三草小学校，加東市と

の協力協定事業／主担当 

2014.10.26，第 6 回加東市ノーベル大賞表彰・講評，
加東市教育委員会，加東市立滝野図書館，加東市と

の協力協定事業／主担当 
■共催・協力・後援事業 

2014.7.26-8.30，奇跡の古代鰐（わに）マチカネワニ－
発見 50 年の軌跡－，大阪大学総合学術博物館，豊
中市．協力／主担当 

■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
野生生物を調査研究する会，副担当（協働） 
いしころクラブ，副担当（協働） 
岸本清明，主担当（協働） 
東山真也，主担当（協働） 
吉竹久男，副担当（指導） 
横内悦実，副担当（指導） 
松原薫，副担当（指導） 
村上鷹夫，副担当（指導） 
村上茂，副担当（指導） 
友井幹雄，副担当（指導） 
友井芳郎，副担当（指導） 
鈴木正太郎，副担当（指導） 
荒木幸枝，副担当（指導） 
大江孝治，副担当（指導） 
酒井將瑞，副担当（指導） 
中塚達子，副担当（指導） 
中西一郎，副担当（指導） 
吉竹恵子，副担当（指導） 
成果発表 
2014年 12月，紀要「人と自然」研究報告，小学校６
年生理科「大地のつくり」における恐竜化石の活用

と地質フィールドワークの効果	 － 大地の営みが
もたらす恩恵と災いを伝える試み －．（共著） 

■学校教育支援 
学校団体対応 
2014.5.15，「水のはなし」，甲子園学院小学校１・３年
生 

2014.5.15，「地球温暖化のはなし」，甲子園学院小学校
４・６年生 

2014.10.2，「水のはなし」，猪名川町立松尾台小学校４
年生 

2014.10.7，「水のはなし」，姫路市立峰相小学校３年生 
2014.10.30，「地球温暖化のはなし」，加古川市立両荘
中学校１年生 

講師派遣 
2014.9.22，「地球史から読み解く温暖化問題」，兵庫県
立高砂南高校（47名） 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2014.8.15，16，高知大学理学部学生ほか	 ８名 
卒論生等 
2014.4-2015.3，前垣内健太（神戸大学大学院理学研究
科博士課程前期） 

2014.9-2015.3，田中郁子（神戸大学大学院理学研究科
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博士課程後期） 
２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
地学系収蔵庫等の案内，2回，7名． 

■行政等支援 
委員会等	 （計８件） 
2014.4-2015.3,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・企画運営委員会，委員，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 
2014.4-2015.3，三田市環境審議会，委員，三田市経済
環境部環境政策局環境・省エネ推進課 

2014.4-2015.3, 生物多様性アドバイザー，兵庫県農政
環境部環境創造局自然環境課 

2014.4-2015.3, 篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会，
委員，篠山市教育委員会 

2014.4-2015.3，加東市とひとはく協力協定連携推進会
議，委員，加東市教育委員会 

2012.7-2015.6，希少野生動植物種保存推進員，環境省
自然環境局野生生物課 

2014.4-2015.3，三田市環境審議会，委員，三田市経済
環境部環境政策局環境・省エネ推進課 

2014.4-2015.3，丹波・篠山恐竜フィールドミュージア
ム構想検討委員会，委員，公益財団法人兵庫丹波の

森協会 
相談・指導助言 
	 来訪者 21件，31名．電話・FAX相談 10件，メー
ル相談 35件． 
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加藤	 茂弘，KATO，Shigehiro 

自然・環境評価研究部 
地域環境地質研究グループ 
主任研究員 
昭和 35 年岐阜県生．東京大学大学院理学系研究科博士
課程単位取得後退学．理学修士．日本第四紀学会，日本

活断層学会，日本人類学会，日本地理学会，日本地質学

会，日本地形学連合，東北地理学会，ナイル・エチオピ

ア学会等所属． 
 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．タスクフォース	 	 大学連携タスクフォース 
サブリーダー 

２．研究開発部門 
研究担当 

３．プロジェクト 
地学系収蔵庫の資料整理の推進．分担者 

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．火山灰層序に基づく後期新生代の古環境変動に関

する研究 
２．近畿地方の活断層と地殻変動に関する研究 
３．地震断層の保存と活用に関する研究 

■論文・著書 
山田圭太郎・加藤茂弘・岡田篤正・石村大輔（2015）
福井県敦賀市内池見における池見断層の地下形状

と活動性．活断層研究，42，55-71． 
■その他著作 
加藤茂弘（2014）エチオピアのテフラ研究－コンソ遺
跡におけるテフラ編年学的研究－．「長岡信治教授

－海から山，火山でのフィールドワーク－」，月刊

地球，36，No.8，256-265． 
◎Okada, A., Echigo, T. and Katoh, S. (2015) Hokudan 

International Sumposium on Active Faulting 2015, 
One-day field trip guide (January 16, 2015), The 
Operation Committee of the Hokudan International 
Symposium on Active Faulting, 58p． 
◎加藤茂弘・岡田篤正（2015）北淡国際活断層シンポジ
ウム2015～野島断層活用フォーラム～報告．活断層研究，
42，76-78． 
◎加藤茂弘（2015）阪神・淡路大震災20年シンポジウム「地
震災害の軽減に向けた研究者たちのメッセージ－阪神・淡

路大震災 20年：地震関連科学の到達点と新たな決意－」
報告．活断層研究，42，78-81． 

■ブログへの情報提供 
４件 

■研究発表 
加藤茂弘・兵頭政幸・竹下欣宏・檀原	 徹・岩野英樹・

坂田周平・平田岳史（2014.9）上総層群白尾テフラ
と古期御岳テフラ YUT5 の対比と YUT5 の

LA-ICP-MS法による FT年代および U-Pb年代．日
本第四紀学会 2014年大会，東京大学，柏市． 
◎加藤茂弘・古谷	 裕・川東丈純（2014.10）日本にお
ける明治以降の地震断層の保存と活用：現状と課題．

日本活断層学会 2014 年秋季学術大会，東北大学片
平さくらホール，仙台市． 
◎Katoh, S., Matsubara, N., Funo, T., Kawahigashi, T., 

Takase, Y., Ueda, M., Yamazaki, Y.（2015.1）Proposal to 
establish the 921 Earthquake Geo-park in Central Taiwan 
focusing on education to mitigate natural disaster risk. 
The keys to mitigate risks from extreme earthquake 
hazards: “Remember Kobe.”, Hokudan International 
Symposium on Active Faulting in commemoration of the 
20th Anniversary of the 1995 Great Hanshin-Awaji 
Earthquake, Awaji Yumebutai International Conference 
Center, Awaji City, Hyogo, Japan． 
◎小田佑介・ 山口	 覚・ 村上英記・加藤茂弘・上嶋	
誠・三島稔明・大内悠平（2014.5）山崎断層帯主部
のセグメントギャップにおける地下電気比抵抗構

造（2）．2014年度地球惑星科学連合大会，パシフィ
コ横浜，横浜市． 
兵頭政幸・高崎健太・松下隼人・北場育子・加藤茂弘・

北村晃寿・岡田	 誠（2014.5）定方位掘削コアによ
る千葉セクションの高解像度磁気層序．2014年度地
球惑星科学連合大会，パシフィコ横浜，横浜市． 
◎石山琢子・村津啓太・加藤茂弘・先山	 徹・楠	 房

子・稲垣成哲・寺野隆雄（2014.5）Stamp-On：博物
館展示支援システムの実装と予備的評価．第 7回日
本科学教育学会研究会，島根大学，松江市． 
◎Yamaguchi, S., Ueda, S., Kubota, T., Oda, Y., Murakami, 

H., Kato, S., Mishima, T., Nishigami, K., Mamada, Y.
（ 2014.8 ） Variation on Subsurface Conductivity 
Structure Beneath the Fault Trace, the Termini of the 
Fault Trace, and Gap of the Surface Trace of an Active 
Fault Yamasaki Fault System. Asia Oceania Geosciences 
Society, Annual Meeting 2014 at Sapporo, Royton 
Sapporo Hotel, Sapporo． 
◎Yamaguchi, S., Ueda, S., Kubota, T., Oda, Y., Ito, S., 

Mishima, T., Murakami, H., Kato, S., Nishigami, K., 
Mamada, Y.（2015.1）Electrical conductivity structure 
beneath the line, termination, and gap of surface fault 
traces in the Yamasaki Fault Zone, southwest Japan. The 
keys to mitigate risks from extreme earthquake hazards: 
“Remember Kobe.”, Hokudan International Symposium 
on Active Faulting in commemoration of the 20th 
Anniversary of the 1995 Great Hanshin-Awaji 
Earthquake, Awaji Yumebutai International Conference 
Center, Awaji City, Hyogo, Japan． 
岡田篤正・加藤茂弘・石村大輔・山田圭太郎・戸田	 茂

（2014.9）袋状埋積谷に着目した湖北地域における
伏在活断層の地下構造と形成過程．日本第四紀学会

2014年大会，東京大学，柏市． 
岡田篤正・加藤茂弘・石村大輔・山田浩二・末廣匡基・
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柳田	 誠（2014.10）湖北地域の八田部・在原盆地に
おける伏在活断層の反射法地震探査．日本活断層学

会 2014 年秋季学術大会，東北大学片平さくらホー
ル，仙台市． 
山田圭太郎・岡田篤正・加藤茂弘・石村大輔（2014.9）
福井県敦賀市内池見における池見断層の形状と活

動性．日本第四紀学会 2014 年大会，東京大学，柏
市． 
佐藤裕司・小原正顕・加藤茂弘・伊藤	 謙・高橋京子・

上田貴洋・橋爪節也・江口太郎・渡辺克典・小栗一

輝・林	 昭次・小林快次（2014.9）マチカネワニ化
石産出層（大阪層群中部更新統）における堆積環境

の再検討．日本第四紀学会 2014年大会，東京大学，
柏市． 
◎北場育子・兵頭政幸・加藤茂弘・David L. Dettman・
佐藤裕司（2014.9）地球磁場の弱まりがもたらした
気候寒冷化とモンスーン変動．日本第四紀学会 2014
年大会，東京大学，柏市． 
◎中野恒佑・北場育子・加藤茂弘・兵頭政幸（2014.9）
大阪湾堆積物コアの花粉記録から見た海洋酸素同

位体ステージ 11の気候変化．日本第四紀学会 2014
年大会，東京大学，柏市． 
松下隼人・兵頭政幸・高崎健太・北場育子・加藤茂弘・

北村晃寿・岡田	 誠（2014.9）上総層群国本層の定
方位コアの discrete 試料の古地磁気分析．日本第四
紀学会 2014年大会，東京大学，柏市． 
◎伊東修平・山口	 覚・小田佑介・村上英記・加藤茂

弘・上嶋	 誠（2015.1）山崎断層系琵琶甲断層の地
下比抵抗構造．2014年度Conductivity Anomaly 研究
会，京都大学防災研究所，宇治市． 

■学会役員など 
日本第四紀学会，INQUA2015 年プレ巡検（山陰海岸
ジオパーク）担当（2013年 4月～2015年 8月） 
日本活断層学会，兵庫県南部地震 20 周年シンポジウ
ム実行委員会委員（2014年 6月～2015年 3月） 

■助成を受けた研究 
地震断層等を活用した防災教育・地学教育の展開．文

部科学省科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究），研

究代表者（金額 127万円／総額 351万円） 
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．文部科学省科学研究費補

助金（特別推進研究），研究分担者（金額 650 万円
／総額 6214万円） 

■海外調査 
2014.5	 台湾（竹山車龍埔断層保存館や近隣地区にお
ける地震断層の保存・活用状況に関する調査） 

2014.11 台湾（国際シンポジウム参加と，中国四川地
震の震災遺構の保存・活用状況に関する情報収集） 

2015.2-3，エチオピア（チョローラ層の哺乳類化石の
探索と堆積年代の年代決定に関する調査） 

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.6, 第四紀海成層堆積物，豊岡市． 

2015.2-3，エチオピア，アファー地溝帯南部のチョロ
ーラ層中の火山灰，軽石層など，エチオピア． 

■受贈担当資料 
2014.8-2015.3, 工藤地科学コレクション（大屋町産ヒ
スイ輝石とその関連標本・文献資料，および兵庫県

内を主体とする岩石・鉱物標本），約 200点． 
■整理同定担当資料 
第四紀堆積物（火山灰，ボーリングコア等，活断層・

地層のはぎとり標本等）． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
加藤茂弘，2014.6.22，「暗やみで光る岩石や鉱物を見
てみよう」，人と自然の博物館．（90名） 
加藤茂弘，2013.7.12-13，「火山灰を調べる：上級編（全

2回）」，人と自然の博物館．（5名） 
加藤茂弘，2014.7.20，「暗やみで光る岩石や鉱物を見
てみよう」，人と自然の博物館．（95名） 
加藤茂弘，2013.7.26-27，「火山灰を調べる：上級編（全

2回）」，人と自然の博物館．（5名） 
加藤茂弘，2014.8.2，「暗やみで光る岩石や鉱物を見て
みよう」，人と自然の博物館．（120名） 
加藤茂弘，2014.8.4，「遊びで学ぶ	 活断層と地震」，
人と自然の博物館．（35名） 
加藤茂弘，2014.11.16，「ひょうごの活断層はぎとり展
示」解説，人と自然の博物館．（15名） 
加藤茂弘，2014.12.14，「ひょうごの活断層はぎとり展
示」解説，人と自然の博物館．（13名） 
石ころクラブ・先山	 徹・加藤茂弘，2014.6.8-2015.2.11，
「石ころクラブ勉強会（全７回）」，人と自然の博物

館．（130名） 
特注セミナー 
加藤茂弘，2014.6.17，「見直される近未来の南海地震」，
鉱物クラブ，人と自然の博物館．（27名） 
加藤茂弘，2014.8.5，「淡路島の大地のなりたち」，鉱
物クラブ，人と自然の博物館．（23名） 
加藤茂弘，2014.8.22，「暗やみで光る岩石や鉱物を見
てみよう」，馬路児童館，人と自然の博物館．（28名） 
加藤茂弘，2014.9.12，「火山灰を調べる＋展示解説」，
兵庫教育大学，人と自然の博物館．（15名） 
加藤茂弘，2014.12.9，「地震はどうして起こるのか？」，
尼崎市小田地区婦人連絡協議会，人と自然の博物館．

（21名） 
館外講演 
加藤茂弘，2014.6.28，「山崎断層帯を科学する」，平成

26年度宍粟学講座，講師，宍粟防災センター，宍粟
市．（75名） 
加藤茂弘，2014.8.16，「野島断層親子体験学習講座」，
野島断層保存館見学ツアー，講師，淡路市教育委員

会，北淡震災記念公園セミナーハウス，淡路市．（64
名）． 
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塚本健二・上田萌子・加藤茂弘，2014.8.16，「野島断
層親子体験学習講座」，簡単!化石のレプリカづくり，
講師，淡路市教育委員会，北淡震災記念公園セミナ

ーハウス，淡路市．（64名）． 
加藤茂弘，2014.8.23，ナマズウシ先生とたのしく学ぼ
う「地震・津波のしくみ」，動く断層ペーパークラ

フト＆断層ドミノ，講師，南あわじ市南淡図書館，

南あわじ市．（25名） 
加藤茂弘，2014.10.23，「見直される近未来の南海地震
像」，阪神シニアカレッジ 2 年生，講師，宝塚ソリ
オ，宝塚市．（154名） 
加藤茂弘，2014.11.4，「淡路島北部の地形・地質と活
断層」，鉱物クラブ，絵島，野島江碕灯台，野島断

層保存館ほか，淡路市．（22名） 
加藤茂弘，2014.11.5，「エチオピアの大地に人類進化
の謎を探る」，阪神シニアカレッジ 4 年生，講師，
宝塚ソリオ，宝塚市．（115名）． 
加藤茂弘，2014.11.26，「中山寺周辺の活断層を歩く」，
いきいき学舎・フレミラ	 専門コース（環境・自然

コース），講師，フレミラ宝塚，宝塚市．（37名） 
加藤茂弘，2014.11.26，「宝塚の活断層と近未来の大地
震」，いきいき学舎・フレミラ	 専門コース（環境・

自然コース），講師，フレミラ宝塚，宝塚市．（40名） 
加藤茂弘，2015.1.17，「野島断層活用フォーラム」，淡
路市教育委員会，パネルディスカッション，コーデ

ィネーター，北淡震災記念公園セミナーハウス，淡

路市．（60名） 
加藤茂弘，2015.2.1，「ナマズウシ先生の防災講座」，
講師，明石市立天文科学館，明石市．（10名） 
加藤茂弘，2015.2.1，「ドミノ倒しで学ぶ活断層」，講
師，兵庫県立図書館，明石市．（20名） 

テレビ・ラジオ等出演 
４件 
2015.8.28，おはよう朝日です「関西の土砂災害」，朝
日放送 

2015.1.18，NHK スペシャル「シリーズ阪神・淡路大
震災 20年	 第 2回都市直下地震 20年目の警告」，
NHKなど 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.7.26-8.31，「淡路ハイウェイオアシス恐竜展示

2014」，淡路ハイウェイオアシス，淡路市． 
2014.7.15，「淡路ハイウェイオアシスゆめはく展示」
（展示準備と解説），淡路ハイウェイオアシス，淡

路市． 
2015.1.12-2015.1.16，ひょうごの活断層はぎとり標本展
示と野島断層写真展（代表者）．北淡震災記念公園

セミナーハウス，淡路市． 
2015.1.16-2015.2.10，ひょうごの活断層はぎとり標本展
示（須磨断層と暮坂峠断層）．兵庫県庁，神戸市． 

■共催・協力・後援事業 
2014.8.8-9.3，図書館×ひとはく連携展示！「ナマズウ
シ先生の巡回展示文庫―図書館を活用した防災学

習展―」，南あわじ市南淡図書館，南あわじ市．共

催（展示およびセミナーの企画・実施など） 
2014.8.9-8.17，「サンシャインホール親子体験学習講座」
および企画展示会「淡路島の誕生と化石」，淡路市

教育委員会，淡路市立サンシャインホール，淡路市．

共催（展示およびセミナーの企画・実施など） 
2014.8.16，「野島断層親子体験学習講座」，淡路市教育
委員会，北淡震災記念公園セミナーハウス，淡路市．

共催（セミナーの企画・実施など） 
2015.1.17，「野島断層活用フォーラム」，淡路市教育委
員会，北淡震災記念公園セミナーハウス，淡路市．

共催（主担当；フォーラムの企画・実施など） 
2015.1.24，地震被害の軽減に向けた研究者たちのメッ
セージ「阪神・淡路大震災 20 年：地震関連科学の
到達点と新たな決意」，兵庫私学会館．共催（実行

委員） 
2015.2.1，特別展「地球科学から考える防災展	 ワー
クショップ」，明石天文科学館・兵庫県立図書館，

明石市．共催（主担当；セミナーの企画・実施など 
2015.1.12-16，北淡国際活断層シンポジウム 2015，
「Remember Kobe!」，北淡国際活断層シンポジウム
実行委員会，兵庫県立淡路夢舞台国際会議場ほか，

淡路市．協力（実行委員） 
2015.1.17-3.15，特別展「～兵庫県南部地震から 20 年
～地球科学から考える防災展」，明石市立天文科学

館，明石市．協力（展示品の貸出と解説文作成など） 
2015.2.16-4.19，徳島県立図書館×兵庫県立図書館	 交
流展示「兵庫県立図書館ビブリオ堂～図書館を活用

した歴史・防災学習～」，徳島県立図書館，徳島市．

協力（展示品の作成・貸出） 
■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
石ころクラブ，主担当（指導） 
南あわじ地学の会，副担当（指導・協働） 
舟木冴子，主担当（指導） 
野田富士樹，副担当（指導・協働） 
成果発表 
2015.2.11，第 10回共生のひろば，「石ころクラブの創
設から本年までの活動報告」，藤本啓二・松原	 勝

（石ころクラブ）．指導・協働 
2015.2.11，第 10回共生のひろば，「多田銀銅山の鉱物」，
藤本啓二・松原	 勝（石ころクラブ）．指導・協働 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6.3-6.6，三田市立けやき台中学校２名，三田市立
藍中学校１名．（ボーリングコアの整理ほか） 

学校団体対応 
2014.4.25，「アフリカの大地に人類進化の謎を探る」，
大阪府立泉北高等学校，人と自然の博物館．（129名） 

2014.6.14，「地震はどうして起こるのか」，神戸龍谷中
学校・高等学校，人と自然の博物館．（11名） 

2014.6.14，「断層のペーパークラフト作り」，神戸龍谷
中学校・高等学校，人と自然の博物館．（11名） 

2014.9.25，「六甲山地周辺の地形と地質」，兵庫県立舞
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子高等学校，人と自然の博物館．（42名） 
2014.10.28，「地震はどうして起こるのか？」，猪名川
町立稲川中学校，人と自然の博物館．（260名） 

講師派遣 
2014.6.23，「見直される近未来の南海地震」，講師，兵
庫県立舞子高等学校環境防災科．（45名） 

■研修生等の受入 
卒論生等 
2014.4- 2015.3，山田圭太郎（京都大学大学院理学系研
究科博士課程），近畿地方の活断層・古地震研究． 

2014.4- 2015.3，伊東修平（大阪市立大学理学部地球学
科），山崎断層帯東部の地下比抵抗構造の研究． 

■展示 
2014.4-2015.3，2 階常設展示「ひとはく多様性フロア
～魅せる収蔵庫トライやる～」コーナーの岩石展示

追加や修繕，および 3 階常設展示「上昇する六甲」
コーナーの管理・修繕．（責任者） 

2014.11.8-2015.1.4，震災 20年	 ひょうごの活断層はぎ
とり標本展示．人と自然の博物館 4F ひとはくサロ
ン．（責任者） 

2014.9-2015.3，1階常設展示「グローバルヴィション」
コーナーの修繕．（分担者） 

2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」．
（分担者） 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
野島断層の保存と活用に関する研究（研究代表者），

淡路市教育委員会，金額 30万円． 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
地学系収蔵庫等の案内，7回，20名． 

■行政等支援 
委員会等	 （計 3件） 
2014.4-2015.3，野島断層活用委員会，委員，淡路市教
育委員会． 

2014.9-2015.3，北淡国際活断層シンポジウム 2015実行
委員会，委員，淡路市教育委員会． 

2014.11-2015.3，平成 26年度治水地形分類（近畿地区）
判定委員会，委員，国土交通省国土地理院． 

相談・指導助言 
来訪者 20件，40名．電話・FAX相談 40件，メール
相談 120件． 

2014.4，津波堆積物のはぎとり標本の作成と展示品加
工に関する助言・指導．東北大学災害科学国際研究

所． 
2014.7-2015.3，特別企画展「阪神・淡路大震災 20年	 災
害と歴史遺産－被災文化財等レスキュー活動の 20
年－」における鯰絵等の資料貸出と助言，兵庫県立

歴史博物館． 
■学会開催等支援 

2014.4.2, 日本活断層学会総会，パシフィコ横浜，60
名．（加藤茂弘，議長） 

2015.1.13-15，北淡国際活断層シンポジウム 2015，夢
舞台国際会議場及び北淡震災記念公園セミナーハ

ウス，185 名（加藤茂弘，組織委員会・実行委員会
委員） 

2015.1.24，地震被害の軽減に向けた研究者たちのメッ
セージ「阪神・淡路大震災 20 年：地震関連科学の
到達点と新たな決意」，兵庫私学会館，130名（加藤
茂弘，実行委員会委員） 
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菊池	 直樹	 KIKUCHI, Naoki 

自然・環境評価研究部 
地域環境地質研究グループ 
研究員 
昭和４６年福岡県生．高知大学大学院理学研究科博士課

程単位取得退学．理学修士． 
 

＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．事業推進部門	 生涯学習推進室 
２．プロジェクト 
地学系収蔵庫の資料整理の推進．分担者 
2014年度収蔵コレクション展示：ゾルンホーフェンの
化石．分担者 

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．堆積作用に規制された底生動物化石群の古生態学 
２．深海二枚貝オオハネガイ類の古生態学  
３．歴史時代の貝類古生物学  
４．ジオ・アーケオロジー 

■論文・著書 
◎近藤康生・松原 啓・山田悠人・山岡勇太・菊池直
樹(2014)上部鮮新統穴内層のMIS G3-G2層準から得
られたイタヤガイ科二枚貝の絶滅種 Amussiopecten 
praesignisの酸素同位体比プロファイル．高知大学学
術研究報告，第 63号，193-198． 
◎廣瀬浩司・菊池直樹・鹿納晴尚・近藤康生・田代正

之・三宅安・大塚雅勇 2015 天草下島地域の姫浦層
群上部亜層群における脊椎動物化石調査報告（Part
１）．御所浦白亜紀資料館報，第 16号，9-14． 

■その他著作 
菊池直樹（2014）「ゾルンホーフェンの化石」．ひと
はく通信ハーモニー(6月 30日).  
菊池直樹（2014）「大阪湾の底に眠る貝化石」．ひと
はく通信，産経新聞兵庫版（11月 20日）．  

■研究発表 
菊池直樹・近藤康生(2014)宮崎層群産モエギオオハネ
ガイ類似種の生息姿勢について．日本古生物学会，

九州大学総合博物館，福岡市． 
菊池直樹(2014)現生オオハネガイ類の最古記録につい
て．日本古生物学会，夜間小集会”現生種貝類の最

古記録を探る” ，九州大学総合博物館，福岡市． 
山岡勇太・萩野恭子･岩井雅夫・近藤康生･菊池直樹

(2015)室戸半島岩戸地域の新第三紀貝類化石群とそ
の石灰質ナノプランクトン年代．日本古生物学会，

豊橋市自然史博物館，豊橋市． 
菊池直樹･近藤康生(2015)兵庫県北部北但層群村岡層
（中期中新世）から産出するオオハネガイ類につい

て．日本古生物学会，豊橋市自然史博物館，豊橋市． 
２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.5	 豊岡市	 貝類化石 
2014.5	 洲本市	 貝類化石 
2014.6	 香美町	 貝類化石 
2015.3	 南淡路市	 アンモナイト，植物化石 

■整理同定担当資料 
無脊椎動物化石（主に軟体動物化石）、岩石・鉱物． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
菊池直樹，2014. 6，特注セミナー「化石のレプリカづ
くり」，博物館．（43名） 
菊池直樹，2014. 7，特注セミナー「化石のレプリカづ
くり」，博物館．（32名） 
菊池直樹，2014. 8，特注セミナー「アンモナイト化石
のレプリカづくり」，博物館．（31名） 
菊池直樹，2014. 8，特注セミナー「アンモナイト化石
のレプリカづくり」，博物館．（45名） 
菊池直樹，2014. 11，特注セミナー「情報端末を使っ
た化石の学習」，博物館．（33名） 

館外講演 
菊池直樹，2015. 3，木の葉化石石割会，市川町図書館，
市川町図書館．（40名） 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 藍中学校．3名 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2015.3, 神戸大学理学部学生 3名． 

■展示 
2014.7- 11，収蔵コレクション展「ゾルンホーフェンの
化石展—１億５千万年の記憶」．副責任者 

2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
分担者 

２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
地学系収蔵庫等の案内，8回，13名． 

■行政等支援 
相談・指導助言 
来訪者 10件，12名．電話・FAX相談 7件，メール相
談 5件． 
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古谷	 裕	 FURUTANI, Hiroshi 

自然・環境評価研究部 
埋蔵自然遺産研究グループ 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 地球科学研究部

門	 准教授． 
1952年島根県生．名古屋大学大学院理学研究科博士課程
（前期課程）単位取得満了．理学博士．日本地質学会，

日本古生物学会、地学教育学会等所属． 
 

＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．研究開発部門 
資料担当 

２．プロジェクト 
キッズひとはく推進プロジェクト分担者	

こども☆ひかりプロジェクト分担者	

2014年度収蔵コレクション展示：ゾルンホーフェンの
化石．責任者 
恐竜化石を活かした地（知）の拠点づくり、篠山層フ

ィールドスタジオ事業．分担者 
地学系収蔵庫の資料整理の推進．分担者	

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．古生代放散虫化石の研究 
２．兵庫県内の中・古生層の研究 
３．小さな子どもたちに対する地学教育に関する研究 

■ブログへの情報提供 
3件 

■研究発表 
古谷	 裕・佐藤裕司・高瀬優子（2014）幼・保育園児
から小学生までを対象とした地学教育の試み．地学

教育学会，酪農学園大学，江別市． 
高瀬優子・古谷	 裕・池田忠広・佐藤裕司（2014）未
就学児から小学校低学年を対象とした、化石や石こ

ろを使った科学教育プログラムの開発と実践，環境

人間学フォーラム、姫路市 
佐藤裕司・古谷	 裕・三枝春生・半田久美子・池田忠

広・岸本清明・神田英昭（2014）恐竜化石等を活か
した自然史リテラシーの育成と環境教育への展開 
－小学校理科「大地のつくり」における授業実践－，

環境人間学フォーラム，姫路市 
古谷	 裕・高瀬優子（2014）小さな子どもたちに対す
る放散虫化石を使った教育プログラム，放散虫研究

集会，会津若松市 
■助成を受けた研究 
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．文部科学省科学研究費基盤研究(C). 
分担者（2014年度 5万円／総額 286万円） 
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．文部科学省科

学研究費基盤研究(C). 分担者（2014年度 10万円／
総額 494万円） 

２．資料収集・整理	

■資料収集 
2014.6, 朝来市． 
2014.7, 加古川市． 
2014.8，伊丹市 

■受贈担当資料 
2015.3, 長野県根羽村産木材化石（長瀬氏コレクショ
ン）．1点．	

■整理同定担当資料 
化石（無脊椎動物） 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
古谷	 裕，2014.4，オープンセミナー「小さな化石を
たのしもう」，博物館．（68名） 
古谷	 裕，2014.5，オープンセミナー「解説！丹波の
恐竜化石」，博物館．（21名） 
古谷	 裕，2014.7，オープンセミナー「解説！丹波の
恐竜化石」，博物館．（12名） 
古谷	 裕，2014.8，教職員指導者セミナー「淡路島南
部の地層と石ころ」、南あわじ市，（18名） 
高瀬優子・古谷	 裕，2014.8，教職員指導者セミナー
「小さな子どもの指導者向け	 かわいい石ころ標

本づくり」、博物館，（8名） 
古谷	 裕・高瀬優子，2014.8，教職員指導者セミナー
「小さな子どもの指導者向け	 化石を使ったプロ

グラム」、博物館，（10名） 
古谷	 裕・菊池直樹・池田忠広，オープンセミナー「ゾ

ルンホーフェンの化石を探そう！」，博物館，（32名） 
古谷	 裕，特注セミナー「淡路島南部の地層と化石」，

洲本市教頭会，博物館，（16名） 
古谷	 裕，2014.8，一般セミナー「三宮で化石！」，三
宮駅周辺，（20名） 
古谷	 裕 2014.8，一般セミナー「姫路駅前で化石！」，
姫路駅周辺，（19名） 
古谷	 裕 2014.8，特注セミナー「アンモナイトのふし
ぎゾルンホーフェンの化石」，姫路市立東光児童セ

ンター，博物館，（56名） 
古谷	 裕，2014.9，オープンセミナー「解説！丹波の
恐竜化石」，博物館．（28名） 
古谷	 裕 2014.9，一般セミナー「丹波で地層を見る」，
丹波市・篠山市，（9名） 
古谷	 裕，2014.10，オープンセミナー「小さな化石を
たのしもう」，博物館．（38名） 
古谷	 裕，2014.11，オープンセミナー「解説！丹波の
恐竜化石」，博物館．（17名） 
古谷	 裕 2014.11，一般セミナー「武田尾で地層を見
る」，宝塚市，（19名） 
古谷	 裕 2014.11，一般セミナー「武田尾で地層を見
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る」，宝塚市，（9名） 
古谷	 裕，2014.12，オープンセミナー「解説！丹波の
恐竜化石」，博物館．（24名） 
古谷	 裕，2015.2，オープンセミナー「小さな化石を
たのしもう」，博物館．（44名） 
古谷	 裕，2015.2，オープンセミナー「解説！丹波の
恐竜化石」，博物館．（18名） 

館外講演 
古谷	 裕 2014.2．「宝塚の地層と化石」，いきいき学舎
フレミラ、宝塚市，（30名）． 
古谷	 裕，2014.2．「街中で化石探し」，いきいき学舎
フレミラ、宝塚市，（30名） 
古谷	 裕，2015.2，「淡路島南部の地層と化石」，中１
ギャップ事業，南あわじ市青少年交流の家．（120名） 

非常勤講師 
2014.10- 2015.3, 「地学実習」，神戸女学院大学、西宮
市． 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.4，「ひとはくキャラバン」，ハウジングピア福知山，
福知山市，主担当 

2014.5，「ロハスミーツ明石」，明石公園，明石市，主担当 
2014.5，「ひとはくキャラバン」，コモーレ丹波の森，丹波
市，主担当 

2014.5，「たのしい♡石ころ～小さな化石をさがそう～」、西
宮阪急，西宮市，主担当 

2014.5，「たのしい♡石ころ～石ころであそぼう！～」，ひが
しキッズランド，姫路市，主担当 

2014.6，「ミニフェスティバル inマリンピア松島水族館」，
マリンピア松島水族館，宮城県松島町，化石担当 

2014.7，「ミュージアムキッズ！フェア」，アエル、仙台市，
化石担当 

2014.7，「こどもひかりプロジェクト	 ミュージアムキャラ
バン」，アクアマリンうおのぞき～子ども漁業博物館～，

いわき市，化石担当 
2014.7，「ひとはくキャラバン」，第10回南あわじ地学の会
展示会，南あわじ市、主担当 

2014.8，「ひとはくキャラバン」，上坂部西公園，尼崎市，
主担当 

2014.8，「ひとはくキャラバン」，但馬国分寺館，豊岡市，
主担当 

2014.8，「おおむかしのいきもの（アンモナイトやきょうり
ゅう）となかよくなろう！」，みこころ幼稚園，尼崎市，

主担当 
2014.9，「おおむかしのいきもの～アンモナイトと仲良くな
ろう～」幸幼稚園，三田市，主担当 

2014.9，「ミニフェスティバルinムシテックワールド」，ム
シテックワールド，須賀川市，化石担当 

2014.9，「田村っ子ゆめまつり」，田村市船引公民館駐車場，
田村市，化石担当 

2014.10，「ひとはくキャラバン」，西武庫公園，尼崎市、化
石担当 

2014. 11, 「小さな学校キャラバン」, 宍粟市立道谷小学校，
宍粟市．化石担当 

2014.11，「ひょうごのきょうりゅう」，西宮市立夙川幼稚園，
西宮市、主担当 

2014. 11, 「小さな学校キャラバン」, 丹波市立神楽小学校，
丹波市．主担当 

2014.12，「ミュージアムストリート」，アエル，仙台市，化
石担当 

2014. 12- 2015. 1, 「あわジオフェスティバル 2014」，国営明
石海峡公園，淡路市．主担当 

■共催・協力・後援事業 
2014.7- 8, 第10回南あわじ地学の会展示会，パルティ，
南あわじ市．共催／主担当 

■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
南あわじ地学の会，主担当 
篠山層群をしらべる会，顧問 
岸本眞五，主担当 
野田冨士樹，主担当 
成果発表 
2015.2, 共生のひろば「岡山県津山市の勝田層群から
化石十脚類オキナワアナジャコ属の産出」，岸本眞

五．協力 
■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 三田市立けやき台中学校．1名，三田市立藍中
学校 2名 

学校団体対応 
2014.4，「けやき坂小学校周辺の石ころの秘密」，川西
市立けやき坂小学校６年生 

2014.4，「石ころの楽しみ方」，兵庫県立大学附属中学
校１年生 

2014.7，「地学実習」，兵庫教育大学学部学生、大学院
学生 

2014.7，「丹波の地層と恐竜」，滝川第 2中学校１年生 
2014.7，「いろいろな化石をみる」，神戸大学附属中等
教育学校高 2 

2014.7，「丹波地域の化石」，相生市内中学校理科研修
会中 1～3 

2014.7，「顕微鏡で見る化石」，兵庫県立飾西高等学校
1年生 

2014.7，「丹波の地層と恐竜」，兵庫県立長田高等学校
1年生 

2014.8，「丹波の地層と恐竜」，奈良県立青翔高等学校・
中学校，高 2，中 1 

2014.8，「放散虫化石を調べる」，大阪女学院高等学校
2年生 

2014.10，「井吹台中学校周辺の地層と石ころ」，神戸市
立井吹台中学校 1年生 

講師派遣 
2014.10，「北淡小学校周辺の地層・石ころ・化石」淡
路市立北淡小学校５年・６年 

2014.10，「安乎中学校周辺の地層・石ころ・化石」洲
本市立安乎中学校１年 

2014.10，「潮見小学校周辺の岩石・化石」芦屋市立潮
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見小学校６年 
2014.11，伊丹市立北中学校１年 
2014.11，「関宮中学校周辺の地層・石ころ・化石」 
2015.2，「伊丹の石ころと化石」，伊丹市立北中学校１
年	

■展示 
2014.7- 11，収蔵コレクション展「ゾルンホーフェンの
化石展—１億５千万年の記憶」．責任者 

2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
分担者 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
野島断層の保存・活用に関する研究業務，淡路市，（30
万円） 

■収蔵庫・ジーンファームの公開 
地学系収蔵庫等の案内，１回，18名． 

■行政等支援 
相談・指導助言 
来訪者 6件，10名．電話・FAX相談 5件，メール相
談 2件． 
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三枝	 春生	 SAEGUSA, Haruo 

自然・環境評価研究部 
埋蔵自然遺産研究グループ 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 地球科学部門	

准教授． 
昭和 33 年東京都生．京都大学大学院理学研究科博士課
程修了．理学博士．日本古生物学会，日本地質学会、日

本人類学会，Society of Vertebrate Paleontology，化石研究
会等所属． 

 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．プロジェクト 
篠山層群脊椎動物発掘調査事業．代表者 
丹波竜組み立て骨格復元．代表者 
恐竜化石等を活かした地（知）の拠点づくり、篠山層

群フィールドスタジオ事業．分担者 
地学系収蔵庫の資料整理の推進．分担者 
館内展示空間のリノベーションと演示プログラムの

総合運営．分担者 
 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．後期新生代の長鼻類の系統進化に関する研究 
２．恐竜を中心とした兵庫県産出の脊椎動物化石 

■論文・著書 
◎Saegusa, H. and Ikeda, T. (2014) A new titanosauriform 

sauropod (Dinosauria: Saurischia) from the Lower 
Cretaceous of Hyogo, Japan. Zootaxa, 3848(1):1-66 
◎池田忠広・三枝春生・半田久美子・和田和美(2014) 脊
椎動物化石の剖出技師の選考・育成方法の開発。化

石, 96: 29-39 
◎Ikeda, T., H. Ota and H. Saegusa. (2014) A new fossil 

lizard from the Lower Cretaceous Sasayama Group of 
Hyogo prefecture, western Honshu, Japan. Journal of 
Vertebrate Paleontology, 35: e885032 

■その他著作 
三枝春生 (2014)	  第二章	 ミエゾウとその仲間たち．
中川良平（編）でかいぞミエゾウ！化石が語る巨大

ゾウの世界、41-51．三重県総合博物館 
三枝春生 (2014)	  丹波竜の学名決定！Tambatitanis	
amicitiae	の分類学的記載．ひとはく通信ハーモニー、

87、1-2.		
Saegusa, H., Takai, M., Nishioka, Y., Htike, T. and Maung Thein, Z. 

(2014) The Late Cenozoic proboscideans of Myanmar: a 
reappraisal. Abstracts of Papers, 74th  Annual Meeting, Society of 
Vertebrate Paleontology, 141. 
◎Hirayama, R., Kishimoto, S., Saegusa, H. and Ikeda, T. (2014) A 

complete skull of Mesodermochelys unduratus from the Late 
Cretaceous (Early Maastrichtian) of Sumoto, Hyogo. Prefecture, 
western Japan, Abstracts of Papers, 74th Annual Meeting, Society 

of Vertebrate Paleontology,147. 
■研究発表 
◎Ikeda, T., Saegusa₂H. and Handa₄K. (2014) The Vertebrate 

fossil assemblages from the Lower Cretaceous Sasayama 
Group, Hyogo, Prefecture, Western Honshu, Japan. 
Mid-Mesozoic. The Age of Dinosaur in Transition. Fruta, 
Colorado, USA, アメリカ合衆国、John Wesley Powell 
River History Museum. 

Saegusa, H., Nakaya, H., Kunimatsu, Y., Nakatsukasa, M., 
Tsujikawa, H., Sawada, Y., Saneyoshi,M. and Sakai, T.（2014） 
Earliest elephantid remains from the Late Miocene locality, Nakali, 
Kenya.The VIth International Conference on Mammoths and their 
Relatives, ギリシャ共和国、西マケドニア、Grevena 、Cultural 
Center.  
三枝春生(2014)ミャンマーおよびその周辺地域の新生代後
期の長鼻類.日本古生物学会 2014 年年会夜間小集会”アジ
アの古脊椎動物に関する情報交換処：大型哺乳類” 九州大
学総合博物館 
三枝春生 (2014) 九州およびその周辺地域の新第三紀の長
鼻類およびその他哺乳類.シンポジウム“九州が大陸だった
頃の生物と環境”、日本地質学会第121年学術大会、鹿児
島大学. 

Saegusa, H., Takai, M., Nishioka, Y., Htike, T. and Maung Thein, Z. 
(2014) The Late Cenozoic proboscideans of Myanmar: a 
reappraisal. 74th Annual Meeting, Society of Vertebrate 
Paleontology, November 5 – 8, 2014 , ドイツ、ベルリン、Estrel 
Berlin 
◎Hirayama, R., Kishimoto, S., Saegusa, H. and Ikeda, T. (2014) A 

complete skull of Mesodermochelys unduratus from the Late 
Cretaceous (Early Maastrichtian) of Sumoto, Hyogo Prefecture, 
western Japan, 74th Annual Meeting, Society of Vertebrate 
Paleontology, November 5 – 8, 2014 , ドイツ、ベルリン、Estrel 
Berlin. 

Amiot, R., Kusuhashi, N., Buffetaut, E., Goedert, J., Hibino, 
T., Ikeda, T., Ikegami, N., Lécuyer, C., Philippe, M., 
Saegusa, H., Shibata, M., Shimojima, S. and Sonoda, T. 
(2014) Early Cretaceous terrestrial climates in East Asia: 
long term and seasonal patterns inferred from the oxygen 
and carbon isotope copositions of vertebrate apatite. 
IGCP608. Waseda Univ.  
三枝春生･樽野博幸・小西省吾・中川良平(2015) ミエゾウの
仮想骨格復元. 日本古生物学会第164回例会、豊橋市自然
史博物館、豊橋市 
中川良平・樽野博幸・三枝春生･小西省吾・小田隆・津村善

博(2015) 三重県総合博物館のミエゾウ全身骨格復元の経
過. 日本古生物学会第164回例会、豊橋市自然史博物館、
豊橋市	

■学会役員など 
2014.7, Quaternary International, レフェリー 
2014.12, 福井県立恐竜博物館紀要,	レフェリー	

■助成を受けた研究 
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．文部科学省科学研究費基盤研究(C).	
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分担者（代表佐藤裕司）	

■海外調査 
2014.11, ドイツ・ベルリン、フランス・パリ 
2014.11-12, タイ・カラシン	

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.8,	篠山層群産脊椎動物化石，丹波市．	
■受贈担当資料 

2014.12, 神戸層群産哺乳類骨片化石．1点． 
2014.12, フズリナ化石のプレパラート標本．491点． 

■整理同定担当資料 
脊椎動物化石（哺乳類，恐竜類）． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
◎三枝春生，2014.4-2015.3，オープンセミナー「解説！
丹波の恐竜化石」，博物館．（全 4回，63名）） 
三枝春生，2014.5，一般セミナー「篠山層群恐竜化石
含有層調査結果報告会」，博物館．（9名） 
三枝春生，2014.7.一般セミナー「レプリカ作りで学ぶ
哺乳類の歯の進化」，博物館．（11名） 
三枝春生，2014.7.5，特注セミナー「丹波の恐竜化石」，
兵庫教育大学，博物館．（19名） 
三枝春生，2014.9.7，特注セミナー「丹波の恐竜化石」，
放送大学鳥取学習センター，博物館．（34名） 
三枝春生，2013.7.24，「動物の解剖」，県立祥雲館高等学
校連携セミナー「自然科学への誘い」，博物館．（6
名） 
三枝春生，2013.3.15，一般セミナー「ゾウの進化はど
こまで分かったのか」，博物館．（15名） 

館外講演 
三枝春生，2014.7 ,	 講演	 「兵庫の恐竜」三枝春生，

2014.7,17,	 講演	 「兵庫の恐竜」滋賀サイエンスカ
フェ、滋賀県立近代美術館（30名）． 
三枝春生，2014.10,26,	 「丹波の恐竜化石」，加東市ノ
ーベル大賞表彰セレモニー記念講演、（50名）． 
三枝春生，2014. 10.17, 11.6	 兵庫県阪神シニアカレッ
ジ講座，「哺乳類の進化」，阪神シニアカレッジ宝塚

学習室（２回、127名）． 
三枝春生，2014.11.1「丹波竜とはどんな恐竜か	 ～明
らかになった恐竜学での位置づけ～」，山南住民セ

ンター，（42名）． 
兵庫県立大学・大学院教育 
人と自然の共生（分担） 
共生博物学（分担） 
テレビ・ラジオ等出演 
2014.4， 「三関王」，J:COM 
2014.8， 「ひるおび」，MBS放送 
2014.8， 「ニュース神戸発」，NHK神戸 
2014.8， 「ニュース８４５」，NHK神戸 

■担い手成長支援事業 

連携活動グループ・地域研究員 
篠山層群をしらべる会（主担当） 
ラボーンズ（副担当） 
岸本真五（副担当） 

■学校教育支援 
講師派遣 
2014.7，「兵庫県の恐竜化石」，サイエンス・トライや
る、小野市立小野南中学校（313名）．  

■展示 
2014.8- 10，特別企画展「丹波竜脚類化石の新属・新種
報告」．責任者 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
「丹波竜の全身骨格復元に関する調査研究」．丹波市．

（156.万） 
■行政等支援 
委員会等	 （計 3件） 
2014.7，丹波竜屋外モニュメント製作業務のプレゼン
テーションに係る審査会，審査員，丹波市 

2014.11，篠山層群から発見された脊椎動物等の映像制
作に係る審査会，審査員，丹波市 

2015.3，篠山市脊椎動物化石保護・活用委員会委員，
委員，篠山市． 

相談・指導助言 
2014.4～5，テレビ番組「世界遺産ドリーム対決！」に
対するアドバイス，ＮＨＫおよびテレコムスタッフ

株式会社． 
2014.7，恐竜 infoへの問合せ，丹波の森協会 
2015.7．7「太古の哺乳類展」展示物設置で助言	 国立
科学博物館 

2014.5～2015.1，丹波竜屋外モニュメントの監修，丹
波市およびココロ． 

2014.10～2015.1，2015.1，篠山層群ティラノ類模型の
監修，丹波市およびActow 
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半田	 久美子	 HANDA, Kumiko 

自然・環境評価研究部 
埋蔵自然遺産研究グループ／企画調整室 
主任研究員 
昭和 45 年栃木県生．大阪市立大学大学院理学研究科前
期博士課程修了．理学修士．日本植生史学会，日本花粉

学会，日本第四紀学会等所属． 
 

＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
１．マーケティング・マネジメント部門	 企画調整室 
月例報告会，館報担当 

２．プロジェクト 
篠山層群脊椎動物発掘調査事業．分担者． 
恐竜化石等を活かした地（知）の拠点づくり、篠山層

群フィールドスタジオ事業．分担者．	

加東市連携推進会議．分担者．	

地学系収蔵庫の資料整理の推進．代表者．	

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．新生代における植生・植物相の変遷史 
２．花粉の形態分類学的研究 

■論文・著書 
◎Terada, K. & Handa, K. (2014) First report of fossil wood 

from the Upper Cretaceous Izumi Group in Awaji Island, 
Japan. Memoir of the Fukui Prefecturel Dinosaur 
Museum, 13, 17-23. 

■その他著作 
半田久美子（2014）ひとはく通信「花粉化石は語る」，
産經新聞兵庫版．	

Ikeda, T., Saegusa, H. and Handa, K.（2014）The Vertebrate 
fossil assemblages from the Lower Cretaceous Sasayama 
Group, Hyogo, Prefecture, Western Honshu, Japan. 
Mid-Mesozoic Proceeding, p. 59. 

■研究発表 
Ikeda, T., Saegusa, H. and Handa, K.（2014）The Vertebrate 

fossil assemblages from the Lower Cretaceous Sasayama 
Group, Hyogo, Prefecture, Western Honshu, Japan. 
Mid-Mesozoic. The Age of Dinosaur in Transition. Fruta, 
Colorado, USA. 
佐藤裕司・古谷	 裕・三枝春生・半田久美子・池田忠

広・岸本清明・神田英昭（2014）恐竜化石等を活か
した自然史リテラシーの育成と環境教育への展開．

第 11 回環境人間学フォーラム，兵庫県立大学姫路
環境人間キャンパス，兵庫（11月） 

■学会役員など 
日本花粉学会学会，図書幹事．	

■助成を受けた研究 
「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」（科学研究費補助金・基盤研究（Ｃ））

分担者．（金額 10万円／400万円）． 

２．資料収集・整理	

■整理同定担当資料 
植物化石． 

 
＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
半田久美子, 2014.8, 一般セミナー「シダ植物の森、裸
子植物の森」，博物館． 
半田久美子, 2014.8, 教職員・指導者セミナー「授業で
使える植物化石」，博物館． 
半田久美子，2014.8, 特注セミナー「走る科学教室	 兵
庫県立人と自然の博物館」博物館． 
◎ 半田久美子，2014.8, オープンセミナー「珪化木を
見てみよう」博物館．（３回） 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.4, ロハスミーツ AKASHI，明石公園，明石市．
分担者 

2014.5, ひとはくキャラバン in丹波「中生代の植物化
石」，コモーレ丹波，丹波市．分担者・展示作成 

2014.8, ひとはくキャラバン in豊岡，但馬国府・国分
寺館，豊岡市．分担者 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6，三田市立けやき台中学校２名，三田市立藍中
学校２名． 

学校団体対応 
2014.7，「花を観察しよう」，三田市立弥生小学校６年
生 

■展示 
2014.7- 11，収蔵コレクション展「ゾルンホーフェンの
化石展—１億５千万年の記憶」．分担者	

2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
分担者 

２．シンクタンク事業 
■行政等支援 
委員会等	 （計１件） 
2013.6- 2014.3 加東市とひとはく協力協定連携推進会 
議委員 
相談・指導助言 
来訪者３件，5名．電話・FAX相談 10件，メール相
談 2件． 
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池田	 忠広	 IKEDA, Tadahiro	

自然・環境評価研究部 
埋蔵自然遺産研究グループ 
研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 特任助教． 
昭和 53 年鹿児島県生．鹿児島大学大学院理工学研究科
博士後期課程修了．理学博士．日本古生物学会，日本爬

虫両生類学会，Society of Vertebrate Paleontology等所属． 
 

＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．タスクフォース	 	 新館・改修タスクフォース 
事務局運営，報告書作成担当、地域連携担当 

２．プロジェクト 
篠山層群脊椎動物発掘調査事業．分担者	

恐竜化石等を活かした地（知）の拠点づくり、篠山層

群フィールドスタジオ事業．分担者	

地学系収蔵庫の資料整理の推進．分担者	

丹波竜組み立て骨格復元．協力者	

モンゴル産竜脚類の研究．協力者	

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．下部白亜系篠山層群産小型両生爬虫類化石の分類

学的研究  
２．日本および琉球列島産蛇類椎骨化石の分類学的研

究 
３．大分県鮮新統津房川層産無尾類化石の分類学的研

究 
■論文・著書 
◎Ikeda, T., Ota, H. and Saegusa, H.（2015）A new fossil 

lizard from the Lower Cretaceous Sasayama Group of 
Hyogo prefecture, western Honshu, Japan. Journal of 
Vertebrate Paleontology Vol. 35(1), e885032	
◎池田忠広・三枝春生・半田久美子・和田和美 (2014) 
脊椎動物化石の剖出技師の選考・育成方法の開発．

化石．化石	 96号，29-39． 
◎Saegus, H. and Ikeda, T. （2014）A new titanosauriform 

sauropod (Dinosauria: Saurischia) from the Lower 
Cretaceous of Hyogo, Japan. Zootaxa 3848(1), 1-66. 

■その他著作 
Ikeda, T., Saegusa, H. and Handa, K.（2014）The Vertebrate 

fossil assemblages from the Lower Cretaceous Sasayama 
Group, Hyogo, Prefecture, Western Honshu, Japan. 
Mid-Mesozoic Proceeding, p. 59. 

Amiot, R. , Kusuhashi, N., Buffetaut, E., Goedert, J., Hibino, 
T., Ikeda, T., Ikegami, N., Lécuyer, C., Philippe, M., 
Saegusa, H., Shibata, M., Shimojima, S. and Sonoda, T. 
(2014) Early Cretaceous terrestrial climates in East Asia; 
long term and seasonal patterns inferred from the oxygen 
and carbon isotope compositions of vertebrate apatites. 
Abstract volume 2nd IGCP 608, Waseda, Japan, 75-76．	

Hirayama, R., Kishimoto, S., Saegusa, H. and Ikeda, T. 
(2014) A complete skull of Mesodermochelys unduratus 
from the Late Cretaceous (Early Maastrichtian) of 
Sumoto, Hyogo prefecture, western Japan. Japan. Journal 
of Vertebrate Paleontology, Program and Abstracts 
2014:147.  

■研究発表 
Ikeda, T., Saegusa, H. and Handa, K.（2014）The Vertebrate 

fossil assemblages from the Lower Cretaceous Sasayama 
Group, Hyogo, Prefecture, Western Honshu, Japan. 
Mid-Mesozoic. The Age of Dinosaur in Transition. Fruta, 
Colorado, USA. 

Amiot, R., Kusuhashi, N., Buffetaut, E., Goedert, J., Hibino, 
T., Ikeda, T., Ikegami, N., Lécuyer, C., Philippe, M., 
Saegusa, H., Shibata, M., Shimojima, S. and Sonoda, T. 
(2014) Early Cretaceous terrestrial climates in East Asia: 
long term and seasonal patterns inferred from the oxygen 
and carbon isotope copositions of vertebrate apatite. 
IGCP608. Waseda Univ.  
池田忠広・高橋亮雄・太田英利・仲地明 (2014) 南琉
球の与那国島，トゥグル浜遺跡より産出したヘビ類

椎骨の分類学的研究．日本爬虫両棲類学会 53 回年
会，神戸山手大学，兵庫県（11月）． 

Hirayama, R., Kishimoto, S., Saegusa, H. and Ikeda, T. 
(2014) A complete skull of Mesodermochelys unduratus 
from the Late Cretaceous (Early Maastrichtian) of 
Sumoto, Hyogo prefecture, western Japan. 74th Annual 
Meeting, Society of Vertebrate Paleontology, Estrel 
Convention Center. Berlin, Germany 
池田忠広(2014)	 琉球列島における爬虫類化石～ヘビ
類化石の分類学的研究の意義と課題～．琉球大学熱

帯生物圏研究センター主催研究集会「異分野間の相

互理解を踏まえて再考する琉球列島の古地理」，琉

球大学，沖縄県（11月）． 
池田忠広(2015)	 日本の爬虫両生類相の成立ち～化石
研究の現状と課題～．日本古生物学会第 164回例会
シンポジウム「日本の陸水生物相の起源を探る」，

豊橋市自然史博物館，愛知県（1月）． 
平山 廉・高橋亮雄・三枝春生・ 池田忠広(2015)	兵庫
県丹波市の篠山層群（前期白亜紀）より見つかった

カメ化石について．日本古生物学会第 164 回例会，
豊橋市自然史博物館，愛知県（1月）．	

■助成を受けた研究 
下部白亜系篠山層群産カエル類・トカゲ類化石の分類

学的研究．文部科学省科学研究費若手研究(B). 代表
者（2014年度 170万円／総額 290万円） 
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．文部科学省科学研究費基盤研究(C)，
研究分担者（金額 20万円／220万円） 

■海外調査 
2014.11, タイ・カラシン	 シリンドホーン博物館 
20154.3，インドネシア・バンドン	 バンドン地質学博
物館 

64



■賞罰 
兵庫県教育委員会事務局職員表彰	

２．資料収集・整理	

■資料収集 
2015.3． 脊椎動物化石．丹波市山南町． 
2015.3． 爬虫類・両生類．インドネシア，ジャワ島． 

■整理同定担当資料 
脊椎動物化石（爬虫類・両生類）． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
池田忠広，2014.5，一般セミナー「恐竜時代のトカゲ」，
博物館．（4名） 
池田忠広，2014.8，一般セミナー「恐竜化石展示解説
と石割化石調査会」，博物館．（26名） 
池田忠広・ラボーンズ，2014.8，教職員・指導者セミ
ナー「丹波の恐竜化石と小動物化石」，博物館．（17
名） 
◎池田忠広，2014.4-12，オープンセミナー「解説！丹
波の恐竜化石」，博物館．（全 4回 51名） 
◎池田忠広，2014.4-12，オープンセミナー「公園の小
さな生きものをみつけよう」，博物館．（20名） 
◎池田忠広，2014.4-12，オープンセミナー「ゾルンホ
ーフェンの化石を探そう！」，博物館．（32名） 
◎池田忠広，2014.4-12，オープンセミナー「アンモナ
イト石けんを作ろう」，博物館．（32名） 
池田忠広，2014.4-2015.2，特注セミナー「恐竜につい
て学ぼう」，博物館．（全 7回 589名） 
池田忠広，2014.8-2015.2，特注セミナー「丹波の恐竜
化石解説」，博物館．（全 4回 159名） 
池田忠広・大平ＯＯ，2014.10，特注セミナー「丹波の
恐竜化石解説」，博物館．（全 2回 42名） 
池田忠広，2014.8，特注セミナー「丹波の恐竜化石の
お話」と「化石発掘体験」，博物館．（48名） 

館外講演 
池田忠広，2014.6，「化石のクリーニングセミナー＆丹
波竜化石発掘体験道場」，丹波市，丹波竜化石工房．

（全 7回，244名） 
池田忠広，2015.2，「恐竜化石産地の地層と化石を調べ
よう」，大阪自然史博物館，丹波竜化石工房・山南

化石発掘現場．（30名） 
池田忠広，2015.2，「恐竜の化石産地を観察しよう」，
大阪自然史博物館，丹波竜化石工房・山南化石発掘

現場．（30名） 
テレビ・ラジオ等出演 
2015.2， 「サンテレビニュース」，サンTV 
2015.2， 「時間です！林編集長」，ラジオ関西 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014. 12 - 2015. 1, 「あわジオフェスティバル 2014」，
国営明石海峡公園，淡路市．分担者  

■共催・協力・後援事業 

2015.3- 5, スペインの恐竜展，大阪自然史博物館，大
阪市．協力／セミナー担当 

■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
ラボーンズ，主担当（指導・恊働） 
篠山層群をしらべる会，副担当（指導） 
常岡芳朗，主担当（指導） 
松原裕美，主担当（指導） 
吉竹久男，副担当（指導） 
横内悦実，副担当（指導） 
松原薫，副担当（指導） 
村上鷹夫，副担当（指導） 
村上茂，副担当（指導） 
友井幹雄，副担当（指導） 
友井芳郎，副担当（指導） 
鈴木正太郎，副担当（指導） 
荒木幸枝，副担当（指導） 
大江孝治，副担当（指導） 
大野智正，副担当（指導） 
酒井將瑞，副担当（指導） 
中塚達子，副担当（指導） 
中西一郎，副担当（指導） 
吉竹恵子，副担当（指導） 

■学校教育支援 
講師派遣 
2014.5-2015.2，「爬虫類・両生類の骨格構造の違い」，
兵庫県立大学附属中学校 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2014.8, 龍谷大学理工学部学生 1名． 
2014.8, 近畿大学農学部学生 1名． 
2014.8, 関西学院大学社会学部学生 1名． 
2014.8, 高知大学理学部学生 1名． 
2014.8, 滋賀県立大学環境科学部学生 1名． 
2014.8, 八洲学園大学生涯学習学部学生 1名． 
2014.8, 東海大学海洋学部学生 1名． 
2014.8, 仏教大学歴史学部学生 1名． 
2014.8, 京都府立大学生命環境学部学生 1名． 

■展示 
2014.8-10，特別企画「丹波竜脚類化石の新属・新種報
告」．分担者  

2015.2-4，臨時展示「下部白亜系篠山層群から発見さ
れた新種のトカゲ類化石」．責任者 

２．シンクタンク事業 
■行政等支援 

2014.4-2015.3, 丹波並木道中央公園円卓会議，委員，
丹波並木道中央公園． 

2014.4-2015.3, 並木道祭り，委員，丹波並木道祭り実
行委員会． 

2014.4-2015.3, フィールドミュージアム構想，ワーキ
ングメンバー，丹波県民局 

相談・指導助言 
2014.11篠山市ふるさとガイドブック，制作助言，篠山市 
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秋山	 弘之	 AKIYAMA, Hiroyuki 

自然・環境評価研究部 
森林多様性研究グループ／資料TF 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 系統分類部門	

准教授． 
昭和 31 年大阪府生．京都大学大学大学院理学研究科博
士課程修了．理学博士．日本植物分類学会，日本蘚苔類

学会、米国蘚苔類学会，英国蘚苔類学会，米国植物分類

学会等所属． 
 

＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．タスクフォース	 	 資料タスクフォース 
事務局運営，収蔵庫将来計画の立案，燻蒸の実施， 

２．研究開発部門 
会計担当 

３．プロジェクト 
広域分布する蘚苔類における地域集団間分化の解明

に関する研究．代表者	

博物館にすでに収蔵されているが，データベースにま

だ登録されていない隠花植物（菌類，コケ植物）の

登録の推進．代表者	

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．近畿地方における絶滅危惧蘚苔類の調査 
２．東南アジア産蘚類の分類学的・植物地理学的研究 
３．タイ国インタノン山蘚類相の研究 

■論文・著書 
Akiyama, H. (2014). Sporophytes newly found in 

Clastobryopsis brevinervis (Pylaisiadelphaceae, Musci). 
Bryological Research 11 (1): 1-5. 

Akiyama, H. (2014) Newly found sporophytes and male 
plants of Yakushimabryum longissimum 
(Pylaisiadelphaceae, Musci) and a significant extension of 
its distribution. Bryological Research 11 (3): 63-69. 

Akiyama, H. (2014). Two new species of Aptychella 
(Pylaisiadelphaceae, Musci) closely related to A. 
brevinervis with singly costate leaves. Bryological 
Research 11 (3): 70-77 

Akiyama, H. & M. Suleiman (2014) A new species, 
Bryobrothera tambuyukonensis (Daltoniaceae, 
Bryopsida), from Sabah, Borneo Island. Phytotaxa 
192(1): 13-23. 
秋山弘之 (2014) 西日本から見出されたイボイボツノ

ゴケ（ニワツノゴケ属，ツノゴケ科）	 蘚苔類研究 
11 (2): 44. 
秋山弘之 (2014). 日本の絶滅危惧種	 中央新幹線ア
セスメント調査で確認された長野県産絶滅危惧種．

蘚苔類研究 11 (3): 81-82. 
Suleiman, M. & H. Akiyama (2014). Malesian 

Chaetomitrium (Symphyodontaceae, Musci): Type 
illustrations, taxonomical notes and key to the species 
Humans and Nature 28: 1-62.) 
秋山弘之 (2014) 蘚類コモチイトゴケ科の分類学的検
討（講演要旨）． 蘚苔類研究 11 (3): 86. 
藤田あゆな・大田守泰・秋山弘之・西村直樹 (2014) リ
ュウキュウハリヒノキゴケは屋久島にも産する	

蘚苔類研究 11 (2): 42-43. 
■その他著作 
秋山弘之 (2014) 新コケ百選	 第 14 回	 ジャゴケ科
とケゼニゴケ科（苔類）	 蘚苔類研究 11 (1): 19-24. 
秋山弘之 (2014) コケの味と抗菌性．野鳥（日本野鳥
の会機関誌） 6月号: 13. 
秋山弘之 (2014) "カラフル"なキノコたち	 ～色が名
前に～	 ひとくら通信（一庫公園ニュースレター）	

第 57号． 
秋山弘之・小原比呂志 (2014) 日本の貴重なコケの
森：屋久島コケの森（霧島屋久国立公園）	 蘚苔類

研究 11(1): 13-15. 
秋山弘之（2014）新刊案内	 Bryobrothera vol.11	 蘚苔
類研究	 11(4)：47 
秋山弘之（2014）新刊案内	 Frahmia, vol.1, vol.2 蘚苔
類研究 11 (4): 47 

■研究発表 
秋山弘之 (2014)	  蘚類コモチイトゴケ科の分類学的
検討．日本蘚苔類学会第 43回青森大会	 青森 

Akiyama, H. (2014)	 Habitat differentiation in bryophytes: 
two examples from Doi Inthanon (Thailand) and 
Yakushima (Japan). Vietnam, University of Science 

■学会役員など 
日本植物分類学会	 評議員，学会誌（英文）副編集長，

学会誌（和文）編集委員 
日本蘚苔類学会	 学会誌編集委員． 
公益財団法人平岡環境科学研究所	 理事． 
京都府希少野生生物生息地等保全地区検討委員 
環境省希少野生動植物保存推進員 
International Association of Bryologists, Council 

(2012-2016) 
■助成を受けた研究 
日本学術振興会科学研究費(C)	 広域分布する蘚苔類
における地域集団間分亜の解明（代表者） 

個人別成果報告に関する資料	

●自然・環境評価研究部	 	
森林多様性研究グループ／	

昆虫共生系研究グループ	

No.3	
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日本学術振興会科学研究費(A)	 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

広域インベントリー	 （分担者）	  
■海外調査 

2014.5, マレーシア・サバ州 
2014.9，マレーシア・パハン州 
2014.11	 ベトナム・ハノイ並びにダラット	

２．資料収集・整理	

■資料収集 
2014.4-2015.3	 蘚苔類	 （三田市、宝塚市、西宮市，
神戸市、篠山市，香美町，南光町） 

2014.9   蘚苔類	 （マレーシア）． 
2014.11	 蘚苔類	 （ベトナム）．	

■整理同定担当資料 
蘚苔類，大型菌類． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
◎秋山弘之，2014.5	 コケ植物をみる	 ～六甲山紅葉
谷～	 （全 1回，13名） 
◎秋山弘之，2014.7	 夏のキノコかんさつ	 ～一庫公
園～	 （全 1回，27名） 
◎秋山弘之，2014.10	 ハチ北高原秋の自然観察ツア
ー	 （全２回，4名） 
◎秋山弘之，2014.10	 秋のキノコかんさつ 1	 ～神戸
森林植物園～	 （全 1回，12名） 
◎秋山弘之，2014.10	 秋のキノコかんさつ 2	 ～有馬
富士公園～	 （全 1回，13名） 
◎秋山弘之，2014.10	 「オープンセミナー	 秋のキ
ノコ」博物館（全 1回，●名） 

◎秋山弘之，2015.2	 「オープンセミナー	 かたいキ
ノコをさわってみよう」博物館（全１回，●名）  

兵庫県立大学・大学院教育 
人と自然の共生（主任，分担） 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 八景中学校，長坂中学校．4名 
学校団体対応 
2014.5，「キノコのすべて」武庫川女子大学附属中学校

46名 
2014.6「植物の形から自然を探る」	 県立有馬高校連
携セミナー	 42名 

2014.10「植物観察コツのコツ」	 尼崎市立潮小学校	
58名 

2014.10「コケとキノコの美と多様性」	 県立有馬高校
連携セミナー	 42名 

講師派遣 
2014.10，「キノコ観察会」，青垣いきものふれあいの里	

■研修生等の受入 
卒論生等	

2014.4- 2015.3, 大崩貴之（京都大学総合博物館	 修士

課程2年），蘚類ヘチマゴケ属の分子系統	

２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
収蔵庫説明会	 １回（10名） 
収蔵庫の燻蒸実施（大燻蒸１回，小燻蒸 1回） 

■行政等支援 
委員会等	 （計 3件） 
2013.4－	 環境省絶滅危惧植物（蘚苔類）調査担当委
員 

2013.4－	  環境省希少野生動植物保存推進員 
2013.4－	 京都府レッドデータブック専門委員相談・
指導助言 
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高野	 温子	 TAKANO, Atsuko 

自然・環境評価研究部 
森林多様性研究グループ／生涯学習推進室 
主任研究員 
昭和 46 年大阪府生．大阪市立大学大学院理学研究科博
士課程修了．理学博士．日本植物分類学会，米国植物分

類学会、日本植物学会等所属． 
 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．事業推進部門	 生涯学習推進室 
展示マネージャー・担当	 館内展示調整，展示計画策

定，展示備品管理，展示補修 
２．研究開発部門 
資料担当	 収蔵庫入庫説明会	 開催担当 

３．プロジェクト 
兵庫県産植物を中心とした植物分類学的研究．代表者 
山陰海岸ジオパークにおける学習プログラム開発の

研究．代表者 
頌栄短期大学標本の登録・整理．分担者 
生物標本庫（植物）の資料整理とデータの公開．分担

者 
日本産アキギリ属における性表現の進化を探る．代表

者 
ネパール植物誌への貢献．代表者 
 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．兵庫県産維管束植物の分類学的研究 
２．ショウガ科植物の分類学的研究 
３・シソ科植物の分類学的研究 

■論文・著書 
Takano, A., T. Sera, N. Kurosaki 2014. A new species of 

Salvia (Lamiaceae) from Chugoku District, Salvia 
akiensis sp. nov. Acta Phytotax. Geobot.64 (2):99-104 
◎高野温子・迫田昌宏・黒崎史平（2014）交配実験か
ら明らかになったオチフジ（シソ科）の繁殖様式，

分類（日本植物分類学会和文誌），14(2) ．161－168． 
■その他著作 
◎高野温子（2014）自然史資料のヘルスケア，博物館
研究（招待論文），49:10 15-18． 
◎高野温子（2014）第 2章資料	 まとめ. In兵庫県立
人と自然の博物館（編）ひとはく 20年の歩み．P25. 
◎高野温子（2014）第 5章連携	 資料・環境情報に関
わる連携	 １）寄贈．In兵庫県立人と自然の博物館
（編）ひとはく 20年の歩み．P77. 
◎高野温子 (2015) タジマタムラソウ.In	 矢原徹一・
藤井伸二・伊藤元巳・海老原淳（監修） 絶滅危惧
植物図鑑レッドデータプランツ	 増補改訂新版（分

担執筆）．p127．山と溪谷社 
◎高野温子（2015）オチフジの生活史.	 ひとはく通信.	
産経新聞	 2015年３月５日付 

■ブログへの情報提供 
１件 

■研究発表 
◎高野温子（2015）日常の IPMと緊急時対応はつなが
るか？西日本自然史系博物館ネットワーク	 シン

ポジウム「自然史標本の保全を考える	 日常から緊

急時、復興まで」招待講演．大阪自然史博物館. 
永益英敏・高野温子 (2015) ボルネオの固有属

Myxochlamys（ショウガ科）.第 14回日本植物分類学
会．福島大学 

Avelinah Julius, A.Takano, Ortega Gutierrez Jose Said, T. 
Kajita (2015) Phylogeny of Plagiostachys (Zingibera- 
	 ceae) 第 14回日本植物分類学会.福島大学 
◎高野温子（2015）ナツノタムラソウ（シソ科）のレ
クトタイプ再選定の提案. 第 14 回日本植物分類学
会.福島大学 
◎高野温子（2015）日本産アキギリ属の分子系統解析
２．第 14回日本植物分類学会.福島大学 

■学会役員など 
日本植物分類学会，図書幹事（2015．1～）． 
Acta Phytotaxonomica et Geobotanica レフェリー.  
Australian Journal of Botany レフェリー． 
Plant Systematics and Evolution レフェリー． 

■助成を受けた研究 
送粉者を共有する単系統群の進化プロセスの解明．文

部科学省科学研究費基盤研究(C)，研究代表者（金額
380万円／110万円）．  
伊豆周辺に産するシソ科植物を用いた雌性両全性異

株性の進化に関する研究．新技術開発財団，研究代

表者（金額 138万円） 
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．文部科学省科学

研究費基盤研究(B)，研究分担者（金額 20万円）． 
２．資料収集・整理	

■資料収集 
2014.4，豊岡市 
2014.5．姫路市，香美町，豊岡市，京丹後市 
2014.6. 神奈川県・静岡県 
2014.7. 豊岡市，三田市，篠山市，高知県土佐町，奈
良県御所市 

2014.8.	 神奈川県，静岡県，三田市，奈良県御所市，
滋賀県大津市 

2014. 9.	 豊岡市，姫路市 
2014.10. 大阪府交野市，宝塚市  

■受贈担当資料 
2014.4, 小林禧樹コレクション 2014．932点． 
2014.4, 岡田博コレクション．49点． 
2015.3, 高野哲司コレクション 2014．41点 
2015.3, 山本義則コレクション 2014．15点 
2015.3, 清水孝之コレクション 2014．22点 
2015.3, 矢内正弘コレクション 2014．341点 

■整理同定担当資料 
維管束植物． 
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＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
◎高野温子・高橋晃，2014.5，一般セミナー．「但馬の
海と山の植物を観察しよう	 ～但馬の海岸に生え

る植物の観察～」，豊岡市,（全 1回，5名） 
◎高野温子・高橋晃，2014.5，一般セミナー．「但馬の
海と山の植物を観察しよう	 ～但馬の山地に生え

る植物の観察～」，香美町（全 1回, 10名） 
◎高野温子，2014.8．教職員セミナー．今からでも間
に合うジャガイモ栽培	 （全 1回，12名） 
◎高野温子，2014.8．オープンセミナー．花を大きく
してみると？（全 2回, 423名） 
◎高野温子，2014.9．一般セミナー．中生代における
被子植物の進化（全 1回，12名） 
◎高野温子・岡田博，2014.10.一般セミナー．植物園
で秋の実をみつけよう（全１回，14名） 

館外講演 
◎高野温子，2014.5，「オチフジの不思議な分布」，上
郡町，高齢者大学開講記念講演，鞍居公民館（80名）．	

テレビ・ラジオ等出演 
2014.5，「どこ行こ？そこ行こ！おでかけ情報」，ハニ
ーＦＭ 

2014.6, 「オチフジの不思議な生活と分布」，上郡ケー
ブルテレビ 

2014.8，「どこ行こ？そこ行こ！おでかけ情報」，ハニ
ーＦＭ） 

■共催・協力・後援事業 
2014.7-8,「カブトムシ、クワガタ展」，「ハチ展」琴引
浜鳴き砂文化館（展示協力） 

2014. 10, 「海の生き物展」琴引浜鳴き砂文化館（展示
協力） 

2015. 1, 特別企画「災害と歴史遺産」	 兵庫県立歴史
博物館（展示協力） 

■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
福岡忠彦（副担当）アドバイザー 
西野雅満（副担当）アドバイザー 
西野眞美（副担当）アドバイザー 
林	 美嗣（副担当）アドバイザー 
松岡成久（副担当）アドバイザー 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.5, 長坂中学校．2名，八景中学校．2名 
学校団体対応 
2014.4，大阪大学理学部生物科学科	 展示解説（59名）. 
2014.4, 宝塚北高校	 DNA抽出実験（40名） 
2014.6,	 三田市立弥生小学校 6年生（35名） 
2014.7, 加古川口里北隊	 クイズ！兵庫の植物（82名） 
2014.8, 和歌山県立海南高校	 多様性フロアで収蔵庫
解説（15名） 

2014,8, 大阪女学院高等学校	  DNA抽出実験（19名） 
2014,9, 尼崎市立清和小学校	 クイズ！兵庫の植物
（34名） 

2014,10.	 尼崎市立武庫の里小学校	 クイズ！兵庫の
植物（95名） 

2014,10,	 西脇市教育委員会（留学生対応）英語で展
示解説（21名）	  

2014.11，大阪市東中本小学校ＰＴＡ	 熱帯雨林の特徴
とその減少について（80名） 

2014.11，神戸市立東落合小学校 クイズ！兵庫の植物
（61名） 

2014.11，中国海南省高校生交流事業	 英語で展示解説
（5名） 

講師派遣 
2014.6, 学校の植物図鑑をつくろう．兵庫県立大学附
属中学校（4名）． 

2014.9, ジャガイモを育ててみよう．三田市立弥生小
学校（21名） 

2014.6, 学校の植物図鑑をつくろう．兵庫県立大学附
属中学校（4名）． 

2014.9, 学校の植物図鑑をつくろう．兵庫県立大学附
属中学校（4名） 

2014.10,ジャガイモを育ててみよう．三田市立弥生小
学校（21名） 

2014.10, 学校の植物図鑑をつくろう．兵庫県立大学附
属中学校（4名） 

2014.11,ジャガイモを育ててみよう．三田市立弥生小
学校（21名） 

2014.11,学校の植物図鑑をつくろう．兵庫県立大学附
属中学校（4名） 

2015.1, 学校の植物図鑑をつくろう．兵庫県立大学附
属中学校（4名） 

2015.2, 学校の植物図鑑をつくろう．兵庫県立大学附
属中学校（4名） 

■研修生等の受入 
インターンシップ 
2014.8.17,18, 27, 兵庫県立大学大学院生	 １名 

■展示 
2014.5- 6，ミニ企画展「神鍋の植物を愛でる」担当者 
2014.7- 9，トピックス展「日本産アキギリ属の新種テ
リハナツノタムラソウ」．責任者 

2014.7- 11，収蔵コレクション展「ゾルンホーフェンの
化石展—１億５千万年の記憶」．分担者 

2014.9, ミニ企画展「山と人」担当者 
2015.1-2, ミニ企画展「ひょうごの活断層」（県庁前シ
ョーウィンドー展示）協力者 

2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
分担者 

2015.2- 4, ミニ企画展「共生のひろば展」．責任者 
２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
生物系収蔵庫等の案内，2回，28名． 

■行政等支援 
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委員会等	 （計１件） 
2013.10-, 生物多様性アドバイザー（兵庫県） 
視察対応 
2014.6, 松本隆弘氏後援会	 展示解説（24名） 
2014.9, タイ王国学校管理職派遣団	 展示解説（英語）

(18名) 
相談・指導助言 
来訪者 11件，13名．電話・FAX相談 5件，メール相
談 17件． 
すまはまの会	 活動助言 
神鍋高原の山野草を愛でる会	 活動助言 
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太田	 英利	 OTA, Hidetoshi 

自然・環境評価研究部  昆虫共生研究グループ 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 系統分類研究部

門	 教授． 
昭和 34 年愛知県生．京都大学大学院理学研究科修士課
程修了．博士（理学）．日本爬虫両棲類学会，日本動物

学会, 動物分類学会,日本生物地理学会, 日本動物行動学
会, 沖縄生物学会, American Society of Ichthyologists and 
Herpetologists, Biological Society of Washington, British 
Herpetological Society, Herpetologists’ League, Linnean 
Society of London, Societas Europaea Herpetologica, Society 
for the Study of Amphibians and Reptiles等所属． 
 
＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
１．研究開発部門 
自然・環境マネジメント研究部	 部長 
	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．アジア・オセアニアの熱帯・亜熱帯島嶼に見られ

る爬虫・両生類の系統分類と生物地理 
２．東アジアにおけるスッポン類の遺伝的多様性と遺

伝地理構造の解明 
３. 爬虫類を中心とした四足動物における分子を指標
とした系統関係の推定 
４. 琉球列島を中心とした日本産爬虫・両生類の自然
史 
５. わが国における外来種の在来生物相へのインパク
トとその防除 
６. 博物館の収蔵標本の採集時期・産地記録から推定
される，日本産爬虫・両生類の分布の変遷: 特に東
日本における津波の，低平地両生類の分布への影響

を中心に   
■論文・著書 

Honda, M., T. Kurita, M. Toda, and H. Ota. 2014. 
Phylogenetic relationships, genetic divergence, historical 
biogeography and conservation of an endangered gecko, 
Goniurosaurus kuroiwae (Squamata: Eublepharidae), 
from the Central Ryukyus, Japan. Zoological Science 
31(4): 309-320. 
◎Siler, C.D., J. R. Oaks, K. Cobb, H. Ota, and R. M. 

Brown. 2014. Critically endangered island endemic or 
peripheral population of a widespread species? 
Conservation genetics of Kikuchi’s gecko and the global 
challenge of protecting peripheral oceanic island endemic 
vertebrates. Diversity and Distributions 20(7): 756-772. 
◎Nakamura, Y., A. Takahashi, and H. Ota. 2014. A new, 

recently extinct subspecies of the Kuroiwa’s leopard 
gecko, Goniurosaurus kuroiwae (Squamata: 
Eublepharidae), from Yoronjima Island of the Ryukyu 

Archipelago, Japan. Acta Herpetologica 9(1): 61-73. 
◎Takahashi, A. and Ota, H. 2014. Notes on the chelonian 

bones included in an old collection of vertebrate remains 
from the Ogido Shell Mound on Okinawajima Island, 
Japan, with special reference to the soft-shell turtle 
Pelodiscus sinensis reported for that collection. Current 
Herpetology 33(2): 154-160. 

Takeuchi, H., G.-X. Zhu, L. Ding, Y. Tang, H. Ota, A. Mori, 
H.-S. Oh, T. Hikida. 2014. Taxonomic validity and 
phylogeography of the East Eurasian natricine snake, 
Rhabdophis lateralis (Berthold, 1859) (Serpentes: 
Colubridae), as inferred from mitochondrial DNA 
sequence Data. Current Herpetology 33(2): 148–153. 
◎ Fujii, T., Ota, H., Toda, M. 2014. Genetic and 

morphological assessments of hybridization between two 
non-native geoemydid turtles, Mauremys reevesii and M. 
mutica, in northcentral Japan. Chelonian Conservation 
and Biology 13(2): 191-201. 
◎Nakamura, Y., Ota, H. 2015. Late Pleistocene-Holocene 

amphibians from Okinawajima Island in the Ryukyu 
Archipelago, Japan: Reconfirmed faunal endemicity and 
the Holocene range collapse of forest-dwelling species. 
Paleontologia Electronica 18(1.1A): 1-26. 
◎Ikeda, T., H. Ota, and H. Saegusa. 2015. A new fossil 

lizard from the Lower Cretaceous Sasayama Group of 
Hyogo prefecture, western Honshu, Japan. Journal of 
Vertebrate Paleontology 35(1): doi e885032. 

Ike, T., M. Take, and H. Ota. 2015. Discovery of road-killed 
Akamata Dinodon semicarinatum (Cope, 1860) (Reptilia: 
Colubridae) from Yoronjima Island, Kagshima Prefecture, 
Japan: Evidence for survival of this snake on this 
disturbed Islet. Bulletin of the Kagoshima Prefectural 
Museum (34): 65-67. 

■その他著作 
◎太田英利・亀崎直樹・竹中践・戸田守・戸田光彦・

長谷川雅美・草野保・福山欣司・松井正文. 2014. レ
ッドデータブック2014. -日本の絶滅のおそれのある
野生生物-, 3. 爬虫類・両生類. 株式会社ぎょうせい, 
東京. 153 p. 
◎太田英利. 2014. アカハライモリ - 求愛の儀式と謎
めいた生活史 -. Green Age 2014(6): 32-33. 
◎太田英利・中村泰之・髙橋亮雄. 2015. 南西諸島の爬
虫・両生類に見られる多様性・固有性とその保全: 近
年の研究成果からの警鐘. 船越公威（編）, エコロ
ジー講座８, 南西諸島の生物多様性, その成立と保
全, pp. 18-27. 南方新社, 鹿児島. 
◎太田英利. 2015. 日本産爬虫類における，外来種の持
込や生息環境の人為的改変に伴う遺伝的撹乱の問

題. 遺伝 69(2): 86-94. 
◎太田英利. 2015. ニホントカゲ - 闘争する雄と卵を
守る雌 -. Green Age 2015(3): 34-36． 
◎太田英利. 2014. サイエンス & スポーツ, ひとは
く通信 1: スッポン -外来か，国産か 未完の生息地
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図. 産經新聞. ４月３日・朝刊. 
■研究発表 
◎太田英利. 2014. 今そこにある絶滅: 与論島の在来
爬虫・両生類の場合. 平成２５年度鹿児島県自然愛護協
会研究発表会. かごしま環境未来館, 鹿児島市. 
◎太田英利. 2014. 兵庫県の爬虫類相 〜これまでに得ら
れた知見と今後の研究課題〜. 兵庫県生物学会第68回
大会,記念講演.丹波の杜公苑, 丹波市.  

◎河村功一・村上諒・太田英利. 2014. 日本に見られる
スッポン属（Pelodiscus）個体群の由来と分類学的位
置づけ. I. 遺伝的特性にもとづく評価. 日本爬虫両
棲類学会第 52回大会. 神戸山手大学, 神戸市.  
◎太田英利・河村功一・村上諒. 2014.日本に見られる
スッポン属（Pelodiscus）個体群の由来と分類学的位
置づけ. II. 形態形質にもとづく評価. 日本爬虫両棲
類学会第 52回大会. 神戸山手大学, 神戸市. 
◎太田英利. 2015. 九州の爬虫類における外来種問題
の現状について. 九州両生爬虫類研究会第６回大会
特別講演（招待講演）. 宮崎県立図書館，宮崎市. 
◎太田英利・中村泰之・髙橋亮雄. 2015. 南西諸島の
爬虫類・両生類に見られる多様性・固有性とその保

全: 近年の研究成果からの警鐘. 第62回日本生態学
会大会，公開講演会（招待講演）. 鹿児島大学, 鹿
児島市. 

■学会役員など 
日本爬虫両棲類学会, 英文誌編集委員，評議員 
日本生物地理学会，評議員 
沖縄生物学会, 学会誌編集委員 
Asian Herpetological Research Society, 学会誌編集委員 
Tropical Natural History, 学術雑誌編集委員 
Linnean Society of London, 特別会員（Fellow [F.L.S.]） 
Russian Journal of Herpetology, 学術雑誌編集委員 
Animal Systematics, Evolution and Diversity, 学術雑誌編
集委員 
投稿原稿の査読: Zootaxa, Zoologica Scripta, Cytogenetics 

and Genome Research, Zoological Journal of the Linnean 
Society, Biological Journal of the Linnean Society, 
Journal of Biogeography, Molecular Ecology, Current 
Herpetology, Asian Herpoetological Research, Zoological 
Science, Zoo Keys, Tropical Natural History, Zoological 
Studies, 豊橋市自然史博物館研究報告等々の投稿原
稿について計 28件 

■助成を受けた研究 
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. 文部科学省科学研究費基盤研究(C)，研究
代表者（金額 117万円／559万円）． 
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.	文部科学省科学研究費

基盤研究(C)，研究分担者（分担分金額 19.5万円／
286万円）． 

■海外調査 
台湾（2014.9.1〜2014.9.6）, 香港（2014.9.27〜2014.10.2） 

２．資料収集・整理 

■資料収集 
2014.4−10	 スッポン．兵庫県，大阪府，京都府，愛知
県など． 

2013.6−11  ヘビ類．兵庫県，岡山県など． 
2009.6−9	  カエル類．三田市，伊丹市，豊岡町など． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
◎太田英利, 2014. 7. 6. 一般セミナー「カエルの食生
活」, 博物館. (6名) 
◎太田英利, 2014. 8. 3. 一般セミナー「外来種の現状と
対策」, 博物館. (25名) 
◎太田英利. 2014. 10. 21. 特注セミナー（兵庫県立加古
川高等学校）「生物多様性と外来種の問題」, 博物館. 
(42名) 
◎太田英利. 2014. 11. 22. 一般セミナー「ブータンの自
然	 その１」, 博物館（3名） 
◎太田英利. 2014. 11. 29. 一般セミナー「ブータンの自
然	 その 2」, 博物館（4名） 
◎太田英利. 2015. 3. 6. 特注セミナー（和歌山県立桐蔭
高等学校）「日本の動物地理」, 博物館. (48名) 

館外講演 
◎太田英利. 2014. 11. 1. 館外セミナー 川西市生涯学習
短期大学「猪名川流域の爬虫両生類」、アステ市民プラ

ザ ホール（73名） 
◎太田英利. 2015. 3. 28. 伊丹市民生き物マイスター講
座「伊丹市の自然と外来種の問題-1」. 兵庫県伊丹
市, 昆陽池公園ホール（32名） 
◎太田英利. 2015. 3. 29. 伊丹市民生き物マイスター講
座「伊丹市の自然と外来種の問題-2」. 兵庫県伊丹
市, 昆陽池公園ホール（30名） 

兵庫県立大学・大学院教育 
兵庫県立大学 環境人間学研究科 共生博物学部門講
義 系統分類学特論 
同，修士課程大学院生 1名の指導補助（副指導教員と
して） 
タイ，チュラロンコン大学理学研究科生物系，博士後

期課程大学院生 1名の指導補助（副査） 
ラジオ・テレビ等出演 
2014.6.9, 20:00-21:00「沖縄のカエル」（NHK BSプレミ
アム），制作助言・映像監修 

■学校教育支援 
出張授業 兵庫県立長田高等学校「日本の生物相、生
物多様性の成立ち-生物地理学的視点から」 
2014.6.19, 14:00〜15:30 受講者 高校 1年生 45名 

■研修生等の受入 
2014.8.1-2014.8.31 生命理学研究科リーディングプロ
グラム（修士課程）インターンシップとして大学院

生１名受け入れ 
■展示 

2013.9.7 - 2013.11.5，人博トピックス展「兵庫のヘビ」
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（責任者）． 
2014.2.2, サイエンスフェア in 兵庫での人博ブース
展示「食文化と生物多様性: スッポンの場合」（責任
者） 

２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
生物系収蔵庫の案内，4回，のべ約 18名． 

■行政等支援 
委員会等（計 15件） 
1998.4－．絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価
検討委員会 爬虫類・両生類分科会 

2005.6－．環境省希少野生植物種保存推進員 
2008.6－. 世界自然保護基金日本委員会（WWFジャパ
ン）運営委員会 

2009.6－. 総合地球環境研究所雑誌「SEEDer」編集委
員会 

2007.4－. 新石垣空港環境モニタリング委員会 
2007.4－. 西表島エコロード検討委員会 
2006.1－. オオヒキガエル防除事業対策会議委員 
2009.10－. 生物多様性ひょうご戦略推進委員会委員 
2011.5－. アベサンショウウオ保護増殖等検討会 
2012.5－. 世界自然遺産指定に向けた琉球・奄美諸島
評価検討会 

2012.5－. 琉球列島における要注目外来種選定委員会 
2012.6－. 兵庫県環境審議会鳥獣部会 
2013.6－. 奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会 
2014.6－. 鹿児島県外来種対策検討会委員 
2014.7－. 伊丹市昆虫館運営協議会委員 
相談・指導助言 
来訪者 17件，54名．電話・FAX相談 12件，メール
相談 40件． 

■学会開催等支援 
日本爬虫両棲類学会第 52回大会準備・運営委員会委
員 
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橋本佳明	 HASHIMOTO, Yoshiaki 

自然・環境評価研究部 
昆虫共生系研究グループ 
主任研究員  
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 系統分類部門	

准教授． 
昭和３１年大阪府生．神戸大学大学院自然科学研究科博

士課程修了、学術博士，日本昆虫学，熱帯生態学会，日

本生態学会，国際社会性昆虫学会等所属 
 
＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
１．タスクフォース	 改修・新館検討タスクフォース 
リーダー 

２．研究開発部門 
系統分類研究部門	 会計担当 
	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．膜翅目昆虫（アリ類等）の系統分類学的研究 
２．熱帯雨林生物多様性に関する研究 
３．昆虫を素材にした環境教育システムの研究 
４. 共生博物学 

■論文・著書 
S. Hasin, M. Ohashi & Y. Hashimoto et.al "CO2 efflux 

from subterranean nests of ant communities in aseasonal 
tropical forest, Thailand" Ecology and Evolution 2014; 
20(4): 3929–3939 

J. Yoshimoto, S. Hisamatsu, Y. Hashimoto et.al "Faunal 
studies of sap beetles (Coleoptera: Nitidulidae) in primary 
and secondary tropical rainforests in the middle reaches of 
the Baram River Basin, Borneo" Contr. biol. Lab. Kyoto 
Univ., Vol. 30, pp. 77-84 

M. Katayama, Hashimoto, Y. et.al Negative correlation 
between ant and spider abundance in the top canopy layer 
of a Bornean tropical rainforest. Biotropica (early version) 
DOI:10.1111/btp.12208 
◎橋本佳明・遠藤知二 "竹筒トラップの形式が管住性
ハチ類のサンプリングに与える影響" Humans and 
Nature 25: 75−83 

■その他著作 
橋本佳明（2014）ひとはく通信「アリに化けるクモ」 
産経新聞 

■ブログへの情報提供 
１件 

■研究発表 
Y.Hashimoto et.al (2014) "Through the Looking-Glass: 

reflection of ant-diversity in ant-mimics" 17th Congress 
of the International Union for the Study of Social Insects 
(IUSSI), Australia 
橋本佳明 (2014) "アリの顔学-大アゴ 筋肉と 脳視葉
系に見るアリ類の機能形 態的コンフリクト" 日本

昆虫学会第 74回大会(広島大学) 
橋本佳明他 (2015) "擬態現象から考える多種共存機
構：熱帯林におけるアリ類とアリ擬態クモ類の多様

性" 大会シンポジウム多種共存機構とニッチ 第 62
回日本生態学会大会（鹿児島大学） 
橋本佳明他(2015) "画像認識技術を活用して生物多様
性を読み解くー生物多様性創出機構としての擬態

現象" 自由集会道具としての「形態測定学」 第 62
回日本生態学会大会（鹿児島大学） 
橋本佳明他(2015) "Through the looking-glass: Reflection 

of ant-diversity in ant-mimics" 企画集会Morphometrics 
as a tool for insect shape analysis 第59回日本応用動物
昆虫学会(山形大学) 

■学会役員など 
DIPWA Network for Establishment of Ant Reference 

Collections  (ANeT )	 評議委員.    
Asian myrmecology レフェリー 

■助成を受けた研究 
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 文部科学省科
学研究費 基盤C 研究代表者 (150万円／430万円) 

■海外調査 
2014.12 タイ国	 サケラート 
2014.9 マレイシア・サラワク州 

２．資料収集・整理 
■資料収集 
マレイシア・サラワク州, タイ国	 サケラート等アリ
類標本収集 

■受贈担当資料 
ハチ・アリ類コレクション． 

■整理同定担当資料 
アリ類コレクション(600点)の標本画像登録 

 
＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
昆虫で学ぶ授業計画を考える(ひとはくセミナー,教職
員セミナー) 
アリとハチの昔話ー中性代にはじまる昆虫の多様化

(ひとはくセミナー) 
◎第15回ジャングルスークール（ひとはくセミナー） 
◎生物系収蔵庫ツアー，博物館オープン 2回（オープ
ンセミナー） 

◎ふかたんオープンセミナー 
館外講演 
平成 26 年度兵庫県高等学校教育研究会国際理解教育
部会第 92 回後期研究大会「ボルネオの生物多様性
とその保全活動ー足下の小さなアリから国際交流」

(JICA関西) 
沖縄科学技術大学院大学「アリ類多様性が創出するア

リ擬態グモの多様性」(沖縄) 
兵庫県立大学知の交流シンポジウム「画像認識技術を
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活用して生物多様性を解明する」 (姫路) 
兵庫県立大学・大学院教育 
兵庫県立大学	 共生博物学（分担） 
兵庫県立大学大学院教育	 昆虫多様性生物学（担当） 
ラジオ・テレビ等出演 
ラジオ静岡「アリに化けるクモ」 
西脇小学校特注セミナー神戸新聞取材 

■キャラバンおよび地域研究員養成事業 
共生のひろば等の事業実施 

■連携事業 
バリフラワーショー「おもしろ昆虫・植物展」，兵庫

県立淡路夢舞台温室奇跡の星の植物館，（展示制作） 
ラン展，兵庫県立淡路夢舞台温室奇跡の星の植物館 

■学校教育支援 
兵庫県立大学附属中学校プロジェクト学習１年生 
学校団体対応特注セミナー岡山理科大学附属高校 
学校団体対応特注セミナー伊丹市立南小学校及 
学校団体対応特注セミナー伊丹市立笹原小学校等生

物多様性を学ぶ（講義編） 

■研修生等の受入 
兵庫県立大学人間環境学部卒論研究「画像認識技術に

よるアリ行動擬態類似の計測」の指導 
２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
生物系収蔵庫公開 6回 

■行政等支援 
相談・指導助言 
フランス国アベロン県対応 
博物館視察対応 1回 
電話相談 4件，メール相談 2件対応等 
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山内	 健生	 YAMAUCHI, Takeo 

自然・環境評価研究部 
昆虫共生研究グループ 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 系統分類部門	

准教授． 
昭和 51 年広島県生．九州大学大学院比較社会文化学府
博士後期課程単位取得満期退学．博士（学術）．日本衛

生動物学会，日本昆虫学会，日本昆虫分類学会，日本ダ

ニ学会，日本生物地理学会，都市有害生物管理学会，日

本ペストロジー学会，日本鱗翅学会，日本蛾類学会等所

属． 
 

＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．プロジェクト 
生物系収蔵庫（昆虫）の整備．分担者 
 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．感染症媒介動物の生態・分類に関する研究 
２．海産等脚目甲殻類の分類学的研究 
３．チョウ目昆虫の分類学的研究 
４．博物学史に関する研究 

■論文・著書 
Choi, C.-Y., Kang, C.-W., Kim, E.-M., Lee, S., Moon, 

K.-H., Oh, M.-R., Yamauchi, T., Yun, Y.-M. (2014) 
Ticks collected from migratory birds, including a new 
record of Haemaphysalis formosensis Neumann, on Jeju 
Island, Korea. Experimental and Applied Acarology, 
62(4), 557-566. 
山内健生・名古屋（小原）真弓・渡辺	 護・稲崎倫子・

滝澤剛則 (2014) 富山県における愛玩動物寄生のマ
ダニ類とノミ類，およびマダニ類から検出されたリ

ケッチア. ペストロジー, 29(1), 7-12. 
山内健生 (2014) 屋久島の原生的照葉樹林とスギ人工
林において非誘引式トラップで捕獲されたカミキ

リモドキ類. ペストロジー, 29(1), 13-17. 
Watanabe, K. and Yamauchi, T. (2014) Records of 

ichneumonid wasps (Hymenoptera) from Yakushima 
Island, the Ryukyu Islands, Japan. Japanese Journal of 
Systematic Entomology, 20(1), 81-90. 

Saito, N., Yamauchi, T., Ariyama, H. and Hoshino, O. 
(2014) Descriptions and ecological notes of 
free-swimming forms of cymothoid isopods (Crustacea: 
Peracarida) collected in two coastal waters of Japan. 
Crustacean Research, (43), 1-16. 
◎山内健生 (2014) 病原体媒介動物としてのマダニの
生態. 人と動物の共通感染症研究会ニュースレター, 
(13), 7-11. 
山内健生 (2015) マレーズトラップを用いた昆虫調査. 
昆虫と自然, 50(1), 15-19. 

◎山内健生・高田	 歩 (2015) 日本本土に産するマダ
ニ科普通種の成虫の図説. ホシザキグリーン財団研
究報告, 18, 287-305. 

■その他著作 
山内健生・名古屋真弓・渡辺	 護・稲崎倫子・關口健

治	(2014) 日本脳炎流行予測調査（感染源調査）2013
年. 富山県衛生研究所年報, 37, 82-88. 
山内健生 (2014) 書評「アキバ系文化昆虫学～2 次元
世界の美少女の虫たちへの想い」保科英人著. 都市
有害生物管理, 4(1), 37-38.	
山内健生 (2014) ウオノエは「魚の餌」？. ひとはく
通信ハーモニー, 87, 4. 
山内健生・石原貴子 (2015) アブが登場する創作絵本. 
アブ研究, 38, 23-25. 
山内健生 (2014) ひとはく通信	 収蔵標本. 産経新聞
（兵庫）	 2014年 11月 6日付  
山内健生・渡辺	 護・沢辺京子・津田良夫 (2015) 能
登半島輪島市蛇山北斜面における疾病媒介蚊の発

生調査. pp. 82-90. 厚生労働科学研究費補助金	 新
型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業	 感

染症を媒介する節足動物の分布・生息域の変化，感

染リスクの把握に関する研究（H24-新興-一般-007）	
平成 26年度総括・分担研究報告書, 156 pp. 国立感
染症研究所. 
沢辺京子・田中	 淳・井川	 穣・山本一成・山内健生・

渡辺	 護・大塚	 彰 (2015) 気象解析に基づく日本
脳炎ウイルス媒介蚊コガタアカイエカの移動と分

散に関する研究. pp. 91-100. 厚生労働科学研究費補
助金	 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究

事業	 感染症を媒介する節足動物の分布・生息域の

変化，感染リスクの把握に関する研究（H24-新興-
一般-007）	 平成 26年度総括・分担研究報告書, 156 
pp. 国立感染症研究所. 
山内健生・石原貴子・沢辺京子 (2015) 鳥取県，島根
県，広島県におけるマダニ類の生息調査（2014年度）. 
pp. 143-147. 厚生労働科学研究費補助金	 新型イン
フルエンザ等新興・再興感染症研究事業	 感染症を

媒介する節足動物の分布・生息域の変化，感染リス

クの把握に関する研究（H24-新興-一般-007）	 平成
26年度総括・分担研究報告書, 156 pp. 国立感染症研
究所. 
林	 利彦・山内健生・橋本知幸・野田伸一・平

林公男・鍬田龍星・前田	 健・佐藤智美・前

川芳秀・渡辺	 護・小林睦生・沢辺京子  (2015) 
マダニ相に関する全国調査の試み（2014年 5月）. pp. 
148-153. 厚生労働科学研究費補助金	 新型インフ
ルエンザ等新興・再興感染症研究事業	 感染症を媒

介する節足動物の分布・生息域の変化，感染リスク

の把握に関する研究（H24-新興-一般-007）	 平成
26年度総括・分担研究報告書, 156 pp. 国立感染症研
究所. 
山内健生・石原貴子・沢辺京子 (2015) 鳥取県，島根
県，広島県におけるマダニ類の生息調査（2013～
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2014年度）. pp. 119-121. 厚生労働科学研究費補助金	
新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業	

感染症を媒介する節足動物の分布・生息域の変化，

感染リスクの把握に関する研究（H24-新興-一般-007）	
平成 24～26年度総合研究報告書, 132 pp. 国立感染
症研究所. 
沢辺京子・林	 利彦・山内健生・前川芳秀・小

川浩平・渡辺	 護・小林睦生・橋本知幸・野

田伸一・平林公男・佐藤智美・鍬田龍星・前

田	 健  (2015) マダニ相に関する全国調査の試み. 
pp. 122-127. 厚生労働科学研究費補助金	 新型イン
フルエンザ等新興・再興感染症研究事業	 感染症を

媒介する節足動物の分布・生息域の変化，感染リス

クの把握に関する研究（H24-新興-一般-007）	 平成
24～26 年度総合研究報告書, 132 pp. 国立感染症研
究所. 

■ブログへの情報提供 
1件 

■研究発表 
山内健生（2014）地方衛生研究所における衛生動物研
究	 ～富山県衛生研究所を例に～．都市有害生物管

理学会第 35 回大会，日本大学生産工学部津田沼キ
ャンパス，習志野市． 
浅川満彦・石田裕一・山内健生（2014）昆虫およびク
モから得られた糸片虫類Mermithidae科線虫．第 20
回日本野生動物医学会つくば大会，つくば国際会議

場，つくば市．	

沢辺京子・山内健生・橋本知幸・野田伸一・渡

辺	 護・平林公男・鍬田龍星・前田	 健・岩

永史朗・安藤勝彦・鎮西康雄・佐藤智美・前

川芳秀・林	 利彦・佐々木年則・小林睦生

（2015）SFTS 対策に向けたマダニ類の全国
調査．第 67回日本衛生動物学会大会，金沢大学，
金沢市．	

佐藤智美・山内健生・林	 利彦・前川芳秀・小川浩平・

佐々木年則・小林睦生・糸山	 享・沢辺京子（2015）
環境の異なる地域におけるマダニ相および植生解

析．第 67 回日本衛生動物学会大会，金沢大学，金
沢市．	

三條場千寿・山内健生・後藤康之・松本芳嗣（2015）
佐渡島および屋久島からのサシチョウバエの

（Diptera: Psychodidae, Phlebotominae）初記録．第 67
回日本衛生動物学会大会，金沢大学，金沢市． 
皆川恵子・武藤敦彦・山内健生（2015）チマダニ類 2
種の数種殺虫剤に対する残渣接触試験結果．第 67
回日本衛生動物学会大会，金沢大学，金沢市． 
小林睦生・前川芳秀・山内健生・野田伸一・二瓶直子・

沢辺京子（2015）重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
患者が発生した地域の植生の特徴．第 67 回日本衛
生動物学会大会，金沢大学，金沢市． 
山内健生・石原貴子・沢辺京子（2015）鳥取県、島根
県、広島県におけるマダニ定点調査．第 67 回日本
衛生動物学会大会，金沢大学，金沢市． 

６）学会役員など 
日本衛生動物学会，常任幹事（学会誌編集長），編集

委員，情報委員，自然史学会連合連絡委員． 
日本衛生動物学会西日本支部，幹事． 
都市有害生物管理学会，評議員，編集委員． 
投稿原稿の査読：Tick and Tick-borne diseases，Medical 

Entomology and Zoology，Biogeography，日本生物地
理学会会報，都市有害生物管理，奈良教育大学附属

自然環境教育センター紀要． 
■助成を受けた研究 
感染症を媒介する節足動物の分布・生息域の変化、感

染リスクの把握に関する研究．厚生労働科学研究補

助金（新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究

事業）．分担者（2014 年度200 万円／総額2,975 万

円）	

東南アジアにおける吸血節足動物媒介性ウイルスの

網羅的探索とリスクマップ作製．文部科学省科学研

究費基盤研究(B)(海外学術調査)．分担者（2014年度
100万円／総額 1183万円）	
兵庫県但馬沖の中層・深海域における生物多様性の解

明と地域活性化の取り組み．平成 26 年度公立大学
法人兵庫県立大学特別研究助成金．分担者（2014年

度20万円）	

■海外調査 
2014.12～2015.3,	イギリス・ロンドン	

２．資料収集・整理	

■資料収集 
2014.4-	12,	マダニ類．豊岡市，上郡町，津山市，広

島市．	

■受贈担当資料 
2014.9,	昆虫類（橋本直也氏コレクション）．8,600

点．	

■整理同定担当資料 
昆虫類（チョウ目，ノミ目，コウチュウ目，アミメカ

ゲロウ目，カメムシ目，シラミ目），甲殻類（等脚

目），ダニ類（マダニ目）． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
◎山内健生，2014.7，特注セミナー「昆虫に関するお
話」，博物館．（47名） 
◎山内健生，2014.10，特注セミナー「ワクワクこん虫
ワールド!!」博物館．（26名） 
◎山内健生，2014.11，特注セミナー「ワクワクこん虫
ワールド!!」博物館．（41名） 
◎山内健生，2014.11，特注セミナー「衛生害虫につい
て」博物館．（40名） 
◎山内健生，2014.11，「昆虫標本を見てみよう！」博
物館．（約 90名） 
◎山内健生，2014.12，特注セミナー「ワクワクこん虫
ワールド!!」博物館．（60名） 
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館外講演 
◎山内健生，2014.9，「知っておきたいマダニのはなし」，
第 39 回サイエンスカフェ伊丹，伊丹市立生涯学習
センター「ラスタホール」（約 25名） 
◎山内健生，2014.11，「感染症媒介動物と環境」，西脇
市民かんきょう大学，西脇市勤労福祉センター（41
名） 

テレビ・ラジオ等出演 
2014.5，「マダニについて」，南海放送ラジオ「うぃず」 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.8 「明石海峡ぐるり〜んクルーズ～海から神戸を
見てみよう～」，さんふらわあ．副担当	

■共催・協力・後援事業 
2014.4-2015.1，誠文堂新光社『理科好きな子に育つ不
思議のお話 365』制作．日本衛生動物学会関連話題
の取りまとめ協力 

■学校教育支援 
講師派遣 
2014.5，篠山市小学校教育研究会理科研究部会「身の
回りの生き物」，講師，篠山市立福住小学校	

2014.5，「マダニ類と蚊類の調査」，調査指導，兵庫県
立大学附属中学校 2年生 5名 

2014.6，「マダニ類と蚊類の調査」，調査指導，兵庫県
立大学附属中学校 2年生 5名 

2014.7，「マダニ類と蚊類の調査」，調査指導，兵庫県
立大学附属中学校 2年生 5名 

2014.9，「マダニ類と蚊類の調査」，調査指導，兵庫県
立大学附属中学校 2年生 5名 

2014.9，「里山の生物多様性に関するサイエンスカフ
ェ」，講師，愛媛県立南宇和高等学校生物選択者（1
～3年生）30名 

2014.9，「宇和島市（来村川河口）における疾病媒介蚊
調査」，調査指導，愛媛県立宇和島南高等学校 2 年
生 SSH事業 3名 

2014.10，「マダニ類と蚊類の調査」，調査指導，兵庫県
立大学附属中学校 2年生 5名 

2014.11，「マダニ類と蚊類の調査」，調査指導，兵庫県
立大学附属中学校 2年生 5名 

２．シンクタンク事業 
■行政等支援 
相談・指導助言 
来訪者 10件，10名程度．電話・FAX相談 10件程度，
メール相談 10件程度． 
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三橋	 弘宗	 MITSUHASHI, Hiromune 

自然・環境マネジメント研究部 
流域生態研究グループ／生涯学習推進室 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 生態研究部門	

講師． 
昭和 45 年京都府生．京都大学大学院理学研究科博士前
期課程修了．理学修士．日本生態学会，日本陸水学会，

応用生態工学会，アメリカベントス学会，兵庫陸水生物

研究会等所属． 
 
＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
１． タスクフォース	 改修・新館タスクフォース 
サブリーダー 
	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 

1．河川生態系における生物群集と物質循環に関する
研究 

2．自然環境情報の活用と整備に関する研究 
3．樹脂を活用した展示物の作製技法に関する研究 

■論文・著書 
Takeshi Osawa • Hiromune Mitsuhashi • Atushi Ushimaru 

(2014) Plant species' coexistence relationships may shift 
according to life history traits and seasons. Plant Ecology, 
215, 597-612.  

■助成を受けた研究 
アダプティブ・マネジメントによるコウノトリ野生復

帰の研究と実行．文部科学省科学研究費助成事業	

基盤研究（B），研究分担者（金額 494万円／1775
万円）． 
兵庫県但馬沖の中層・深海域の生物相に関する研究．

公立大学法人兵庫県立大学特別研究助成. 分担者
（20万円）． 

■学会役員など 
日本生態学会近畿地区委員 
日本生態学会保全生態学研究	 編集幹事 
関西淡水動物談話会	 世話人 
NPO法人西日本自然史系博物館ネットワーク	 事務
局 

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4－2015.3	 兵庫県産水生生物（底生動物（昆虫、
貝、甲殻類）、魚類、両生類） 

■整理同定担当資料 

底生動物および水生生物全般． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
三橋弘宗，2014.7, 一般セミナー「河川生態系のしく
みと自然再生」、博物館．(7名) 
三橋弘宗，2014.5, 特注セミナー「収蔵庫見学」．(4名)	
三橋弘宗，2014.5, 特注セミナー「コウノトリについ
て」．(135名)	
三橋弘宗，2014.7, 特注セミナー「コウノトリになっ
て豊岡の空を飛んでみよう」．(64名)	
三橋弘宗，2014.9, 特注セミナー「標本づくり」．(20
名)	
三橋弘宗，2014.10, 特注セミナー「水生生物について」．

(78名)	
三橋弘宗，2014.10, 特注セミナー「水辺の生き物とそ
のくらし」．(67名)	
三橋弘宗，2015.2, 特注セミナー「コウノトリになっ
て豊岡の空を飛んでみよう」．(67名)	
三橋弘宗，2015.3, 特注セミナー「生物多様性って
何？」．(41名)	

■担い手育成支援事業 
連携グループ・地域研究員 
森本静子，主担当 
河田航路，主担当 
丹羽信彰，主担当 
渡辺晶造，主担当 
琢磨千恵子，副担当	

東山真也，副担当	

楠瀬雄三，副担当	

青山茂，副担当	

NPO法人さんぴぃす，主担当 
里山レンジャー，主担当 
水辺のフィールドミュージアム，主担当 
丹波のホトケドジョウを守る会，主担当 
野生生物を調査研究する会，主担当 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2014.8, 龍谷大学理工学部学生 1名． 
2014.8, 近畿大学農学部学生 1名． 
2014.8, 関西学院大学社会学部学生 1名． 
2014.8, 高知大学理学部学生 1名． 
2014.8, 滋賀県立大学環境科学部学生 1名． 
2014.8, 八洲学園大学生涯学習学部学生 1名． 
2014.8, 東海大学海洋学部学生 1名． 

個人別成果報告に関する資料	

●自然・環境マネジメント研究部	 	流域生態研究グループ／	
動物共生研究グループ	

No.4	
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2014.8, 仏教大学歴史学部学生 1名． 
2014.8, 京都府立大学生命環境学部学生 1名． 

■展示 
2014.2-2014.4. 特別企画「第９回共生のひろば展」（分
担者）． 

2014.7-2014.11. 特別企画「ゾルンホーフェンの化石―
１億 5千万年の記憶」（分担者）． 

2014.2-2014.6  ミニ企画展「六甲山のキノコ展 2014―
野生のキノコの不思議な魅力」（主担当）． 

2015.2-2015.6  ミニ企画展「六甲山のキノコ展 2015―
野生のキノコの不思議な魅力」（主担当）． 

2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
分担者 
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和田	 年史	 WADA, Toshifumi 

自然・環境マネジメント研究部 
流域生態研究グループ 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 自然環境系	 生

態研究部門	 准教授． 
昭和 52年兵庫県生．長崎大学大学院生産科学研究科博
士後期課程修了．水産学博士．日本動物行動学会，日本

水産学会，日本生態学会，日本魚類学会，日本貝類学会，

日本甲殻類学会等所属． 
 

＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．プロジェクト 
液浸収蔵庫および生物系収蔵（脊椎動物・昆虫）の整

備．分担者 
 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．頭足類（イカ・タコ類）の分類および生態に関す

る研究 
２．砂浜海岸の人為的改変が海岸生物の生息場所利用

に与える影響 
３．日本海沿岸および中層・深海域の生物相に関する

研究 
■論文・著書 
◎  Momoko Hatano, Takuzo Abe, Toshifumi Wada, 

Hiroyuki Munehara (2015) Ontogenetic metamorphosis 
and extreme sexual dimorphism in lumpsuckers: 
Eumicrotremus asperrimus, Cyclopteropsis bergi and 
Cyclopteropsis lindbergi, may be synonymous. Journal of 
Fish Biology, 86(3), 1121-1128. 
原口展子・和田年史（2015）鳥取県岩美町の鴨ヶ磯地
先における藻場の構成種（大型褐藻類）および水平

分布. 海苔と海藻，83, 9-27． 
◎ 和田年史（2015）山陰海岸の身近な海の生きもの
ガイドブック. 監修および一部執筆, 55 pp，鳥取県
立博物館出版． 

■その他著作 
和田年史（2014）キヌバリ. 「生きもの通信 ～山陰海
岸から」コラム，朝日新聞（島根・鳥取版）(4月 29
日)． 
和田年史（2014）ナベカ. 「生きもの通信 ～山陰海岸
から」コラム，朝日新聞（島根・鳥取版）(6月 3日)． 
和田年史（2014）エイみたいなサメ「カスザメ」．収
蔵コレクション展 ゾルンホーフェンの化石 ～ 1
億 5000万年の記憶，ひとはく通信ハーモニーNo. 85． 
和田年史（2014）オオカズナギ. 「生きもの通信 ～山
陰海岸から」コラム，朝日新聞（島根・鳥取版）(7
月 8日)． 
和田年史（2014）砂浜海岸にくらすスナガニ．人博コ
ラム，ひとはく通信 (7月 24日)． 

和田年史（2014）マアジ－なじみの深い回遊魚. 「生
きもの通信 ～山陰海岸から（番外編）」コラム，朝
日新聞（鳥取版）(8月 29日)． 
和田年史（2014）アイゴ－上下の鰭基部に毒腺. 「生
きもの通信 ～山陰海岸から」コラム，朝日新聞（島
根・鳥取版）(9月 23日)． 
和田年史（2014）ヒメジの仲間－砂中の餌 ひげで探
知. 「生きもの通信 ～山陰海岸から」コラム，朝日
新聞（島根・鳥取版）(10月 28日)． 
和田年史（2014）ミノカサゴ－優雅に迫り 獲物逃さ
ず. 「生きもの通信 ～山陰海岸から」コラム，朝日
新聞（島根・鳥取版）(12月 9日)． 

■ブログへの情報提供 
2件 

■研究発表 
須田有輔・井上 隆・和田年史・大富 潤・中根幸則・
永田隆一（2014）日本の開放的な砂浜海岸サーフゾ
ーンの魚類相．平成 26年度日本沿岸域学会 研究討
論会，東海大学海洋学部，静岡市． 
和田年史（2014）博物館学・水族館学から眺める頭足
類．沖縄シンポジウム「頭足類学を興す」，沖縄県

立博物館・美術館，那覇市． 
和田年史（2014）環日本海における指標生物の共同調
査の提案．平成 26年度海洋生物多様性保全関係機
関連絡会議，福井県立大学小浜キャンパス，小浜市． 
原口展子・和田年史（2015）鳥取県岩美町の鴨ヶ磯地
先における藻場の構成種（大型褐藻類）および水平

分布．日本藻類学会第 39回大会，九州大学箱崎キ
ャンパス，福岡市． 

■助成を受けた研究 
兵庫県但馬沖の中層・深海域の生物相に関する研究．

公立大学法人兵庫県立大学特別研究助成. 代表者
（2014年度 20万円） 
「頭足類学」創成への参画等に関する研究．公立大学

法人兵庫県立大学自然・環境科学研究所部局特色化

推進費. 代表者（2014年度 15万円） 
■海外調査 

2014.12-2015.3, アメリカ合衆国・グアム島 
２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4- 12, 海洋生物各種．西宮市，芦屋市，神戸市，
相生市，美方郡新温泉町，美方郡香美町，豊岡市，

姫路市家島等． 
■整理同定担当資料 
海洋生物（頭足類、甲殻類，貝類，海産魚類等）． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
和田年史，2014.5，特注セミナー「沿岸生態系とそこ
にくらす海洋生物」，博物館．（42名） 
和田年史，2014.10，特注セミナー「博物館の魚類標本
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をつくろう！」，博物館．（25名） 
和田年史，2014.10，特注セミナー「身近な海の生きも
の２－博物館の紹介」，博物館．（94名） 
和田年史，2014.11，特注セミナー「沿岸生態系保全の
取り組み」，博物館．（95名） 

館外講演 
和田年史，2014.6，講話「身近な海の生きもの」，伊丹
市立緑丘小学校．（90名） 
和田年史，2014.6，講話「身近な海の生きもの」，芦屋
市立打出浜小学校．（93名） 
和田年史，2014.7，サイエンス・トライやる事業特別
セミナー「沿岸域の生態系の保全とそこにくらす海

洋生物」，豊岡市港中学校．（90名） 
和田年史，2014.12，サイエンス・トライやる事業特別
セミナー「沿岸域の生態系とそこにくらす海洋生物」 
+ 「イカの解剖実習」，新温泉町立浜坂中学校．（82
名） 
和田年史，2015.3，グアム日本人学校「海洋生物の研
究紹介とグアム大学海洋研究所の案内」，グアム大

学海洋研究所．（15名） 
非常勤講師 
2014.4-6, 「水域生態学」，鳥取環境大学． 
2014.7, 「自然環境保全実習・演習Ⅰ」，鳥取環境大学． 

■共催・協力・後援事業 
2014.5- 10,「野外体験授業」等，芦屋市立打出浜小学
校，芦屋市．協力／主担当・セミナー担当等 

2014.7- 10,「里海クラブ活動」等，あいおい播磨灘の
里海づくり協議会，相生市．協力／主担当・セミナ

ー担当等 
■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.11, 神戸市立有野中学校および有野北中学校．3
名 

■展示 
2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
分担者 

２．シンクタンク事業 
■行政等支援 

2014.6, 鳥取沿岸の砂浜海岸復元・港内堆砂抑制に向
けた技術検討委員会，鳥取県県土整備部． 

相談・指導助言 
来訪者 5件，10名．電話・FAX相談 10件，メール相
談約 30件． 
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布野	 隆之	 FUNO, Takayuki 

自然・環境マエンジメント研究部 
流域生態研究グループ／企画調整室 
研究員 
昭和 51年島根県生．新潟大学大学院自然科学研究博士
後期課程修了．農学博士．日本生態学会，日本鳥学会，

日本森林学会，農業農村工学会等所属 
 
＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
1.事業推進部門 
資料・収蔵タスクフォース 

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 

1．希少猛禽類ニホンイヌワシの生態とその保全に関
する研究 

2．天然記念物オオヒシクイの生息湿地および採餌水
田の保全・再生に関する研究 

3．カラスのゴミ被害問題の実態と対策に関する研究 
■その他著作 
布野隆之（2014）カラスの見分け方．産経新聞（5月

8日）． 
■研究発表 

Takayuki Funo, Aiko Shinbo, Yoshitaka Yamaga, Osamu  
Aihara, Tsuneo, Sekijima, Manabu Abe (2014) Spatial 
characteristics of foraging habitat and seasonal changes in 
potential foraging area of Golden Eagle in deciduous 
broadleaf forest. 26th International Ornithological 
Congress , Rikkyo University, Tokyo, Japan. 

Shigehiro Kato Noritaka Matsubara, Takayuki Funo, 
Takezumi Kaw (2015) Proposal to establish the 921 
Earthquake Geo-park in	 Central Taiwan focusing on 
education to mitigate natural disaster risk．Hokudan 2015 
International Symposium on Active Faulting, Awaji 
Yumebutai International Conference Center, Awaji, 
Japan. 

■学会役員など 
2014.4	 野生復帰	 レフェリー 
2014.5	 野生復帰	 レフェリー 
	 日本鳥学会近畿地区懇談会	 事務局 
	 日本鳥学会 2015年度兵庫大会事務局長 

■助成を受けた研究 
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－.文部科学省科学
研究費助成事業	 若手研究（B），研究代表者（金額
40万円／340万円）． 
菅生ダムにおける陸域から水域への栄養塩フロー．一

般財団法人水源地環境センター水源地生態研究会，

研究分担者（金額 40万円／300万円）． 
■海外調査 

2014.5 台湾 

２．資料収集・整理	  
■資料収集 

2014.4.11	 ハシブトガラス．50点，伊丹市． 
2015.3.11	 ハシブトガラス．20点，伊丹市． 
2014.4.1～2015.3.31	 小型鳥類．50点，三田市．  

■受贈担当資料 
2013.7.17	 鳥類本剥製他．3点，尼崎市． 
2015.2.15	 鳥類本剥製．1点，三田市． 

■整理同定担当資料 
陸生脊椎動物（鳥類）． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
布野隆之，2014.4.20	 「オープンセミナー	 日本に暮
らす鳥たちの不思議」，博物館，90名． 
布野隆之，2014.5.21	 「カラスによるごみ被害を解決
する」，博物館，15名． 
布野隆之，2014.6.8	 「オープンセミナー	 ふかたん
初夏の鳥をさがそう」，博物館，20名． 
布野隆之，2014.6.8	 「希少猛禽類イヌワシを保全す
る」，博物館 7名． 
布野隆之，2014.7.27	 「オープンセミナー	 日本に暮
らす鳥たちの不思議」，博物館，90名． 
布野隆之，2014.9.20	 「オープンセミナー	 現存する
最古の鳥たち」，博物館，90名． 
布野隆之，2014.9.23	 「タカの渡り観察会」，宝塚市，

13名． 
布野隆之，2014.11.16	 「オープンセミナー	 鳥の羽
根ペンをつくろう」，博物館，50名． 
布野隆之，2014.12.14	 「オープンセミナー	 日本に
暮らす鳥たちの不思議」，博物館，90名． 
橋本佳明・高橋	 晃・布野隆之	 2014.12.20	 「オー
プンセミナー	 生物系収蔵庫ツアー」，博物館，30
名． 
橋本佳明・高橋	 晃・布野隆之	 2014.3.7	 「オープ
ンセミナー	 生物系収蔵庫ツアー」，博物館，30名． 

館外講演など 
布野隆之，2014.8.1	 「寒河江ダムにおける陸域から
水域への栄養塩フロー」，水源地環境センター，東

京，講師，10名． 
布野隆之，2014.6.12	 「カラスの生態と行動観察」，
講師，兵庫県有馬高校，5名． 
布野隆之，2014.7.27	 「カラスの生態と対策」，講師，
芦屋市公光分庁舎南棟，芦屋市，15名． 
布野隆之，2014.8.28	 「ツバメとコシアカツバメの生
息場所について」，講師，芦屋市，15名． 
布野隆之，2014.9.20	「カラスのごみ被害を解決する」，
川西市生涯学習短期大学，講師，川西市アステ市民

プラザ，川西市，75名． 
布野隆之，2014.10.28	「カラスの生態と対策」，講師，
芦屋市公光分庁舎南棟会議室，芦屋市，15名． 
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布野隆之，2014.11.17	 「陸域から水域への栄養塩フ
ローとその解析手順」，京都法華ホテル会議室，京

都，講師，10名． 
布野隆之，2014.12.6	 「伊丹いきものマイスター講座	
カラスの生態とごみ被害への対策」，講師，伊丹市

役所，38名． 
布野隆之，2014.12.7	 「伊丹いきものマイスター講座	
カラスの塒の観察調査」，講師，昆陽池公園，伊丹

市，38名． 
布野隆之，2015.1.23	 「円山川水系における陸域から
水域への栄養塩フローの解析の試行」，講師，円山

川，豊岡市，10名． 
布野隆之，2015.1.27	 「円山川水系における陸域から
水域への栄養塩フロー」，講師，京都法華ホテル会

議室，京都，講師，10名． 
布野隆之，2015.2.7	「イヌワシから見た草原と森林」，
但馬の流域学フォーラム～つなげる、つながる、岸

田川流域～，講師，上山高原ふるさと館，50名． 
布野隆之，2015.3.3	 「加古川流域におけるカラス対
策」，講師，兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所，

加古川市，4名． 
布野隆之，2015.3.5	 「菅生ダムにおける陸域から水
域への栄養塩フロー」，講師，京都法華ホテル会議

室，京都，講師，10名． 
布野隆之，2015.3.12	 「水源地生態研究会報告」，講
師，一般財団法人水源地環境センター会議室，東京，

講師，30名． 
■キャラバン・主催アウトリーチ事業 

2013.7.12-8.1	 「夏季展示	 紫金山と釈迦ヶ池－まも
る自然・つくる環境－」，吹田市立博物館，吹田市，

協力． 
2013.7.25	 「あかし	 いきものフォーラム」，明石市
生涯学習センター，明石市，協力． 

2014.10.3-2015.1.19	 「プチ展示	 モズのはやにえ」，
伊丹市昆虫館，伊丹市，協力． 

■担い手育成支援事業 
連携グループ・地域研究員 
溝田浩美（主担当） 
脇坂英弥（主担当） 
楠瀬雄三（主担当） 
アピス同好会（副担当） 
成果発表 
溝田浩美（2015）ハヤブサの餌メニュー，第 10 回共
生のひろば，地域研究員，主担当． 

協力事業 
2014.11.16	 スーパードリームスタジオ，人と自然の
会，博物館． 

2015.2.15	 ドリームスタジオ	 冬鳥を観察しよう，人
と自然の会，博物館，展示制作． 

2015.2.11	 共生のひろば．（ポスター・作品展示担当）． 
■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2015.5	 県内の中学生．4名 

学校団体対応 
新潟大学大学院自然科学絵研究科，10名． 
成果発表 
平川直樹（2015）本校と周辺緑地における鳥類調結果
と考察．第 38 回兵庫県高等学校総合文化祭自然科
学部門発表会，バンドー神戸青少年科学館．神戸市，

研究協力． 
講師派遣 
布野隆之，2014.5.15	 「人と動物の共生を目指す！～
カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立大

学附属中学校，7名． 
布野隆之，2014.6.12	 「人と動物の共生を目指す！～
カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立大

学附属中学校，7名． 
布野隆之，2014.7.28	 「人と動物の共生を目指す！～
カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立大

学附属中学校，7名． 
布野隆之，2014.7.28	 「上郡町におけるカラス被害の
実態調査」，講師，上郡町，7名． 
布野隆之，2014.8.2	 「マコモ植栽による天然記念物
オオヒシクイの餌資源再生」，新潟大学大学院，新

潟市，講師，5名． 
布野隆之，2013.9.18	 「人と動物の共生を目指す！～
カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立大

学附属中学校，7名． 
布野隆之，2014.9.27-10.1	 「マコモ植栽による天然記
念物オオヒシクイの餌資源再生～マコモ植栽地の

環境調査～」，講師，兵庫県立大学附属中学校，10
名． 
布野隆之，2014.10.16	 「人と動物の共生を目指す！
～カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立

大学附属中学校，7名． 
布野隆之，2014.11.6	 「人と動物の共生を目指す！～
カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立大

学附属中学校，7名． 
布野隆之，2015.1.22	 「人と動物の共生を目指す！～
カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立大

学附属中学校，7名． 
布野隆之，2015.2.17	 「人と動物の共生を目指す！～
カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立大

学附属中学校，7名． 
布野隆之，2015.3.30	 「人と動物の共生を目指す！～
カラスのごみ被害を考える～」，講師，兵庫県立大

学附属中学校，8名． 
■展示 

2014.4- 6，トピックス展「兵庫に暮らす２種類のカラ
ス」．責任者 

2015.2.18- 3.8，ミニ企画展「ヤドリギ展」．分担者 
２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 

2014.5.20	 収蔵庫説明会．20名． 
2014.7.12	 生物系収蔵案内，静岡県立博物館，1名． 
2014.9.4	 生物系収蔵案内，国立科学博物館，1名． 
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2014.10.30	 生物系収蔵案内，環境科学大阪株式会社，
1名． 

2014.11.18	 生物系収蔵案内，萩博物館，1名． 
■行政支援（計 6件） 

2013.4-	 新名神高速道路（近畿自動車道	 名古屋神戸
線）兵庫県域自然環境保全検討会委員 

2013.4-	 中国自動車道	 姫路鳥取線（播磨新宮～山崎）
兵庫県域自然環境保全検討会委員 

2013.4-	 兵庫県生物多様性アドバーザー 
2014.3-	 一般財団法人水源地環境センター	 水源地
生態研究会	 周辺森林研究グループ	 委員 

2014.3-	 伊丹市環境審議会みどり環境部会	 委員 
2014.7-2015.3	 芦屋市カラス被害対策検討委員会	 委
員 

相談・指導助言 
来訪者 10件，30名．電話・FAX相談 100件，メール
相談 10件． 
■学会開催等支援 
2014.4.20	 第 108回日本鳥学会近畿地区懇談会大阪大
会，事務局員． 

2014.4.19	 5th International Conference on the Future of 
Oriental White Storks，豊岡市民会館，豊岡市，運営
スタッフ． 

2014.7.20	 国際セミナー「コウノトリの野生復帰と自
然・地域再生」，豊岡市立地域農業管理施設・祥雲

寺，豊岡市，運営スタッフ．	

2014.12.23	 「第８回生物多様性協働フォーラム	 ウ
ナギの未来をつなげよう	 ～うまいもんが結ぶ人

の縁、水のつながり、生きもののくらし～」，グラ

ンフロント大阪北館４Fナレッジシアター，大阪市，
運営スタッフ．	

2015.1.10	 第 108回日本鳥学会近畿地区懇談会京都大
会，事務局員． 

2015.2.8	 但馬の流域学フォーラム～つなげる、つな
がる、岸田川流域～，新温泉町夢ホール，新温泉町，

運営スタッフ． 
2015. 2. 22	 豊岡ジオ・コウノトリキャンパス開設記念	 兵庫
県立大学ＣＯＣ事業 豊岡ジオ・コウノトリキャンパス研
究発表会「但馬地域に貢献する大学院とは？－地域資源マ

ネジメントの可能性－」，じばさんTAJIMA多目的ホール，
豊岡市，運営スタッフ． 
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髙木	 俊	 TAKAGI, Shun 

自然・環境マネジメント研究部 
動物共生研究グループ 
研究員 
昭和 59年熊本県生．東京大学大学院農学生命科学研究
科博士課程修了．博士（農学）．日本生態学会，個体群

生態学会，日本応用動物昆虫学会等所属． 
 

＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．研究開発部門 
紀要編集委員会	 編集委員	

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．外来種・在来種を含む生物群集における生物間相

互作用に関する研究 
２．湖沼・ため池沿岸の水生植物帯における動物群集

の動態に関する研究 
■論文・著書 
◎Takagi S, Miyashita T (2014) Scale and system 

dependencies of indirect effects of large herbivores on 
phytophagous insects: a meta-analysis. Population 
Ecology, No. 56, 435–445. 

Takada MB, Takagi S, Iwabuchi S, Mineta T, Washitani I 
(2014) Comparison of generalist predators in 
winter-flooded and conventionally managed rice paddies 
and identification of their limiting factors. Springer Plus, 
No. 3, 418. 

Akeboshi A, Takagi S, Murakami M, Hasegawa M, 
Miyashita T (2015) A forest-grassland boundary 
enhances patch quality for a grassland-dwelling butterfly 
as revealed by dispersal processes. Journal of Insect 
Conservation, No. 19, 15–24. 

■その他著作 
高木俊（2014）植物をめぐるシカとチョウの三角関係．
コラム，ひとはく通信ハーモニー，86． 
高木俊（2015）シカとチョウ．ひとはく通信，産経新
聞兵庫版(1月 8日)． 

■研究発表 
高木俊（2014）印旛沼における水生植物帯の管理が水
域と陸域の節足動物群集に与える影響．平成 26年
度河川整備基金助成研究成果発表会，砂防会館，

東京都千代田区． 
Takagi S (2014) Scale dependency of plant-mediated 

indirect interactions. 進化群集生態学シンポジウム，
京都大学，京都市． 

中西奈津美, 高木俊, 西廣淳, 鏡味麻衣子（2014）湖岸
移行帯における昆虫・クモ類の抽水・浮葉植物利用

の季節変化．日本陸水学会第 79回大会，筑波大学，
つくば市． 
高木俊,  中西奈津美, 鏡味麻衣子（2015）陸域－水域

境界域での節足動物群集の季節変動：水上ピットフ

ォールトラップによる評価．日本生態学会第 62回
全国大会，鹿児島大学，鹿児島市． 

２．資料収集・整理	

■整理同定担当資料 
哺乳類． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
高木俊，2014.5，特注セミナー「シカが変える森の中
の生き物たちのつながり」，博物館．（11名） 
高木俊，2014.8，教職員・指導者セミナー「土の中の
小さな生き物」，博物館．（13名） 
高木俊，2014.11，オープンセミナー「さわって観察！
動物のホネ」，博物館．（75名）	

館外講演	

三橋弘宗・高木俊，2014.6，「ENEOS わくわく自然学
校」，兵庫県豊岡市，豊岡市田結湿地．（20名） 
高木俊，2014.6，「研究者がとりくむ教育活動」，平成

26年度農学生命科学研究科・農学部キャリア講演会，
東京大学農学部．（20名） 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014. 8 「身近な自然で見られる昆虫展」，宝塚市立西公民
館・西図書館，宝塚市．主担当 

■学校教育支援 
トライやるウィーク	

2014.5, 三田市立ゆりのき台中学校 1名・宝塚市立西
谷中学校 2名・西宮市立塩瀬中学校 1名． 

2014.11, 神戸市立北神戸中学校 2名・神戸市立有野中
学校 2名・神戸市立有野北中学校 2名．  

講師派遣 
2014.5，「プロジェクト学習	 生き物同士のつながりを
探る」，講師，兵庫県立大学附属中学校２年生 

2014.6，「プロジェクト学習	 生き物同士のつながりを
探る」，講師，兵庫県立大学附属中学校２年生 

2014.7，「プロジェクト学習	 生き物同士のつながりを
探る」，講師，兵庫県立大学附属中学校２年生 

2014.9，「プロジェクト学習	 生き物同士のつながりを
探る」，講師，兵庫県立大学附属中学校２年生 

2014.10，「プロジェクト学習	 生き物同士のつながり
を探る」，講師，兵庫県立大学附属中学校２年生 

2014.11，「プロジェクト学習	 生き物同士のつながり
を探る」，講師，兵庫県立大学附属中学校２年生 

2015.1，「プロジェクト学習	 生き物同士のつながりを
探る」，講師，兵庫県立大学附属中学校２年生 

2015.2，「プロジェクト学習	 生き物同士のつながりを
探る」，講師，兵庫県立大学附属中学校２年生 

2015.2，「第 7回プロジェクト学習	 発表会」，講師・
アドバイザー，兵庫県立大学附属中学校２年生 

■展示 
2015.2-4，トピックス展「意外と身近！？セアカゴケ
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グモ」．責任者 
2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
分担者 

２．シンクタンク事業	

■行政等支援 
相談・指導助言	

来訪者 10件，15名．電話・FAX相談 6件，メール相
談 3件． 
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藤本 真里	 FUJIMOTO, Mari 

自然・環境マネジメント研究部 
コミュニティデザイン（多自然居住）研究グループ 
主任研究員 
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 環境計画研究部門 
講師． 
昭和 36年兵庫県生．大阪大学大学院工学研究科博士課
程修了，工学博士．日本造園学会, 日本都市計画学会，
環境情報センター所属． 

 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
1. 事業推進部門 
事業推進室副室長	 地域展開担当 

2. プロジェクト 
深田公園魅力アップ. 代表者 
有馬富士公園	 人材育成. 代表者 
ミツカンよかわビオトープ倶楽部支援. 代表者 
丹波市前山（さきやま）地区支援. 代表者 
都市公園活用 PJ. 代表者 
地域支援	 アウトリーチ. 代表者 
世界の都市公園リサーチ PJ. 分担者 
尼崎 21世紀の森構想の推進支援. 分担者 
尼崎の森中央緑地パークセンター運営支援. 分担者 
農地の低管理手法の開発. 分担者 
環境系資料の再整備. 分担者 
古写真の活用プログラム開発. 分担者 
ひょうごの習俗・行事の記録と活用. 分担者 
多自然地域再生 PJ. 分担者 
 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．住民参画型の公園運営に関する研究 
２．住民主導・行政支援型のまちづくり活動支援に関

する研究 
■論文・著書 
◎藤本真里・中瀬	 勲・赤松	 弘治・行徳	 昌則・宮

原	 一明・靍本	 寬・上田	 萌子（2015）食品工場
のビオトープにおける住民・企業・専門家協働型の

計画・運営に関する研究，ランドスケープ研究，78
（5），日本造園学会，印刷中. 
◎大平和弘・上田萌子・赤澤宏樹・藤本真里・田原直

樹（2014）多自然居住地域における協議会による地
域自治の段階性に関する研究：兵庫県佐用町におけ

る 13の地域づくり協議会を事例として．環境情報

科学学術研究論文集，28，313-318． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和弘・

田原直樹（2015）東大阪市におけるテキストマイニ
ングを利用した街路樹管理への市民要望の把握，ラ

ンドスケープ研究，78巻 5号，741-744． 
■その他著作 
藤本真里・上田萌子 (2015) ミツカンよかわビオトー
プ倶楽部 10年の成果と課題に関する研究．株式会
社ミツカングループ本社受託研究報告書． 
藤本真里 (2015) パークマネジメントの新展開に関す
る研究．兵庫県阪神北県民局受託研究報告書． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和弘・

田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の管理に
関する市民要望と対応，平成 26年度日本造園学会
関西支部大会研究・事例報告発表要旨集，5-6． 

■研究発表 
◎赤澤宏樹・藤本真里・上田萌子・澤木昌典（2014）
尼崎 21世紀の森構想における官民協働による緑の
創出．日本造園学会，西日本短期大学，福岡市． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和弘・

田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の管理に
関する市民要望と対応．日本造園学会関西支部大会，

滋賀県立大学，彦根市． 
■学会役員など 
日本造園学会, 論文校閲委員． 

■助成を受けた研究 
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．文部科学省科学

研究費基盤研究（Ｂ）, 研究分担者（金額 10万円／
200万円） 
◎丹波市市島町における豪雨被害を契機とした山

林・農地の防災・減災力の強化，兵庫県立大学: 多
自然地域での調査研究等助成金，研究分担者（金額

50万円） 
◎古写真による地域らしさの想起とまちづくりへの

活用，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研究等助
成金，研究分担者（金額 50万円） 
◎多自然地域における自生の薬草を活用した地域再

生の検討，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研究
等助成金，研究分担者（金額 40万円） 

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.9-2014.10，吉川町，加東市における山田錦関連施
設写真．吉川町・加東市． 

 
＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 

個人別成果報告に関する資料	
●自然・環境マネジメント研究部	 	コミュニティデザイン（多自然居住）研究グループ／	

コミュニティデザイン（都市再生）研究グループ	

No.5	
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■セミナー 
館主催セミナー 
藤本真里，2014.11，「料理&うんちくDE地域再発見「山
田錦」, 博物館．(17名) 
藤本真里，2014.10，「魅力再発見！ハイキング	 姫路
城だけじゃない姫路の魅力，姫路市．(4名) 
藤本真里，2014.5,「クイズ	 うんちく博物館」, 博物
館．(69名) 
藤本真里，2014.5-2014.11,「ミニ写真展	 市民の目か
ら見た	 姫路城	 昭和の大改修」, 博物館．(全 3回	
105名) 
藤本真里，2014.5,「ゆめはくカフェ」, 博物館．(42
名) 
藤本真里，2014.5,「人と自然の会とひとはく」，NPO
法人人と自然の会新人研修，博物館．（4名） 
藤本真里，2014,11, 「ひとはくクイズ」, 三田市立武
庫小学校.（200名） 

館外講演 
藤本真里，2014.4-2015.1, 講義・ワークショップ実施
およびセミナー全体の企画・運営, 有馬富士公園公
開セミナー, 兵庫県阪神北県民局・兵庫県立有馬高
校人と自然科と共催, 有馬富士公園，三田市．(16
名×10日	 160名) 
藤本真里，2014.4-2015.1, 講義・ワークショップ実施
およびセミナー全体の企画・運営, 有馬富士公園公
開セミナー, 兵庫県阪神北県民局・兵庫県立有馬高
校総合学科と共催, 有馬富士公園，三田市．(11名×5
日,55名) 
藤本真里，2013.12 ,全体の企画・運営・進行, 有馬富
士公園学生サミット, 兵庫県阪神北県民局と共催, 
有馬富士公園，三田市．（53名） 
藤本真里，2014.8-2015.3 ,全体の企画・運営, 有馬富士
公園まちづくり塾, 兵庫県阪神北県民局と共催, 有
馬富士公園，三田市．（240名） 
藤本真里，2014.7，「私のシンクタンク活動紹介」，講
師，関西大学，吹田市．（8名） 
藤本真里，2014.10, 「知る・出会う・わかりあう	 宝
塚のまちづくり」, 講師, いきいき学舎・フレミラ
専門コース「環境・自然コース」1年生, 宝塚市立
老人福祉センター, 宝塚市．（38名） 
藤本真里，2014.10, 「理想のまちづくりを考える」, 講
師, いきいき学舎・フレミラ専門コース「環境・自
然コース」2年生, 宝塚市立老人福祉センター, 宝塚
市．（36名） 
藤本真里，2014.10,「みんなに愛される公園づくり」, 講
師, 第１回大山隠岐国立公園隠岐ビジョン（仮称）
研究会, 島根県隠岐島町. （30名） 
藤本真里，2015.1,「みんなに愛される公園づくり」, 講
師, 造園学会北海道支部勉強会, 北海道札幌市.（40
名） 

兵庫県立大学・大学院教育 
都市設計論及び演習（分担） 
人と自然の共生（分担） 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.4.26, ありまふじフェスティバル, 有馬富士公園, 
三田市.主担当 

2014.5.6-6.27, みなみたじま自然学校で観察できる動
物たち, 南但馬自然学校, 朝来市. 主担当 

2014.7.20-2014.8.31, 道の駅	 みき, 三木市. 主担当 
2014.7.17〜9.2, 瑞宝園, 神戸市. 主担当 
2014.10.19, 子どもの夢よ！天まで届け！はたらくく
るま！ In かとう, 東条湖おもちゃ王国. 主担当 

2014.11.1, 宝塚音楽回廊, 宝塚市文化創造館, 宝塚市. 
主担当 

2014.11.14, 小さな学校キャラバン, 香美町立余部小
学校御崎分校, 香美町. 主担当 

2014.4.29, ハウジングピア福知山, 福知山市.分担者 
2014.4.26-5.7, 南米の昆虫展, 徳島県あすたむランド, 
徳島県. 分担者 

2014.8.2-10, 上坂部西公園緑の相談所, 尼崎市. 分担
者 

2014.10.29, パールデイサービスセンター, 神戸市. 分
担者 

2014.11.9, もみじ祭り会場, 相生市. 分担者 
2014.11.19, 夙川幼稚園, 西宮市. 分担者 
2014.11.25, 小さな学校キャラバン, 宍粟市立千種小
学校, 宍粟市. 分担者 

2015.3.21, いちかわ図書館, 市川町. 分担者 
■担い手成長支援事業 
連携グループ等 
ＮＰＯ法人	 人と自然の会, 副担当 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 三田市立富士中学校．2名 
2014.6, 三田市立ゆりのき台中学校．1名 
2014.6, 西宮市立塩瀬中学校．1名 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2014.8.18 ｰ 8.19，博物館実習生 10名． 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
「ミツカンよかわビオトープ倶楽部10年の成果と課題
に関する研究」．研究代表者, 株式会社ミツカングル
ープ本社．（75万円） 
「パークマネジメントの新展開に関する研究」．研究

代表者, 兵庫県阪神北県民局．（100万円） 
■行政等支援 
委員会等	 （計 25件） 
2014.6-	 まちづくり審議会, 専門委員, 兵庫県. 
2006.7－	 有馬富士公園運営・計画協議会, 委員, 兵庫
県阪神北県民局． 

2008.6-	 姫路市提案型協働事業審査会, 委員, 姫路市． 
2013.11	 姫路市市民活動・恊働推進事業計画検討懇話
会, 委員, 姫路市． 

2014.2	 姫路城応援事業審査会, 委員, 姫路市． 
2009.6-	 市民活動・ボランティアサポートセンター運
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営会議, 委員長, 姫路市． 
2012.8-	 姫路城内樹木パトロール, 委員, 姫路市． 
2014.1-2015.3	 地域コミュニティ活性化アドバイザー，
姫路市． 

2013.11-2016.3	 置塩城跡保存管理計画策定研究会，会
員，姫路市教育委員会． 

2014.7-2014.12	 宝塚市総合計画検討市民会議, 委員, 
宝塚市. 

2015.3-2015.11	 宝塚市総合計画審議会, 委員, 宝塚
市. 

2014.10-	 市民自治組織のあり方に関する調査, 専門
委員, 宝塚市. 

2013.7-2015	 宝塚市再生可能エネルギー推進審議会, 
委員, 宝塚市． 

2012.8-	 宝塚市行政評価委員会, 委員, 宝塚市． 
2007.7－	 尼崎の森中央緑地	 植栽計画推進会議, 委
員, 兵庫県阪神南県民局． 

2012.4－	 尼崎の森中央緑地	 コーディネーター会議, 
委員, 兵庫県阪神南県民局． 

2008.8-   尼崎市都市公園等指定管理者選定委員会
 委員長 尼崎市 

2013.5-2015.3	 尼崎２１世紀の森づくり協議会，委員，
兵庫県． 

2014.12-2015.3	 尼崎の森中央緑地整備計画検討委員
会, 委員, 兵庫県. 

2012.5－2014.5	 猪名川上流広域ごみ処理施設組合指
定管理者評価協議会, 委員長, 猪名川上流広域ごみ
処理施設組合． 

2014.3-2015.3	 猪名川町総合計画審議会, 委員, 猪名
川町. 

2005.9－	 財団法人しそう森林王国協会, 理事, 財団
法人しそう森林王国協会． 

2013.6-2014.3	 しあわせの森管理運営検討会，委員，
神戸市. 

2013.6-2015.3 加東市協力協定連携推進会議，委員，加
東市. 

2014.10-	 淡路花博2015花みどりフェア国際シンポジ
ウム運営委員会, 委員, 国際シンポジウム「パーク
マネジメントの未来」実行委員会. 

相談・指導助言 
来訪者	 48件，106名．電話・FAX相談 75件，メー
ル相談 250件． 
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赤澤	 宏樹	 AKAZAWA, Hiroki 

自然・環境マネジメント研究部 
コミュニティデザイン（多自然居住）研究グループ／大

学連携タスクフォース 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 環境計画研究部

門	 准教授． 
昭和 45年大阪府生．大阪府立大学大学院農学研究科修
士課程修了．農学博士．日本造園学会学会，日本都市計

画学会，環境情報科学センター，IFPRAジャパン等所属． 
 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．タスクフォース	 	 大学連携タスクフォース 
文部科学省COC事業担当 

２．プロジェクト 
世界の都市公園リサーチ．代表者 
パークマネジメントに関する国際フォーラムの開催．

代表者	

国営明石海峡公園神戸地区管理運営準備支援．代表者	

尼崎21世紀の森構想の推進支援．代表者	

尼崎の森中央緑地パークセンター運営支援．代表者	

西武庫公園再生支援．代表者	

長居公園・長居植物園運営支援．代表者	

三田市景観計画策定支援．代表者 
農地の低管理手法の開発．分担者 
農地の低管理手法の開発．分担者 
古写真の活用プログラム開発．分担者 
ひょうごの習俗・行事の記録と活用．分担者 
ひょうごのランドスケープ遺産インベントリーの作

成．分担者 
多自然地域再生．分担者 
兵庫県立大学 10周年・創基 85周年事業の調整．分担
者 
都市公園活用．分担者 
三田市南公園	 まちなか里山保全プロジェクトの支

援．分担者 
兵庫県下市町の生物多様性地域戦略の策定・推進を目

的とした行政支援．分担者 
宝塚すみれプロジェクト〜地域拠点とのネットワー

ク．分担者 
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．分担者 
館内展示空間のリノベーションと演示プログラムの

総合運営．分担者	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．コミュニティ・ランドスケープの形成に関する研

究 
２．多自然居住地域におけるまちづくりに関する研究 

■論文・著書 
◎大平和弘・上田萌子・赤澤宏樹・藤本真里・田原直

樹（2014）多自然居住地域における協議会による地
域自治の段階性に関する研究：兵庫県佐用町におけ

る 13の地域づくり協議会を事例として．環境情報
科学学術研究論文集，28，313-318． 
◎柴田俊樹・村本次正・遠嶽明子・津田主税・赤澤宏

樹（2015）西武庫公園の協議方式による再整備と継
続的な活用，造園技術報告集，8，128-133． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和弘・

田原直樹（2015）東大阪市におけるテキストマイニ
ングを利用した街路樹管理への市民要望の把握，ラ

ンドスケープ研究，78巻 5号，741-744． 
■その他著作 
赤澤宏樹・上田萌子・大平和弘（2015）古写真から読
み解く環境と生活，SEEDer，No.12，6-12． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和弘・

田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の管理に
関する市民要望と対応，平成 26年度日本造園学会
関西支部大会研究・事例報告発表要旨集，5-6． 
赤澤宏樹（2014）ひとはく通信「公園と泥だんご」，
産経新聞 9月 7日号，25． 

■研究発表 
◎赤澤宏樹・藤本真里・上田萌子・澤木昌典（2014）

尼崎 21 世紀の森構想における官民協働による緑の

創出．日本造園学会，西日本短期大学，福岡市．	

田原直樹・上田萌子・赤澤宏樹・上甫木昭春（2014）

明治初期大阪臨海部新田開発地域における集落の

成立状況について．日本造園学会，西日本短期大学，

福岡市．	

赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和弘・

田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の管理に

関する市民要望と対応．日本造園学会関西支部大会，

滋賀県立大学，彦根市．	

■学会役員など 
日本造園学会，論文集委員会，委員 
日本造園学会，企画委員会，委員 
日本造園学会，ランドスケープ・マネジメント研究委

員会，委員 
日本造園学会，震災復興支援研究調査ワーキンググル

ープ，コミュニティ担当 
日本造園学会，校閲委員． 
日本都市計画学会，校閲委員． 
環境情報科学センター，校閲委員． 
韓国伝統造景学会，校閲委員. 
日本造園学会関西支部，支部運営委員 
日本造園学会関西支部，ランドスケープ遺産研究会世

話人（兵庫県担当） 
International Federation of Park and Recreation Association, 

Japan，理事 
International Federation of Park and Recreation Association, 

Japan，企画委員長 
■助成を受けた研究 
◎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，文部科学省科
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学研究費基盤B，研究分担者（金額 20万円／200万
円） 
◎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，文部科学

省科学研究費基盤C，研究分担者（金額 10万円／
90万円） 
◎古写真による地域らしさの想起とまちづくりへの

活用，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研究等助
成金，研究代表者（金額 50万円） 
◎小規模集落における景観資源を活用した広域的な

地域づくりの検討，兵庫県立大学平成 26年度地域
志向教育研究等助成金，研究代表者（金額 60万円） 
◎丹波市市島町における豪雨被害を契機とした山

林・農地の防災・減災力の強化，兵庫県立大学: 多
自然地域での調査研究等助成金，研究分担者（金額

50万円） 
◎多自然地域における自生の薬草を活用した地域再

生の検討，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研究
等助成金，研究分担者（金額 40万円） 
◎多自然居住地域における自生の薬草を活用した地

域再生の検討，兵庫県立大学平成 26年度地域志向
教育研究等助成金，研究分担者（金額 60万円） 

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4-2015.3	 古写真とその記憶．佐用町． 
■整理同定担当資料 
古写真（佐用町）	

	

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
赤澤宏樹、2014.4、特注セミナー「ﾐﾆ逆さｶﾒﾗをつくろ
う」、博物館.（全 3回、129名） 
赤澤宏樹、2014.4、特注セミナー「古写真で学ぶラン
ドスケープとカメラづくり」、博物館.（全 2回、42
名） 
赤澤宏樹、2014.4、オープンセミナー「ゴミの力、自
然の力」、博物館.（20名） 
赤澤宏樹、2014.7、オープンセミナー「泥団子をつく
ろう！」、博物館.（40名） 
赤澤宏樹、2014.8、教職員指導者セミナー「ピカピカ
泥団子の作り方（初級・中級）」、博物館.（41名） 
赤澤宏樹、2014.8、教職員指導者セミナー「牛乳パッ
クでカメラづくりから撮影まで」、博物館.（21名） 
赤澤宏樹、2014.8、一般セミナー「ピカピカ泥団子を
つくろう」、博物館.（24名） 
赤澤宏樹、2014.8、一般セミナー「牛乳パックでカメ
ラをつくって写真をとろう」、博物館.（21名） 
赤澤宏樹、2014.8、特注セミナー「古写真で学ぶラン
ドスケープとカメラづくり」、博物館.（18名） 
赤澤宏樹、2014.8、特注セミナー「120年前の写真に
うつる暮らしと自然」、博物館.（40名） 

赤澤宏樹、2014.11、特注セミナー「ﾐﾆ逆さｶﾒﾗをつく
ろう」、博物館.（25名） 
赤澤宏樹、2014.11、特注セミナー「ﾐﾆ逆さｶﾒﾗをつく
ろう」、博物館.（56名） 
赤澤宏樹、2014.11、特注セミナー「ﾐﾆ逆さﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ
作り」、博物館.（全 2回、135名） 
赤澤宏樹、2015.3、オープンセミナー「アニメーショ
ンをつくろう」、博物館.（40名） 

館外講演 
赤澤宏樹，2014.4，「アメリカの公園とライフスタイル」，
阪神シニアカレッジ，講師，尼崎市中小企業センタ

ー.（50名） 
赤澤宏樹，2014.5，「人と自然を活かすパークセンター」，

NPO大洗海の大学，講師，大洗海の大学.（15名） 
赤澤宏樹，2014.5，「社会の求める人材を育てる大学と
業界  ランドスケープを巡る業域拡大と教育につ
いて考える」，日本造園学会企画委員会，話題提供，

西日本短大.（30名） 
赤澤宏樹，2014.9，「住みよいまちづくり～環境にやさ
しい暮らし～」，西播磨高齢者文化大学講座，講師，

兵庫県立西播磨文化会館.（40名） 
赤澤宏樹，2014.10，「あかしあ台のまちづくりとまち
づくり協議会」，あかしあ台まちづくり協議会準備

会，講師，あかしあ台コミュニティセンター.（15
名） 
赤澤宏樹，2014.11，「あなたがつくる宝塚らしい緑の
景観」，宝塚市，講師，宝塚市立東公民館.（80名） 
	 赤澤宏樹，2014.12，「H26公園管理運営士認定試験
二次試験	 公園管理運営総論」，（一社）日本公園緑

地協会，講師，御堂会館.（167名） 
赤澤宏樹，2015.2，「公園管理運営の事例～地域とつな
がり貢献する公園～」，兵庫県園芸・公園協会，講

師，尼崎の森中央緑地パークセンター.（20名） 
赤澤宏樹，2015.3，「市民の森づくりが地域と人にもた
らすもの～尼崎の森中央緑地の取り組みから～」，

兵庫県立大学緑環境マネジメント研究科，講師，石

巻専修大学.（40名） 
赤澤宏樹，2015.3，「公園管理運営とレクリエーション」，
造園コンサルタント協会関西支部，講師，造園会館.
（15名） 
赤澤宏樹，2015.3，「身近な自然の楽しみ方」，阪神南
ビジョン委員会，講師，アクタ西宮.（70名） 

兵庫県立大学・大学院教育 
都市設計論及び演習（主任）	

共生博物学（分担）	

ランドスケープ計画特論（主任）	

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.8，「上坂部西公園キャラバン」，上坂部西公園，
尼崎市．分担者 

■協力事業 
2014.3	 明延まちづくり交流会～外の人が集い、つな
がるための仕組みと場づくり～，NPO法人一円電車
あけのべ． 
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■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 三田市立富士中学校．2名 
2014.6, 三田市立ゆりのき台中学校．1名 
2014.6, 西宮市立塩瀬中学校．1名 
学校団体対応 
2014.4，大阪府立泉北高等学校 
2014.4，兵庫県立宝塚北高等学校 
2014.8，和歌山県立海南高等学校 
2014.11，朝来市立朝来中学校 
2014.11，西宮市立小松小学校 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2014.8.18 ｰ 8.19，博物館実習生 10名． 

■展示 
2014.10，佐用町三河地域古写真展，佐用町三河地域づ
くり協議会． 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
「既成市街地内景観形成重点地区景観計画（案）策定

業務委託」．三田市．（300万円） 
「あかしあ台地域まちづくり活動支援業務委託」．あ

かしあ台自治会．（10万円） 
■行政等支援 
委員会等	 （計 36件） 
2004.4-	 尼崎 21世紀の森づくり協議会，委員，兵庫
県県土整備部． 

2007.4-	 阪神南地域ビジョン委員会，専門委員，阪神
南県民局． 
2007.4-	 阪神南地域ビジョン委員会グループ活動
支援事業審査会，委員，阪神南県民局． 

2009.9-	 尼崎市総合計画審議会，委員，尼崎市． 
2010.4-	 大阪市立長居公園管理運営協議会，座長，大
阪市． 

2010.7-	 三田市景観形成推進員，三田市． 
2010.9-	 三田市景観審議会審査部会，委員，三田市． 
2011.4-	 尼崎 21世紀の森中央緑地コーディネーター
会議，座長，尼崎港管理事務所． 

2011.2-	 尼崎市きょうDo推進検証会議，副座長，尼
崎市． 

2012.4-	 西武庫公園ネットワーク，アドバイザー，尼
崎市． 

2012.4-	 宝塚市景観審議会，委員，宝塚市． 
2012.4-	 宝塚市景観審議会デザイン協議部会，委員，
宝塚市． 

2012.11-	 尼崎市環境審議会，委員，尼崎市． 
2012.11-	 尼崎市環境審議会・尼崎市環境基本計画改
定ワーキンググループ，委員，尼崎市． 

2012.8-	 三田市行政改革推進会議，委員，三田市． 
2013.7-	 三田市まちづくり基本条例協働委員会，副委
員長，三田市． 

2013.5-	 尼崎市公園緑地審議会，副会長，尼崎市． 
2013.5-	 尼崎市公園緑地審議会専門部会，座長，尼崎

市． 
2013.6-	 尼崎の森中央緑地	 野の花花壇づくりワー
キング，コーディネーター，兵庫県． 

2013.10-	 三田駅北側周辺地区まちづくり推進連絡協
議会，アドバイザー，三田市． 

2013.10-	 兵庫県生物多様性アドバイザー，兵庫県． 
2013.11-	 尼崎21世紀の森づくり協議会検討会，座長，
兵庫県． 

2014.1-	 三田地区まちづくり推進連絡協議会，アドバ
イザー，三田市． 

2014.2-	 西宮市都市景観・屋外広告物審議会，委員，
西宮市． 

2014.2-	 西宮市都市景観・屋外広告物審議会都市景観
部会，委員，西宮市． 

2014.2-	 西宮市都市景観・屋外広告物審議会景観アド
バイザー部会，委員，西宮市． 

2014.4-2014.5	 尼崎 21世紀の森中央緑地管理運営業
務委託に係る企画提案コンペ審査委員会，委員，兵

庫県阪神南県民センター． 
2014.7-2014.9	 三田市聖苑にかかる指定管理者選定委
員会，委員長，三田市． 

2014.12	 市民活動推進プラザ運営団体選考委員会，ア
ドバイザー，三田市． 

2015.1-2015.3	 平成 27年度三田市まちづくり活動支
援事業助成金審査会，委員，三田市． 

2014.11-2015.3	 NTN（株）宝塚製作所跡地利活用基本
設計等策定に係る有識者等検討会，委員，宝塚市． 

2014.11-2015.3	 宝塚ガーデンフィールズ跡地利活用
基本設計策定に係る有識者検討会，委員，宝塚市． 

2014.11-	 茨木市みどりの施策推進委員会，委員，茨
木市． 

2015.1-	 三田市連合婦人会研修会，アドバイザー，三
田市連合婦人会． 

2015.3-	 伊丹市環境審議会みどり環境部会，委員，伊
丹市． 

2015.3	 三田市老人クラブ愛称選考会，アドバイザー，
三田市老人クラブ． 

相談・指導助言 
来訪者 30件，90名．電話・FAX相談 20件，メール
相談 50件． 

■学会開催等支援 
2014.5	 日本造園学会全国大会．800名． 
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大平	 和弘	 OHIRA, Kazuhiro 

自然・環境マネジメント研究部                     
コミュニティデザイン（多自然居住）研究グループ 
研究員                           
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 客員研究員． 
昭和 60年兵庫県生．大阪府立大学大学院生命環境科学
研究科博士後期課程修了．博士（緑地環境科学）．日本

造園学会，環境情報科学センター，農村計画学会，日本

遺跡学会等所属． 
 
＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
１．事業推進部門	 研究シンクタンク推進室 
兵庫県シンクタンク等協議会	 幹事 
研究紹介コーナー運営担当 

２．研究開発部門 
研究担当 

３．プロジェクト 
関西・中国・四国のランドスケープ遺産取りまとめ．

代表者 
古写真の活用プログラム開発．代表者 
ひょうごのランドスケープ遺産インベントリーの作

成．代表者 
ひょうごの習俗・行事の記録と活用．代表者 
関西広域連合広域環境保全計画実践への支援．分担者 
三田市景観計画策定支援．分担者 
多自然地域再生プロジェクト．分担者 
農地の低管理手法の開発．分担者 
世界の都市公園リサーチ．分担者 
尼崎21世紀の森構想の推進支援．分担者	

尼崎の森中央緑地パークセンター運営支援．分担者	

伝統的な祭司空間にみる地域の自然生態的インフラ

の継承システムの解明．分担者 
	 	 	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．多自然居住地域におけるランドスケープ・マネジ

メントに関する研究 
２．文化的景観を支えるまちづくりのあり方に関する

研究 
■共同研究 
部門研究「古写真とその記憶等の収集による地域景観

の評価に関する研究」，研究分担者． 
■論文・著書 
◎大平和弘・上田萌子・赤澤宏樹・藤本真里・田原直

樹（2014）多自然居住地域における協議会による地
域自治の段階性に関する研究：兵庫県佐用町におけ

る 13の地域づくり協議会を事例として．環境情報
科学学術研究論文集，28，313-318． 
◎赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和

弘・田原直樹（2015）東大阪市におけるテキストマ
イニングを利用した街路樹管理への市民要望の把

握，78巻 5号 
■その他著作 
大平和弘・中島義晴（2014）奈良市における庭園の悉
皆的調査－宗教法人の庭園－，奈良文化財研究所紀

要 2014，66-67． 
赤澤宏樹・上田萌子・大平和弘（2015）古写真から読
み解く環境と生活，SEEDer，No.12，6-12． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和弘・

田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の管理に
関する市民要望と対応，平成 26年度日本造園学会
関西支部大会研究・事例報告発表要旨集，5-6． 

■研究発表 
◎大平和弘・中堀卓・浦出俊和・上甫木昭春（2014）
市街化に伴う自治会分割地域における祭りへの関わり方と

コミュニティ意識．日本造園学会全国大会，西日本短

期大学，福岡県． 
◎赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和

弘・田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の管
理に関する市民要望と対応．日本造園学会関西支部

大会，滋賀県立大学，彦根市． 
■学会役員など 
日本造園学会，造園技術報告集委員会，委員． 
日本造園学会，論文校閲委員．   
日本造園学会関西支部，ランドスケープ遺産部会，事

務局． 
日本造園学会関西支部，ランドスケープ遺産研究会，

世話人（兵庫県担当） 
■助成を受けた研究 
◎古写真による地域らしさの想起とまちづくりへの

活用，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研究等助
成金，研究分担者（金額 50万円） 
◎小規模集落における景観資源を活用した広域的な

地域づくりの検討，兵庫県立大学平成 26年度地域
志向教育研究等助成金，研究分担者（金額 60万円） 
◎丹波市市島町における豪雨被害を契機とした山

林・農地の防災・減災力の強化，兵庫県立大学: 多
自然地域での調査研究等助成金，研究分担者（金額

50万円） 
◎多自然地域における自生の薬草を活用した地域再

生の検討，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研究
等助成金，研究分担者（金額 40万円） 
◎多自然居住地域における自生の薬草を活用した地

域再生の検討，兵庫県立大学平成 26年度地域志向
教育研究等助成金，研究分担者（金額 60万円） 
◎伝統的な祭司空間にみる地域の自然生態的インフ

ラの継承システムの研究，文部科学省科学研究費基

盤C，研究分担者（金額 20万円） 
■賞罰 
日本造園学会	 研究論文部門研究奨励賞受賞 

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4-2015.3	 古写真収集．養父市． 
2014.4-2015.3	 古写真とその記憶収集．佐用町． 
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2014.4-2015.3	 習俗および祭りの映像記録収集，兵庫
県下． 

■整理同定担当資料 
古写真（養父市、佐用町） 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
大平和弘，2014.4，特注セミナー「研究と私」，博物館．
（77名） 
大平和弘、2014.5，一般セミナー「ミニ箱庭をつくろ
う」、博物館.（9名） 
大平和弘，2014.5，特注セミナー「研究と私」「収蔵庫
見学ツアー」，博物館．（11名） 
大平和弘，2014.6，特注セミナー「深田公園について」，
博物館および深田公園．（33名） 
大平和弘，2014.6，特注セミナー「ゴミと人間と環境
問題」，博物館．（全 3回，115名） 
大平和弘，2014.7，オープンセミナー「ひとはく探検
隊『深田公園のひみつ』」，博物館．（17名） 
大平和弘，2014.7，オープンセミナー「オリジナル風
景画～夏編～」，博物館．（82名） 
大平和弘，2014.7，オープンセミナー「妖怪（ようか
い）ってどこにいる？」，博物館．（152名） 
大平和弘，2014.7，特注セミナー「ミニ箱庭つくり」，
博物館．（7名） 
大平和弘，2014.8，教職員指導者セミナー「箱庭づく
りを通して学ぶ自然や文化」，博物館．（17名） 
大平和弘，2014.10，一般セミナー「次世代に残したい
風景について考えよう」，博物館．（39名） 
大平和弘，2014.10，特注セミナー「3階展示室解説」，
博物館．（全 2回，42名） 
大平和弘，2014.11，オープンセミナー「お庭の立体カ
ードをつくろう」，博物館．（114名） 
大平和弘，2014.11，一般セミナー「オリジナル箱庭を
つくろう」、博物館.（7名） 

館外講演 
大平和弘，2014.7，「建物だけじゃない！景観の資源と
まちづくり」，講師，三田地区景観まちづくりに向

けた区長・自治会長説明会，三田市文化会館（30名）． 
大平和弘，2015.1，「明延における景観資源の活用」，
講師，大屋町および明延区住民・NPO法人一円電車
あけのべ，養父市立あけのべ自然学校（50名）． 
大平和弘，2015.3，「こんな大阪湾やったらええねん（未
来のコーディネーター交流会）」，講師，市民交流セ

ンターあさひ西（40名）． 
兵庫県立大学・大学院教育 
都市設計論及び演習（分担） 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.7，「ゆめはく虫いろいろ」，吹田市立博物館，吹田市．
分担 

2014.10，「学校キャラバン」，大阪市立榎本小学校，

大阪市．分担 
2014.11，「八鹿文化祭」，養父市立八鹿公民館，養父
市．主担当 

2015.2，「第７回サイエンスフェア in兵庫」，神戸国
際会議場，神戸市．分担 

■共催・協力・後援事業 
2014.3	 明延まちづくり交流会～外の人が集い、つな
がるための仕組みと場づくり～，NPO法人一円電車
あけのべ，養父市立あけのべ自然学校・明延区，養

父市．共催／主担当 
■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 三田市立富士中学校．2名 
2014.6, 三田市立ゆりのき台中学校．1名 
2014.6, 西宮市立塩瀬中学校．1名 
学校団体対応 
2014.5，淡路景観園芸学校 
2014.6，三田市立弥生小学校 
2014.6，神戸市立友が丘中学校 
2014.10，兵庫県立有馬高等学校 
2014.10，兵庫県立加古川東高等学校 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2014.8.18 ｰ 8.19，博物館実習生 10名． 

■展示 
2015.1-3,ひとはく研究員「研究紹介コーナー」.責任者 
2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
責任者 

2014.10，一円電車まつり「あけのべ古写真展」，責任
者 

2014.7，八鹿夏祭り「八鹿古写真展」，分担者 
2014.10，佐用町三河地域「みかわ古写真展」，佐用町
三河地域づくり協議会，分担者 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
「既成市街地内景観形成重点地区景観計画（案）策定

業務委託」．三田市．（300万円） 
「あかしあ台地域まちづくり活動支援業務委託」．あ

かしあ台自治会．（10万円） 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
環境系収蔵庫の案内，2回，15名． 

■行政等支援 
委員会等	 （計 3件） 
2013.10-	 三田市景観形成推進員，三田市． 
2013.10-	 三田駅北側周辺地区まちづくり推進連絡協
議会，アドバイザー，三田市． 

2014.10-  関西の残したい自然エリア選定検討委員会，
委員，関西広域連合． 

相談・指導助言 
電話・FAX相談 10件，メール相談 10件． 
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田原	 直樹	 TAHARA, Naoki 

自然・環境マネジメント研究部 
コミュニティデザイン（都市再生）研究グループ 
次長（研究系） 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 環境計画研究

部門	 教授． 
昭和 28年福岡県生．大阪大学大学院工学研究科博士課
程修了．工学博士．日本都市計画学会，日本造園学会

等所属． 
 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．事業推進部門	 次長 
２．プロジェクト 
多自然地域再生 PJ．代表者 
尼崎 21世紀の森構想の推進支援．分担者 
尼崎の森中央緑地パークセンター運営支援．分担者 
農地の低管理手法の開発．分担者 
環境系資料の再整備．分担者 
古写真の活用プログラム開発．分担者 
ひょうごの習俗・行事の記録と活用．分担者 
都市公園活用 PJ．分担者 
 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．歴史的緑の研究 
２．環境文化に関する考察 

■論文・著書 
大平和弘・上田萌子・赤澤宏樹・藤本真里・田原直

樹（2014）多自然居住地域における協議会による
地域自治の段階性に関する研究：兵庫県佐用町に

おける 13の地域づくり協議会を事例として．環境
情報科学学術研究論文集，28，313-318． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和

弘・田原直樹（2015）東大阪市におけるテキスト
マイニングを利用した街路樹管理への市民要望の

把握，ランドスケープ研究，78巻 5号，741-744． 
■その他著作 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和

弘・田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の
管理に関する市民要望と対応，平成 26年度日本造
園学会関西支部大会研究・事例報告発表要旨集，

5-6． 
田原直樹（2014）失われた風景復元，産経新聞 9月

18日，27． 
■研究発表 
◎田原直樹・上田萌子・赤澤宏樹・上甫木昭春（2014）
明治初期大阪臨海部新田開発地域における集落の

成立状況について．日本造園学会，西日本短期大

学，福岡市． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和

弘・田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の

管理に関する市民要望と対応．日本造園学会関西

支部大会，滋賀県立大学，彦根市．	

■学会役員など 
日本造園学会，校閲委員．	

日本都市計画学会，校閲委員．	

環境情報センター，校閲委員．	

日本建築学会，校閲委員．	

■助成を受けた研究 
小規模集落における景観資源を活用した広域的な地

域づくりの検討，兵庫県立大学平成 26年度地域志
向教育研究等助成金，研究分担者（金額 60万円）	
◎多自然地域における自生の薬草を活用した地域再

生の検討，兵庫県立大学:	多自然地域での調査研

究等助成金，研究代表者（金額 40万円）	
◎多自然居住地域における自生の薬草を活用した地

域再生の検討，兵庫県立大学平成 26年度地域志向
教育研究等助成金，研究代表者（金額 60万円）	
◎古写真による地域らしさの想起とまちづくりへの

活用，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研究等
助成金，研究分担者（金額 50万円） 
◎丹波市市島町における豪雨被害を契機とした山

林・農地の防災・減災力の強化，兵庫県立大学: 多
自然地域での調査研究等助成金，研究分担者（金

額 50万円） 
２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4- 2015.3, 景観情報．大阪市，堺市．	
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
田原直樹，2014.4.26，一般セミナー「名所図会を片
手に都市を歩く	 大阪天満宮から崇禅寺へ」，大阪

市.（12名）  
田原直樹，2014.5.10，一般セミナー「名所図会を片
手に都市を歩く	 吹田の渡しから江口の君堂へ」，

吹田市，大阪市.（18名）  
田原直樹，2014.6.7，一般セミナー「名所図会を片手
に都市を歩く	 堺市旧市街地界隈」，堺市.（17名）  
田原直樹，2014.10.18，一般セミナー「名所図会を片
手に都市を歩く	 川西市平野・多田界隈」，川西市.
（13名）  
田原直樹，2014.10.25，一般セミナー「名所図会を片
手に都市を歩く	 川西市平野・多田界隈	 追加」，

川西市.（3名）  
田原直樹，2014.11.22，一般セミナー「名所図会を片
手に街道を歩く	 堺東から鳳へ」，堺市.（7名）  
田原直樹，2014.10.21，特注セミナー「自然史博物館
がめざしているもの」，三田市.（40名） 

館外講演 
田原直樹，2014.10，「摂津名所図会にみる阪神間の
いま・むかし」，株式会社自然総研，池田泉州銀行
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池田営業部５階講堂．（100名） 
田原直樹，2014.11，「姫路の都市計画	 多核連携型
都市構造の実現をめざして」，姫路市，イーグレ姫

路アイメッセホール．（100名） 
田原直樹，2014.11，「絵図と地図からみる猪名川流
域の昔の風景」，川西市生涯学習短期大学，アステ

川西．（70名） 
田原直樹，2015.2，「摂津名所図会にみる江戸期から
現在までの植生の変化」，姫路市生涯学習大学校，

姫路市生涯学習大学校．（50名） 
兵庫県立大学・大学院教育 
環境文化特別演習（主任） 

■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
山崎敏昭，主担当（協働） 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 三田市立富士中学校．2名 
2014.6, 三田市立ゆりのき台中学校．1名 
2014.6, 西宮市立塩瀬中学校．1名 
学校団体対応 
2014.10，「自然科学基礎「兵庫県立人と自然の博物
館」研修」，加古川東高等学校理数科 1年生 

■研修生等の受入 
博物館実習	

2014.8.18 ｰ 8.19，博物館実習生 10名． 
２．シンクタンク事業 
■行政等支援 
委員会等	 （計 17件） 
2014.4-, 兵庫県国土利用計画審議会，委員，兵庫県． 
2014.4-, 兵庫県生物多様性アドバイザー，アドバイ
ザー，兵庫県． 

2014.4-, 兵庫県中播磨ビジョン委員会，専門委員，
兵庫県中播磨県民センター． 

2014.10-2015.3, 兵庫県高大連携等連絡協議会，委員
長，兵庫県教育委員会． 

2014.4-, 加古川東高校 SSH運営指導委員会，委員，
兵庫県教育委員会． 

2014.4-, 姫路市都市計画審議会，委員，姫路市． 
2014.4-, 姫路市広告物景観審議会，委員，姫路市． 
2014.4-, 姫路市広告物景観審議会デザイン部会，会
長，姫路市． 

2014.4-2015.3,イベントゾーン基本計画検討懇話会，
副会長，姫路市． 

2014.4-, 姫路市駅前放置自転車対策協議会，会長，
姫路市． 

2014.4-2015.3, 姫路市自転車等駐車場等整備・管理
事業選定委員会，委員長，姫路市． 

2014.4-2015.3, 大手前通り再整備検討懇話会，会長，
姫路市． 

2014.4-, 篠山市都市計画審議会，会長，篠山市． 
2014.4-, 加西市都市計画審議会，会長，加西市． 
2014.4-, 加西市土地利用調整委員会，委員，加西市． 

2014.4-, 丹波 OB大学運営委員会，委員，（公財）丹
波の森協会． 

2015.1-,三重県総合博物館協議会評価部会，委員，三
重県総合博物館． 

相談・指導助言 
来訪者 10件，20名．電話・FAX相談 5件，メール
相談 5件． 

2014.9, プロポーザルに係る意見聴取，有識者，姫
路市． 

2015.3, プロポーザルに係る意見聴取，有識者，姫
路市． 
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上田	 萌子	 UEDA, Moeko 

自然・環境マネジメント研究部 
コミュニティデザイン（都市再生）研究グループ／生

涯学習推進室 
研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 客員研究員． 
昭和 57年愛知県生．大阪府立大学大学院生命環境科学
研究科博士後期課程修了．博士（緑地環境科学）．日本

造園学会，環境情報科学センター，社叢学会等所属． 
 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．事業推進部門	 生涯学習推進室 
連携事業主担当，共生のひろば主担当 
キャラバン・アウトリーチ副担当，広報支援副担当 

２．研究開発部門 
資料担当，予算担当 

３．プロジェクト 
クロマツ林に代わる海岸林の形成に関する研究．代

表者 
農地の低管理手法の開発．代表者	

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．代表者	

共生のひろば推進プロジェクト．分担者	

世界の都市公園リサーチ．分担者	

尼崎 21世紀の森構想の推進支援．分担者	

尼崎の森中央緑地パークセンター運営支援．分担者	

三田市景観計画策定支援．分担者	

古写真の活用プログラム開発．分担者	

ひょうごの習俗・行事の記録と活用．分担者	

多自然地域再生プロジェクト．分担者	

都市公園活用プロジェクト．分担者	

	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．都市の土地利用変化とその環境に対する影響の

評価に関する研究 
２．都市部の海岸緑地の再生に関する研究 

■論文・著書 
上田萌子・服部保・澤田佳宏・上甫木昭春（2015）
暖温帯の自然海浜におけるウバメガシ群落の分布

と種組成に関する研究．ランドスケープ研究，78
（5），659-662． 
◎大平和弘・上田萌子・赤澤宏樹・藤本真里・田原

直樹（2014）多自然居住地域における協議会によ
る地域自治の段階性に関する研究：兵庫県佐用町

における 13の地域づくり協議会を事例として．環
境情報科学学術研究論文集，28，313-318． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和

弘・田原直樹（2015）東大阪市におけるテキスト
マイニングを利用した街路樹管理への市民要望の

把握，ランドスケープ研究，78（5），741-744． 

◎藤本真里・中瀬勲・赤松弘治・行徳昌則・宮原一

明・靍本寬・上田萌子（2015）食品工場のビオト
ープにおける住民・企業・専門家協働型の計画・

運営に関する研究，ランドスケープ研究，78（5），
711-716. 

■その他著作 
上田萌子（2014）図書紹介 林まゆみ他著「地域を
元気にする 実践！コミュニティデザイン」，ラン
ドスケープ研究，78(2)，198 
◎八木剛・藤本真里・上田萌子（2014）コラボレー
ションは進化する 博物館ボランティアから博物
館横断的なプロジェクトまで，社会教育，69，
22-28. 
赤澤宏樹・上田萌子・大平和弘（2015）古写真から
読み解く環境と生活，SEEDer，No.12，6-12． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和

弘・田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の
管理に関する市民要望と対応，平成 26年度日本造
園学会関西支部大会研究・事例報告発表要旨集，

5-6． 
藤本真里・上田萌子 (2015) ミツカンよかわビオトー
プ倶楽部10年の成果と課題に関する研究．株式会
社ミツカングループ本社受託研究報告書． 
上田萌子（2014）ひとはく通信「歴史の手がかり古
地図」，産経新聞(5月 22日)． 

■ブログへの情報提供 
2件 

■研究発表 
◎上田萌子・服部保・澤田佳宏・上甫木昭春（2014）
暖温帯における塩沼地低木林とその後背地の自然

林に関する研究．日本造園学会，西日本短期大学，

福岡市． 
◎赤澤宏樹・藤本真里・上田萌子・澤木昌典（2014）
尼崎 21世紀の森構想における官民協働による緑
の創出．日本造園学会，西日本短期大学，福岡市． 
田原直樹・上田萌子・赤澤宏樹・上甫木昭春（2014）
明治初期大阪臨海部新田開発地域における集落の

成立状況について．日本造園学会，西日本短期大

学，福岡市． 
赤澤宏樹・川口将武・藤本真里・上田萌子・大平和

弘・田原直樹（2014）東大阪市における街路樹の
管理に関する市民要望と対応．日本造園学会関西

支部大会，滋賀県立大学，彦根市． 
◎八木剛・藤本真里・上田萌子（2015）「来てもらう」
から「出かけて行く」へ−地方公立博物館の果た
す役割−.Museum2015conference，明治大学． 

■学会役員など 
環境情報科学センター，査読委員. 

■助成を受けた研究 
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．文部科学省科学研

究費基盤研究(C)，分担者（2014年度 25万円／総
額 208万円） 
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暖温帯の砂浜海岸における地域本来の成帯構造から

みたクロマツ林に代わる海岸林の解明. 公益財団
法人日本生命財団平成 26年度若手研究・奨励研究
助成，代表者（130万円） 
◎古写真による地域らしさの想起とまちづくりへの

活用，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研究等
助成金，研究分担者（50万円） 
◎小規模集落における景観資源を活用した広域的な

地域づくりの検討，兵庫県立大学平成 26年度地域
志向教育研究等助成金，研究分担者（60万円） 
◎丹波市市島町における豪雨被害を契機とした山

林・農地の防災・減災力の強化，兵庫県立大学: 多
自然地域での調査研究等助成金，研究分担者（50
万円） 
◎多自然地域における自生の薬草を活用した地域再

生の検討，兵庫県立大学: 多自然地域での調査研
究等助成金，研究分担者（39万円） 
◎多自然居住地域における自生の薬草を活用した地

域再生の検討，兵庫県立大学平成 26年度地域志向
教育研究等助成金，研究分担者（60万円） 

■海外調査 
2014.5	 台湾 

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4-2015.3	 古写真とその記憶収集．佐用町． 
	

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
◎上田萌子，2014.4，オープンセミナー「絵図を使
って立体カードをつくろう」，博物館．（44名） 
◎上田萌子，2014.5，オープンセミナー「絵図を使
って立体カードをつくろう」，博物館．（21名） 
上田萌子，2014.6，一般セミナー「絵図から読み解
く近世前期の大阪湾」，博物館．（9名） 
上田萌子・鈴木武・阪上勝彦，2014.6，特注セミナ
ー「博物館が扱う資料と情報の概要」・「生物系収

蔵庫などの見学」，大阪府立大学生命環境科学域，

博物館．（9名） 
上田萌子，2014.6，特注セミナー「海辺の植物と人
の暮らし」，神戸市シルバーカレッジ生活環境コー

ス，博物館．（67名） 
◎上田萌子，2014.7，一般セミナー「成ｹ島散策ツア
ー	 夏編」，洲本市成ヶ島.（19名） 
◎上田萌子，2014.8，ひとはく探検隊「150年前のひ
ょうごの風景をみてみよう！」，博物館．（14名） 
上田萌子，2014.10，特注セミナー「ひとはくの概要
と環境系分野の紹介」，阪神北地域ビジョン委員会，

博物館．（67名） 
高橋晃・上田萌子，2014.10，特注セミナー「収蔵庫
見学」，兵庫県立加古川東高等学校，博物館．（21
名） 

◎上田萌子，2014.11，一般セミナー「成ｹ島散策ツ
アー	 秋編」，洲本市成ヶ島.（3名） 
上田萌子，2014.11，特注セミナー「人と自然との共
生」，城東区老人クラブ連合会女性部長研修会，博

物館．（56名） 
◎上田萌子，2014.12，オープンセミナー「絵図を使
って立体カードをつくろう」，博物館．（3名） 
上田萌子，2015.2，一般セミナー「白砂青松と海岸
景観」，博物館．（6名） 

館外講演 
上田萌子，2014.5，「日本の海岸保全を考える〜東日
本大震災からの復興・復旧事業から見えてきたも

の〜」，日本造園学会ミニフォーラム，コメンテー

ター，西日本短期大学.（30名） 
上田萌子，2014.7，「景観まちづくりに関する制度と
活用事例」，三田地区景観まちづくりに向けた区

長・自治会長説明会，講師，三田市文化会館（30
名）． 
上田萌子，2014.7，「海岸緑地と人のくらし」，里山
和楽会第 2回学習研修会，講師，淡路景観園芸学
校・成ヶ島.（17名） 
上田萌子，2014.7，「塩沼地の植生」，姫路市生涯学
習大学校，講師，姫路市生涯学習大学校（70名） 
上田萌子，2015.3，「三田地区の景観に関する現況調
査の報告」，三田地区景観まちづくり担当者説明会，

話題提供，三田市文化会館（20名）． 
■キャラバン・主催アウトリーチ事業 

2014.4，「ありまふじフェスティバル（春）」，県
立有馬富士公園，三田市．分担者 

2014.7～2014.8，「ひとはく夏休み特別企画 2014」，
淡路ハイウェイオアシス，淡路市．主担当 

2014.8，「野島断層親子体験教室」，北淡震災記念
公園セミナーハウス，淡路市．分担者 

2014.11，「八鹿文化祭」，養父市立八鹿公民館，養
父市．分担者 

2014.11，「小さな学校キャラバン 余部小御崎分校」，
香美町立余部小学校御崎分校，香美町．副担当 

2014.11，「小さな学校キャラバン 越知谷小」，神
河町立越知谷小学校，神河町．主担当 

■共催・協力・後援事業等 
2014.8, 弥生ふるさとまつり，弥生小学校，三田市．
協力／イベント出演 

2014.10，薬草観察会 in 三日月，佐用町薬草振興会，
ふれあいの里三日月，佐用町．共催／主担当 

■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
山崎敏昭，副担当 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 三田市立富士中学校．2名 
2014.6, 三田市立ゆりのき台中学校．1名 
2014.6, 西宮市立塩瀬中学校．1名 

■研修生等の受入 
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博物館実習 
2014.8.18 ｰ 8.19，博物館実習生 10名． 

■展示 
2014.10-2015.1，ミニ企画展「震災 20年	 阪神・淡
路大震災からの復興～市民まちづくりとみどりの

ネットワークの軌跡～」．責任者 
２．シンクタンク事業 
■受託研究 
「既成市街地内景観形成重点地区景観計画（案）策

定業務委託」．分担者，三田市．（300万円） 
「あかしあ台地域まちづくり活動支援業務委託」．分

担者，あかしあ台自治会．（10万円） 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
環境系収蔵庫の案内，4回，25名． 

■行政等支援 
委員会等	 （計２件） 
2010.8-	 三田市景観形成推進員，三田市． 
2013.4-	 阪神北地域ビジョン委員会，専門委員，兵
庫県阪神北県民局． 

相談・指導助言 
来訪者 10件，20名．電話・FAX相談 10件，メー
ル相談 20件． 
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石田	 弘明	 ISHIDA, Hiroaki 

自然・環境再生研究部 
植生創出研究グループ 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 生物資源研究部

門	 教授． 
昭和 46年兵庫県生．神戸大学大学院教育学研究科修士課
程修了．博士（農学）．日本生態学会，植生学会，森林立

地学会，日本緑化工学会所属． 
 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．大学連携タスクフォース 
リーダー 

２．研究開発部門 
部門研究調整担当，会計担当 

３．プロジェクト 
北摂里山博物館構想の支援．代表者	

野生動物育成林整備事業の支援．代表者	

川西市生涯学習短期大学事業の支援．代表者	

乾燥種子標本の収集・活用．代表者	

兵庫県における未確認植物群落の実態把握．代表者	

たつの市鶏籠山の照葉樹林の保全．代表者	

三田市皿池湿原の保全．代表者	

照葉樹林の自然性および種多様性の復元．代表者	

兵庫の植生ガイドの作成．分担者	

生物多様性保全に資するジーンバンク事業の展開．分

担者	

植生資料データベースの構築・公開．分担者	

植物・植生映像資料データーベースの充実化と有効活

用．分担者	

ひとはく生物多様性の森を活用した市民活動・環境学

習支援．分担者	

三田市南公園まちなか里山保全プロジェクトの支援．

分担者	

兵庫県下市町の生物多様性地域戦略の策定・推進を目

的とした行政支援．分担者	

都市公園活用PJ．分担者	

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．森林群落，特に照葉樹林，ブナ林，里山林の生物

多様性とその保全・復元・再生に関する研究 
２．絶滅危惧植物の生態と保全に関する研究 

■論文・著書 
◎石田弘明・高比良	 響・服部	 保・武田義明（2014）

扇ノ山における断片化したブナ林の樹林面積と種多

様性，種組成の関係．植生学会誌，31，51-69．	
◎石田弘明（2014）ニホンジカ高密度生息地域の森林
伐採跡地に分布する外来木本ニワウルシ群落の種組

成と構造．植生学会誌，31，165-178． 
■その他著作 
石田弘明（2014）エドヒガン．ひとはく通信，産経新
聞（7月 10日）． 
石田弘明（分担執筆）（2014）ひとはく 20年の歩み．
兵庫県立人と自然の博物館編，兵庫県立人と自然の

博物館，128p． 
橋本佳延・石田弘明・黒田有寿茂・藤井俊夫（2015）
ジーンファームを活用した生物多様性を育む環境づ

くり．兵庫県立人と自然の博物館，三田． 
■研究発表 
石田弘明（2014）ニホンジカ高密度生息地域の森林伐

採跡地に分布する外来木本ニワウルシ群落の種組成

と構造.	環境人間学フォーラム,	兵庫県立大学環境

人間学部,	姫路市.	

鐵	慎太朗・黒田有寿茂・石田弘明（2014）絶滅危惧植

物トウテイランの分布と生態.	環境人間学フォーラ

ム,	兵庫県立大学環境人間学部,	姫路市.	

■学会役員など 
植生学会，運営委員．	

植生学会，編集委員．	

植生学会，編集幹事．	

日本生態学会近畿地区会，運営委員．	

植生学会第19回大会ポスター発表審査（2014年10月）	
■助成を受けた研究 
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．日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究

（C）．代表者（2014年度 100万円／総額 330万円） 
２．資料収集・整理	

■資料収集 
2014.4- 2015.3,	植物・植生・景観等の写真．三田市，川
西市，香美町，神河町，たつの市，姫路市，淡路市，

南あわじ市．	

■整理同定担当資料 
種子標本． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
石田弘明，2014.4，キャラバンセミナー「エドヒガンの
追跡調査」，川西市．（12名） 
石田弘明，2014.4，特注セミナー「研究と私」，博物館．

個人別成果報告に関する資料	
●自然・環境再生研究部	 	 植生創出研究グループ／	

生物多様性保全研究グループ	

No.6	
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（75名） 
石田弘明，2014.5，オープンセミナー「いろいろなタネ
を観察しよう」，博物館．（33名） 
石田弘明，2014.5，一般セミナー「春の里山で植物を観
察しよう」，香美町．（10名） 
石田弘明，2014.6，キャラバンセミナー「エドヒガンの
立地環境調査」，川西市．（6名） 
石田弘明，2014.6，特注セミナー「里山林のいきもの」，
博物館．（93名） 
石田弘明，2014.6，一般セミナー「野生植物の現状と絶
滅要因」，博物館．（25名） 
石田弘明，2014.7，特注セミナー「里山林のいきもの」，
博物館．（17名） 
石田弘明，2014.8，特注セミナー「森林の生態」，博物
館．（46名） 
石田弘明，2014.8，オープンセミナー「いろいろなタネ
を観察しよう」，博物館．（52名） 
石田弘明，2014.9，特注セミナー「川西市のエドヒガン」，
博物館．（51名） 
石田弘明，2014.10，特注セミナー「里山林のいきもの」，
博物館．（19名） 
石田弘明，2014.10，一般セミナー「秋の里山で植物を
観察しよう」，三田市．（26名） 
石田弘明，2014.11，オープンセミナー「いろいろなタ
ネを観察しよう」，博物館．（28名） 
石田弘明，2014.11，オープンセミナー「風に乗って飛
ぶタネの模型をつくろう」，博物館．（68名） 
石田弘明，2014.11，特注セミナー「野生植物の現状と
絶滅要因」，博物館．（70名） 
石田弘明，2014.11，特注セミナー「身近な植物の不思
議」，博物館．（55名） 
石田弘明，2015.2，一般セミナー「シカの増加は生態系
にどんな影響を与えるのか」，博物館．（13名） 

館外講演 
石田弘明，2014.4，「エドヒガンの魅力と活用」，川西ロ
ータリークラブ，川西市．（40名） 
石田弘明，2014.4，「エドヒガン花見ツアー」，国崎クリ
ーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめほたる，川西

市．（25名） 
石田弘明，2014.4，「三田市皿池湿原の保全について」，
三田市環境・省エネ推進課，三田市．（6名） 
石田弘明，2014.5，「猪名川上流域の自然環境」，川西市
教育委員会，川西市．（70名） 
石田弘明，2014.5，「猪名川上流域の自然環境」，川西市
教育委員会，川西市．（70名） 
石田弘明，2014.6，「猪名川上流域の照葉樹林」，川西市
教育委員会，川西市．（70名） 
石田弘明，2014.6，「日本の自然林と里山林」，三木市自
由が丘公民館，三木市．（55名） 
石田弘明，2014.6，「身近な自然の現状とその保全・再
生」，北雲雀きずきの森きずき会，宝塚市．（15名） 
石田弘明，2014.7，「世界の植生�熱帯雨林の自然」，姫
路市立生涯学習大学校，姫路市．（50名） 

石田弘明，2014.7，「里山林のいきもの」，特定非営利活
動法人Future & Hope，猪名川町．（29名） 
石田弘明，2014.7，「川西市水明台での森づくりについ
て」，UR都市機構，川西市．（17名） 
石田弘明，2014.8，「里山の再生と活用」，棚倉町役場，
福島県棚倉町．（20名） 
石田弘明，2014.8，「川西市のエドヒガン大群落」，川西
市教育委員会，川西市．（70名） 
石田弘明，2014.9，「ニホンジカによる川西市の自然の
危機」，川西市教育委員会，川西市．（70名） 
石田弘明，2014.9，「一庫公園の自然を学ぶ－樹木観察」，
ひとくらクラブ，川西市．（31名） 
石田弘明，2014.9，「北摂里山大学第 5回講座」，北摂里
山博物館運営協議会，川西市．（29名） 
石田弘明，2014.10，「武庫川の植生観察�」，宝塚市立
老人福祉センター，宝塚市．（38名） 
石田弘明，2014.10，「武庫川の植生観察�」，宝塚市立
老人福祉センター，宝塚市．（37名） 
石田弘明，2014.10，「里山の植物」，特定非営利活動法
人Future & Hope，猪名川町．（33名） 
石田弘明，2014.10，「北摂里山大学第 6回講座」，北摂
里山博物館運営協議会，川西市．（23名） 
石田弘明，2014.10，「秋の里山観察会 in国崎クリーン
センター～エドヒガン群生林と里山植物～」，国崎ク

リーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめほたる，川

西市．（10名） 
石田弘明，2014.10，「三田市皿池湿原の保全について」，
一般財団法人ひょうご環境創造協会，三田市．（2名） 
石田弘明，2014.11，「まちなか里山セミナー（第 4回）」，
三田市公園みどり課，三田市．（9名） 
石田弘明，2014.11，「里山林再生手法�」，特定非営利
活動法人SUN座，三田市．（2名） 
石田弘明，2014.11，「北摂SATOYAMA国際シンポジ
ウムの趣旨説明およびパネルディスカッションのコ

ーディネーター」，兵庫県阪神北県民局，宝塚市．（170
名） 
石田弘明，2014.12，「北摂SATOYAMA国際シンポジ
ウムのエクスカーション」，兵庫県阪神北県民局，川

西市．（34名） 
石田弘明，2014.12，「里山林再生手法�」，特定非営利
活動法人SUN座，三田市．（12名） 
石田弘明，2014.12，「三田市皿池湿原の保全について」，
一般財団法人ひょうご環境創造協会，三田市．（3名） 
石田弘明，2015.1，「里山林を調査しよう�」，特定非営
利活動法人Future & Hope，猪名川町．（17名） 
石田弘明，2015.2，「里山林の生物多様性とその保全・
再生の取り組み」，公益財団法人ひょうご震災記念 21
世紀研究機構，神戸市．（61名） 
石田弘明，2015.2，「里山林を調査しよう�」，特定非営
利活動法人Future & Hope，猪名川町．（18名） 
石田弘明，2015.3，「里山林を整備しよう」，特定非営利
活動法人Future & Hope，猪名川町．（20名） 
石田弘明，2015.3，「エドヒガン群生林の価値と保全」，
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国崎クリーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめほた

る，川西市．（131名）	
兵庫県立大学・大学院教育 
2014.9	 兵庫県立大学	 講義「共生博物学」（分担） 
2014.12（計 4日）	 大学院環境人間学研究科	 講義「植
生学特別演習」（主任） 

2014.4-2015.3	 大学院環境人間学研究科	 博士前期課
程学生 1名（池谷直哉）の修士論文審査（副査） 

2014.4-2015.3	 大学院環境人間学研究科	 博士前期課
程学生 1名（鐵 慎太朗）の研究指導（主任） 

2014.4-2015.3	 兵庫県立大学教養教育部会	 委員 
2014.4-2015.3	 兵庫県立大学自然・環境科学研究所	 広
報担当 

2014.4-2015.3	 兵庫県立大学創立 10周年・創基 85周年
記念事業幹事会	 委員 

2014.4-2015.3	 兵庫県立大学大学院環境人間学研究科
学術情報部会	 委員 

2014.8-2015.1	 兵庫県立大学自然・環境科学研究所生物
資源研究部門教員候補者選考委員会	 委員長 

■共催・協力・後援事業 
2014.11-12, 北摂SATOYAMA国際シンポジウム，兵庫
県阪神北県民局，宝塚ホテルおよび川西市黒川地区，

宝塚市および川西市．協力／主担当 
2015.3, 記念講演会「北摂の原風景」，猪名川上流広域
ごみ処理施設組合および国崎クリーンセンターゆめ

ほたる，国崎クリーンセンターゆめほたる，川西市．

後援／主担当 
■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
山東の自然に親しむ会，主担当（協働）	

菊炭友の会，主担当（協働）	

櫻守の会，主担当（協働）	

藤原千鶴，主担当（恊働） 
成果発表 
2015.2, 共生のひろば，口頭発表審査． 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6, 三田市立上野台中学校（2名），三田市立狭間中
学校（1名） 

学校団体対応 
2014.4，「特注セミナー	 研究と私」，兵庫県立大学附属
中学校１年生 

2014.6，「特注セミナー	 里山林のいきもの」，西宮市立
東山台小学校３年生 

2014.7，「特注セミナー	 里山林のいきもの」，西脇市立
芳田小学校３年生 

2014.8，「特注セミナー	 森林の生態」，香川県立観音寺
第一高等学校１年生 

2014.9，「特注セミナー	 川西市のエドヒガン」，川西市
立陽明小学校３年生 

2014.10，「特注セミナー	 里山林のいきもの」，神戸市
立櫨谷小学校３年生 

２．シンクタンク事業 

■受託研究 
「シカに関する植物調査」．兵庫県森林動物研究センタ

ー．研究代表者（25万円） 
「平成26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」．大阪ガス株式会社．研究

分担者（134.244万円） 
「南公園里山保全・育成プロジェクト里山担い手養成

業務」．三田市．研究分担者（60万円） 
「生物多様性あかし戦略の推進に係る大久保町松陰新

田地域等における植生調査研究業務」．明石市．研究

分担者（75万円） 
「平成26年度淡路島太陽光発電事業地内の緑地用地域
性苗栽培業務」．一般財団法人日本気象協会．研究代

表者（96.4万円） 
「平成 26年度 兵庫県域新名神高速道路における貴重
種の保全」．西日本高速道路エンジニアリング関西株

式会社．研究代表者（91.26万円） 
「猪名の笹原を構成していた植物種等の栽培委託」．伊

丹市．研究代表者（49.9824万円） 
「しあわせの森植栽用地域性苗の栽培」．神戸市．研究

代表者（96.46万円） 
■行政等支援 
委員会等	 （計 4件） 
2014.4-,野生動物育成林整備事業アドバイザー，兵庫県
豊かな森づくり課． 

2014.4-,津名東太陽光発電事業アドバイザー，株式会社
ユーラスエナジー淡路． 

2014.4-,生物多様性アドバイザー，兵庫県農政環境部環
境創造局自然環境課． 

2014.4-,川西市生涯学習短期大学事業に係る企画編成，
川西市教育委員会まなび支援室．  

相談・指導助言 
来訪者 12件，26名．電話・FAX相談 10件，メール相
談 20件． 
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橋本佳延	 HASHIMOTO,	 Yoshinobu  

自然・環境再生研究部 
植生創出研究グループ／研究・シンクタンク推進室 
主任研究員 
昭和 51 年愛知県生.神戸大学大学院総合人間科学研究科
修士課程修了.学術博士.日本生態学会，植生学会，環境教
育学会，日本造園学会、日本緑化工学会等所属． 

 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．事業推進部門	 研究・シンクタンク推進室 
室長	 生物多様性地域戦略策定の支援、企業の生物多

様性への取組の支援，生物多様性協働フォーラムの

運営・実施 
２．研究開発部門 
資料・データバンク整備活用担当 

３．プロジェクト 
生物多様性保全に資するジーンバンク事業の展開，代

表者 
植生資料データベースの構築・公開，代表者 
植物・植生映像資料データベースの充実化と有効活用，

代表者 
ひとはく生物多様性の森を活用した市民活動・環境学

習支援，代表者 
三田市南公園	 まちなか里山保全プロジェクトの支援，

代表者 
東お多福山草原保全・再生プロジェクトの推進，代表

者 
生物多様性協働フォーラムの枠組みを活用した生物多

様性の普及・啓発、研究開発，代表者 
兵庫県下市町の生物多様性地域戦略の策定・推進を目

的とした行政支援，代表者	

兵庫の植生ガイドの作成，分担者 
関西広域連合広域環境保全計画実践への支援，分担者 
北摂里山博物館構想の支援，分担者 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１.半自然草原の生物多様性の再生に関する研究 
２.タケ類天狗巣病による竹林の衰退に関する研究 
３.里山の生物多様性保全に関する研究 
４.外来植物の侵入・定着に関する研究 

■その他著作 
橋本佳延(2014) タケに関わる生物多様性の問題〔1〕－
タケの生態と利用－.農業および園芸	 89（6），
653-664 
橋本佳延(2014)タケに関わる生物多様性の問題〔2〕－
竹林の植生構造，面積拡大と生物多様性への影響－.
農業および園芸	 89（7），765-771 
橋本佳延(2014)タケに関わる生物多様性の問題〔3〕－
竹林の面積拡大を防ぐ方法－.農業および園芸	 89
（8），848-852 
橋本佳延(2014)タケに関わる生物多様性の問題〔4〕－

タケ類天狗巣病による竹林の衰退－.農業および園芸	
89（9），905-912 
橋本佳延（2014）生物多様性豊かなススキ草原を住吉
川上流に再生しよう.豊かな森川海	 12，2-4 
橋本佳延(2014)生物多様性を育む草原の再生をめざし
て～六甲山地東お多福山の取組事例～．都市と自然	

39(7)，4-7 
橋本佳延・藤木大介（2014）日本におけるニホンジカ
の採食植物・不嗜好性植物リスト．人と自然	

25,133-160 
橋本佳延（2015）東お多福山草原の植生遷移を探る.産
経新聞兵庫版（平成 27年 1月 29日） 
橋本佳延・石田弘明・黒田有寿茂・藤井俊夫（2015）
ジーンファームを活用した生物多様性を育む環境づ

くり.兵庫県立人と自然の博物館.8ｐ 
橋本佳延（2015）古写真から紐解く東お多福山草原の
植生と利用の移り変わり．東お多福山草原保全・再

生研究会,8p 
橋本佳延（2015）生物多様性豊かな里山林をめざして
～ひとはく生物多様性の森における管理の生物多様

性効果の検証～．兵庫県立人と自然の博物館,4ｐ 
橋本佳延（2015）里山管理活動	 安全のしおり.兵庫県
立人と自然の博物館,4ｐ． 

■研究発表 
Matsumura, T., Hashimoto, Y. and Sawada, Y. （2014） Are 

the long-established golf course habitat for grassland 
species? The 57th Symposium of the International 
Association of Vegetation Science (IAVS 2014), Perth, 
Australia. 
橋本佳延（2015）古写真から紐解く草原の植生と利用
の変遷～東お多福山の事例.日本生態学会第 62 回鹿
児島大会,鹿児島 
橋本佳延（2015）植生調査資料データベースの構築と
公開に向けて. 日本生態学会第62回鹿児島大会,鹿児
島 
橋本佳延（2015）地方行政における生物多様性地域戦
略の可能性とその課題. 日本生態学会第 62回鹿児島
大会,鹿児島 

■学会役員など 
日本緑化工学会 査読１件 
植生学会	 編集委員 
日本生態学会	 生態系管理専門委員会	 幹事 

２．資料収集・整理	

■資料収集 
2014.4-2015.3	 里地・里山における植物および植生景
観映像資料の収集（川西市，三田市、神河町，神戸

市） 
■受贈担当資料 

2014.4, 日本産植物標本（武田義明氏コレクション）．
992点． 

■整理同定担当資料 
植生映像資料、植生調査資料． 
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＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
橋本佳延．2014.4	 一般セミナー「日本一の里山，北摂
地域の早春を観察しよう」川西市黒川（21名） 
橋本佳延．2014.5	 館外特注セミナー「ひと×自然－生
態系をつなぐ茅葺き－」こうべまちづくり会館（す

まいるネット、31名） 
◎橋本佳延．2014.5.	 オープンセミナー	 「くるくる
回って落ちる種子を観察しよう！」（17名） 
橋本佳延．2014.5	 一般セミナー「初夏の六甲山ハイキ
ング」六甲山（19名） 
橋本佳延．2014.5	 特注セミナー「深田公園植物観察会」
（人と自然の会	 深田公園	 15名） 
橋本佳延、2014.6	 共催セミナー「まちなか里山セミナ
ー	 スキルアップ講座 1」（南公園、大セミナー室、
22名） 
橋本佳延．2014.7	 館外特注セミナー「植生調査実習」
（緑の環境クラブ	 三田市立有馬富士公園	 15名） 
橋本佳延.2014.7	 館外特注セミナー「生物多様性の恵
みを守り・伝える里山管理～市民による里山保全活

動～」（神鋼連合	 神鋼加古川労働会館	 50名） 
橋本佳延、2014.7	 共催セミナー「まちなか里山セミナ
ー	 第 1回」（大セミナー室、15名） 
橋本佳延．2014.7	 特注セミナー「里山の基礎を学ぶ～
生物多様性と里山の現状と課題～」（島本町第二地域

住民会、16名） 
橋本佳延．2014.7	 特注セミナー「深田公園植生調査」
（人と自然の会	 深田公園	 8名） 
橋本佳延．2014.7	 館外特注セミナー「神戸市立幼稚園
ブロック研究会」（神戸市立魚崎幼稚園	 50名） 
橋本佳延．2014.7	 高校連携セミナー「里山の生物多様
性（植物）の現状と課題～三田市南公園の里山を観

察する」（実習室、南公園、6名） 
橋本佳延．2014.8	 館外特注セミナー「市民参画による
里山管理最前線」（川西市生涯学習センター	 アステ

ホール	 70名） 
橋本佳延．2014.8.	 教職員セミナー「児童・生徒とで
きる里山の調べ方」（６名） 
◎橋本佳延．2014.8	 オープンセミナー「くるくる回っ
て落ちる種子を観察しよう！」（60名） 
橋本佳延．2014.9	 特注セミナー「外国からやってきた
植物」（フレミラ宝塚	 中セミナー室	 30名） 
橋本佳延．2014.9	 特注セミナー「生物多様性と里山管
理～博物館の植物観察」（フレミラ宝塚	 中セミナー

室およびひとはく生物多様性の森	 26名） 
橋本佳延．2014.9	 館外特注セミナー「丹波地域環境権
集会」（柏原住民センター,	 20名） 
橋本佳延、2014.9	 共催セミナー「まちなか里山セミナ
ー	 第 2回」（南公園、13名） 
橋本佳延．2014.10	 館外特注セミナー「植生調査実習」
（緑の環境クラブ	 三田市立有馬富士公園	 12名） 

橋本佳延．2014.10.	 特注セミナー「深田公園秋の植物
観察会」（人と自然の会	 深田公園	 15名） 
橋本佳延、2014.11	 共催セミナー「まちなか里山セミ
ナー	 第 3回」（南公園、26名） 
橋本佳延、2014.11	 共催セミナー「まちなか里山セミ
ナー	 第 4回」（南公園、9名） 
橋本佳延	 2014.10	 館外特注セミナー「猪名川カワラ
ナデシコ観察」（猪名川河川敷	 24名） 
橋本佳延、2014.12	 共催セミナー「まちなか里山セミ
ナー	 第 5回」（南公園、20名） 
橋本佳延．2014.12	 オープンセミナー「くるくる回っ
て落ちる種子を観察しよう！」（20名） 
三橋弘宗・橋本佳延・布野隆之・高木俊、2014.12	 一
般セミナー「生物多様性協働フォーラム第 8回」（グ
ランフロント大阪ナレッジシアター、420名） 
橋本佳延	 2015.1	 「生物多様性と保全 ～猪名川の生
物多様性の保全」（兵庫県阪神シニアカレッジ伊丹学

習室	 55名） 
橋本佳延	 2015.2	「私たちの暮らしを支える生物多様
性とよりよい関係を築くために」（九重町役場	 30
名） 
橋本佳延	 2015.3	 館外特注セミナー「音羽の森植生調
査（篠山市味間新	 音羽の森	 10名） 

館外講演 
橋本佳延．2014.6	 「東お多福山草原の魅力	 ～過去・
現在・未来～」兵庫県神戸県民センター，兵庫県中

央労働センター（48名） 
橋本佳延．2014.6「第８回	 全国草原再生ネットワーク	
総会	 エクスカーション	 砥峰高原ガイド」全国草

原再生ネットワーク，砥峰高原（8名） 
橋本佳延	 2014.9「東お多福山草原生物多様性ガイド養
成講座	 第 2 回」兵庫県神戸県民センター，東お多
福山	 （14名） 
橋本佳延	 2014.10「東お多福山草原生物多様性ガイド
養成講座	 第 3 回」兵庫県神戸県民センター，東お
多福山（7名） 
石田弘明、橋本佳延、黒田有寿茂	 2014.10「北摂里山
大学	 里山実習」北摂里山博物館運営協議会，県立

有馬富士公園（23名） 
橋本佳延	 2014.10	 「東お多福山草原生物多様性ガイ
ド養成講座	 第 4 回」兵庫県神戸県民センター，東
お多福山（42名） 
橋本佳延	 2014.10	 「吹田市市民環境会議「環境楽座」
草原保全に必要なコト」吹田市市民環境会議、名シ

アター（30名） 
橋本佳延・小舘誓治・黒田有寿茂	 2014.11	 「南公園
里山観察会」三田市立三田小学校，南公園（97名） 
橋本佳延	 2014.11「東お多福山草原生物多様性ガイド
養成講座	 第 5 回」兵庫県神戸県民センター、兵庫
県民会館（12名） 

■共催・協力・後援事業 
2014.6-11	 東お多福山草原生物多様性ガイド養成講座．
兵庫県神戸県民局（六甲山地東お多福山ほか） 
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■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6.4	 三田市立上野台中学校 2名、三田市立狭間中
学校 1名 

学校団体対応 
2014.7.8	 明石市立鳥羽小学校	 72名 

■研修生等の受入 
インターンシップ	

2014.8	 兵庫県立大学大学院	 博士前期課程１名 
県庁インターンシップ 
2014.8	 高校生３名（県立夢野台高等学校	 県立川西明
峰高等学校、県立篠山鳳鳴高等学校） 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
「平成 26年度大阪ガス（株）姫路製造所等における生
物多様性対応関連業務」．大阪ガス（株）．研究代表

者（130.515万円） 
「南公園里山保全・育成プロジェクト里山担い手育成

業務」．三田市．研究代表者（60万円） 
「平成26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．研究代表者（110.04万円） 
「第 9 回再度山永久植生保存区追跡調査業務」神戸市
建設局.研究代表者（199.951万円） 
「平成 26年度	 ミツマタ栽培記録等作成業務」株式会
社	 里と水辺研究所.研究代表者（15万円） 
「平成26年度淡路島太陽光発電事業地内の緑地用地域
性苗栽培業務」，一般財団法人日本気象協会．研究分

担者（96万円） 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
植物育成、種子保存等のﾉｳﾊｳ提供等	 9件 

■行政等支援 
委員会等	 （計 8件） 
2013.1-2013.12	 加古川市環境審議会，委員，加古川市 
2013.8-2015.8	 神戸市生物多様性神戸プラン 2020推進
会、委員、神戸市 

2014.8 生物多様性保全活動モデル事業審査会．審査員．
兵庫県但馬県民局 

2012.7-2015.6	 希少野生動植物保存推進委員、委員、環
境省 

2014.2-2015.3	 (仮称)滋賀県生物多様性地域戦略策定
にかかる懇話会、委員、滋賀県環境局自然環境課 

2014.9-2015.3	 曽爾高原保全対策調査業務にかかる協
議会．委員．奈良県くらし創造部景観・環境局 

2014.10-	 関西の残したい自然エリア選定検討委員会．
委員｡関西広域連合環境保全局 

2014.11-	 神戸市環境保全審議会.臨時委員.神戸市環境
局環境創造部. 

相談・指導助言 
	 電話・FAX相談 5件	 メール	 3件 
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藤井	 俊夫	 FUJII, Toshio 

自然・環境再生研究部 
生物多様性保全研究グループ 
主任研究員 
昭和 39年香川県生．大阪市立大学大学院理学研究科前期
博士課程．理学修士．日本生態学会，日本植物分類学会

等所属． 
 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．研究開発部門 
研究・シンクタンク推進室	 研究紀要担当 

２．プロジェクト 
都市公園と里山林の植物相の保全と活用．代表者	

丹波地域の貴重種の探索と保全活動．代表者	

	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．野生木本植物の個体群生態学的研究 
２．貴重種の保全生態学的研究 

■研究発表 
藤井俊夫（2014）ハマツメクサの分布拡大－都市化に
適応した海岸植物－.人と自然の博物館.トピックス
展.兵庫.ポスター発表． 
藤井俊夫・長谷川匡弘（2015）ハマツメクサの分布拡
大.口頭発表．兵庫植物同好会.明石. 
藤井俊夫・長谷川匡弘（2015）近畿地方における在来
ツメクサ類の分布－ハマツメクサの分布拡大－.近畿
植物同好会.第 636回室内例会.口頭発表． 
藤井俊夫（2015）海岸植物ハマツメクサの市街地への
侵入．人と自然の博物館．研究員による研究発表展．

ポスター発表． 
藤井俊夫・長谷川匡弘（2015）都市公園と里山林の植
物相の比較．第 62回日本生態学会大会．ポスター発
表．鹿児島． 

２．資料収集・整理	

■資料収集 
2015.4-	,	近畿地方の植物標本収集．	

	

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
藤井俊夫，2014．4.一般セミナー．植物観察会(有馬富
士)．10人 
藤井俊夫，2014．5. 一般セミナー．植物観察会(武田尾)．

23人 
藤井俊夫，2014．6. 一般セミナー．トキソウ観察会(相
野)．17人 
藤井俊夫，2014．7. 一般セミナー．オグラコウホネ観
察会(広野)8人． 
藤井俊夫，2014．8. 一般セミナー．サギソウ観察会(相

野)9人． 
藤井俊夫，2014．9. 一般セミナー．湿地植物観察会(小
野市)23人． 
藤井俊夫，2014. 9. 一般セミナー．武田尾植物観察会(武
田尾)24人． 
藤井俊夫，2014．9. 一般セミナー．春日山原始林観察
会(奈良)15人． 
藤井俊夫，2014．9. 館外セミナー．鯉ケ淵湿地観察会(岡
山)25人． 
藤井俊夫，2014．10. 館外セミナー．「子育て広場音羽
の森」と音羽の滝の周辺を歩こう！(篠山)．60人 
藤井俊夫，2014．10. 一般セミナー．マツバラン観察会
（たつの市）9人． 
藤井俊夫，2014．11. 一般セミナー．ノジギク観察会（姫
路）9人． 
藤井俊夫，2014．10. オープンセミナー．ドングリの観
察． 9人． 
藤井俊夫，2014．11．オープンセミナー．飛ぶタネ． 14
人． 
藤井俊夫，2015．3. オープンセミナー．冬芽の観察． 13
人． 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6,三田市立上野台中学校（2名），三田市立狭間中
学校（2名） 

講師派遣 
2014.5-2015.2．「植物生態学入門（プロジェクト学習）」，
講師，兵庫県立大学附属中学校 3年生(5名) 

学校団体対応 
2014.4.大阪府立泉北高校 1年．植物標本の作り方と利
用．126人． 

2014.7.神戸大学付属中等教育学校．高校 2年．植物生
態学入門．61人. 

2014.9.シニア自然大学植物班．武田尾植物観察会．24
人. 

2014.9.篠山自然の会．鯉が窪湿原観察会．24人． 
2014.10.猪名川市立白金小学校 3年．どんぐりころこ
ろ．118人． 

2014. 11.神戸市立夢野の丘小学校．109人． 
2014. 12.小野小学校 3年．植物標本の作り方．101人． 
2015. 2.カネカ子供会．植物のデザイン．31人．2014.8， 

■展示 
藤井俊夫.2014.10-1,トピックス展「ハマツメクサの分布
拡大－都市化に適応した海岸植物－」. 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
「平成27年度淡路島太陽光発電事業地内の緑地用地域
性苗栽培業務（その 1）」．一般財団法人日本気象協会．
（13万円） 

■行政等支援 
相談・指導助言 
来訪者 28件，40名．電話・FAX相談 37件，メール相
談 72件． 
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黒田	 有寿茂	 KURODA, Asumo 

自然・環境再生研究部	

生物多様性保全研究グループ／生涯学習推進室	

研究員	

兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 生物資源研究部

門	 講師．	

昭和53年愛知県生．広島大学大学院理学研究科博士課程

修了．博士（理学）．植生学会，日本生態学会等所属．	

	

＜研究部以外の配属室と仕事＞	

１．事業推進部門 
生涯学習推進室，広報支援担当（ハーモニー・セミナ

ーガイドの作成等） 
２．プロジェクト 
山陰海岸国立公園における生物多様性保全の推進．代

表者 
名勝慶野松原の保全・再生．代表者 
兵庫の植生ガイドの作成．代表者 
北摂里山博物館構想の支援．分担者 
乾燥種子標本の収集・活用．分担者 
たつの市鶏籠山の照葉樹林の保全．分担者 
照葉樹林の自然性および種多様性の復元．分担者 
生物多様性保全に資するジーンバンク事業の展開．分

担者 
植物・植生映像資料データーベースの充実化と有効活

用．分担者 
ひとはく生物多様性の森を活用した市民活動・環境学

習支援．分担者 
三田市南公園	 まちなか里山保全プロジェクトの支援．

分担者 
兵庫県下市町の生物多様性地域戦略の策定・推進を目

的とした行政支援．分担者 
	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．海岸植生の生物多様性保全に関する研究 
２．里山林の遷移に関する研究 
３．シダ植物の生態に関する研究 
４．兵庫県の重要植物群落の保全に関する研究 

■その他著作 
◎Kuroda, A. & Sawada, Y. (2014) Factors influencing plant 

species richness in sandy coasts: A case study in the Sanin 
Kaigan National Park, western Japan. In : Mucina, L., Price, 
J.N. & Kalwij, J.M. (eds.), Biodiversity and vegetation: 
patterns, processes, conservation, p. 242. Kwongan 
Foundation, Perth. 

■研究発表 
Kuroda, A. & Sawada, Y. (2014) Factors influencing plant 

species richness in sandy coasts: A case study in the Sanin 
Kaigan National Park, western Japan. 57th Annual 
Symposium of the International Association for Vegetation 

Science, The University of Western Australia, Perth 
(Poster presentation). 

■学会役員など 
植生学会会，編集委員	

■助成を受けた研究 
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．科学研究費助成事業	

若手研究（B），研究代表者（2014年度 78万円／総
額 286万円） 
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．科学研究費助成事業	 基盤研究（C），研究
分担者（分担金なし／総額 429万円） 

■賞罰 
植生学会，植生学会奨励賞	

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4-2015.3	 植物および植生の映像資料収集．明石市，
三田市，赤穂市，姫路市，豊岡市，南あわじ市，淡

路市，養父市，たつの市，丹波市，川西市，東京都，

京都府，福島県，和歌山県，新潟県，三重県，島根

県，鳥取県．	

	

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
黒田有寿茂，2014.4，特注セミナー「植物観察会」，博
物館．（62名） 
◎黒田有寿茂，2014.4，オープンセミナー「ならそう草
笛」，博物館．（13名） 
黒田有寿茂，2014.7，特注セミナー「童謡・唱歌にみる
日本の自然」，博物館．（50名） 
黒田有寿茂，2014.7，特注セミナー「里山観察（分担者）」，
博物館．（72名） 
黒田有寿茂，2014.7，特注セミナー「葉っぱで見分ける
身近な樹木」，博物館．（17名） 
黒田有寿茂，2014.8，オープンセミナー「ならそう草笛」，
博物館．（30名） 
黒田有寿茂，2014.8，教職員・指導者セミナー「葉っぱ
で見分ける身近な樹木」，博物館．（24名） 
黒田有寿茂，2014.9，一般セミナー（館主催事業）「南
公園里山講座（分担者）」，南公園，（13名） 
黒田有寿茂，2014.11，一般セミナー（館主催事業）「南
公園里山講座（分担者）」，南公園．（15名） 
黒田有寿茂，2014.11，オープンセミナ「わらで紙づく
り」，博物館．（55名） 
◎黒田有寿茂，2014.12，オープンセミナー「ふかたん	
落ち葉であそぼう」，博物館．（29名） 
◎黒田有寿茂，2014.12，一般セミナー「海辺の植物・
植生と環境」，博物館．（7名） 
黒田有寿茂，2014.12，オープンセミナー「ひょうご針
葉樹紀行」，博物館．（5名） 

館外講演 
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黒田有寿茂，2014.4，「エドヒガン調査研修会（分担者）」，
講師，菊炭友の会，川西市黒川．（15名） 
黒田有寿茂，2014.10，「第 6回	 北摂里山大学（分担者）」，
講師，阪神北県民局，有馬富士公園．（16名） 
黒田有寿茂，2015.2，「海岸の植物・植生と環境」，講師，
宝塚市立老人福祉センター，フレミラ宝塚．（38名） 
黒田有寿茂，2015.2，「ため池の植物・植生と環境」，宝
塚市立老人福祉センター，フレミラ宝塚．（36名） 

兵庫県立大学・大学院教育 
植物生態学特論（主任，環境人間学研究科） 
共生博物学（分担，全学） 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.5，「ロハス・ミーツ明石」，明石公園，明石市，
主担当（展示作成・セミナー担当） 

■共催・協力・後援事業 
2014.7，あかしいきものフォーラム，明石市，明石市生
涯学習センター子午線ホール．協力／資料貸出 

■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
菊炭友の会（アドバイザー：副） 
櫻守の会（アドバイザー：副） 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6，三田市立上野台中学校 2名，三田市立狭間中学
校 1名 

講師派遣 
2014.5．「タネの観察と採集（プロジェクト学習）」，講
師，兵庫県立大学附属中学校 2年生 

2014.6．「タネの観察と採集（プロジェクト学習）」，講
師，兵庫県立大学附属中学校 2年生 

2014.9．「タネの観察と採集（プロジェクト学習）」，講
師，兵庫県立大学附属中学校 2年生 

2014.11．「植物観察・植物採集（南公園における三田小
学校 3年生の環境学習支援）（分担者）」，講師，三田
市立三田小学校 3年生 

2014.12．「私の仕事場はこんな所：大学と博物館におけ
る活動実践例（社会実践生物学特論）」，講師，広島

大学大学院理学研究科学生 
2015.1．「タネの観察と採集（プロジェクト学習）」，講
師，兵庫県立大学附属中学校 2年生 

2015.2．「タネの観察と採集（プロジェクト学習）」，講
師，兵庫県立大学附属中学校 2年生 

２．シンクタンク事業 
■受託研究 
「生物多様性あかし戦略の推進に係る大久保町松陰新

田地域等における植生調査研究業務」，明石市．研究

代表者（75万円） 
「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．研究代表者（35万円） 
「シダ類等の栽培実験（養生管理）」，公益財団法人ひ

ょうご環境創造協会．研究代表者（5万円） 

「平成26年度淡路島太陽光発電事業地内の緑地用地域
性苗栽培業務」，一般財団法人日本気象協会．研究分

担者（96万円） 
「平成26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」，大阪ガス株式会社．研究

分担者（134万円） 
「第 9回再度山永久植生保存区追跡調査業務」，神戸市
建設局．研究分担者（199万円） 
「南公園里山保全・育成プロジェクト里山担い手養成

業務」，三田市．研究分担者（60万円） 
■行政等支援 
委員会等（計 3件） 
2014.4-．生物多様性アドバイザー，兵庫県農政環境部
環境創造局自然環境課． 

2014.6-．明石市環境審議会，委員，明石市． 
2014.6-．加東市とひとはく協力協定連携推進会議，委
員，加東市． 

相談・指導助言 
2014.9	「絶滅危惧植物ツクシガヤの生育環境」，講師，
兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所，武庫川． 

2014.11 「平成 26年度マリンワーカー事業山陰海岸国
立公園丹後砂丘における植生等把握業務に係る現地

調査」，講師，環境省近畿地方環境事務所竹野自然保

護管事務所，丹後砂丘． 
来訪者 3件，6名．電話・FAX相談 5件． 
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高橋	 晃	 TAKAHASHI, Akira  

コミュニケーション・デザイン研究ユニット 
自然・環境評価研究部  
森林多様性研究グループ 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 系統分類研究部

門	 教授． 
昭和 29年岐阜県生．大阪大学大学院理学研究科博士課程
単位取得退学．理学博士． 
日本植物学会，日本植物分類学会，日本植生史学会，ヒ

マラヤ植物研究会，全日本博物館学会等所属． 
	

＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
１．事業推進部門 
事業推進部長 

２．研究開発部門 
自然・環境再生研究部／部長 
研究部における諸事業推進の統括 

３．プロジェクト 
ゆめはくネットワークの発進（コラボ組織の設立）．代

表者 
博物館におけるコミュニケーションツールとしての植

物標本の活用．代表者 
ボルネオジャングル体験スクール最終回．代表者 
兵庫県内における県産植物の分布調査．代表者 
日本産木材標本の収集保管．代表者 
頌栄短期大学標本の登録・整理．代表者 
生物標本庫（植物）の資料整理とデータの公開．代表

者 
小さな学校キャラバン．分担者 
	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．兵庫県内各地の植物の分類・地理学研究 
２．木本植物の組織形態学・解剖学的研究 
３．植物を素材とする自然史教育・環境学習の展開 

■その他著作 
上中一雄・高橋	 晃 (2014) 三田市内でヒナノシャクジ
ョウを発見，兵庫県植物誌研究会会報 No.101: 1． 

■ブログへの情報提供 
2件 

■助成を受けた研究 
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，科学研究費・基

盤研究（Ｂ），研究分担者．（分担金 10万円／総額 300

万円） 
■海外調査 

2014.8	 マレーシア・サバ州 
２．資料収集・整理	  
■資料収集 

2014.5-10	 種子植物，香美町，北海道弟子屈町，岐阜
県飛騨市，福岡県篠栗町 

■受贈担当資料 
2014.5.23	 材鑑標本（森林総研所内伐採木その他），森
林総合研究所，交換，47点． 

2014.7.18	 材鑑証拠さく葉標本（2014 飛騨森林管理署
管内），森林総合研究所，交換，183点． 

2014.7.8	 樋口繁一コレクション（植物標本），樋口清
一，寄贈，1,120点. 

2014.8.8	 上田義清コレクション（動物関連図書），上
田義清，寄贈，72点． 

2014.8.29	 材鑑標本（2014飛騨森林管理署管内），森林
総合研究所，交換，145点． 

2014.9.19	 毛利千香コレクション（染料植物），
Smithsonian Institute，交換，96点． 

2014.11.7	 材鑑証拠さく葉標本（2014 福岡森林管理署
管内及び九大演習林），森林総合研究所，交換，197
点． 

2014.12.4	 材鑑標本（2014 福岡森林管理署管内及び九
大演習林），森林総合研究所，交換，194点． 

2015.1.29	 東大交換標本 2015，東京大学総合研究博物
館，交換，285点． 

■整理同定担当資料 
種子植物（日本産、外国産）、材鑑標本・プレパラート

標本 
	

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2014.4	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-１」，博物館．（5名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2014.4	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-２」，博物館．（5名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2014.4	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-３」，博物館．（5名） 
◎高橋	 晃	 2014.4	 オープンセミナー，「春の植物観
察－深田公園の春の花」，深田公園，博物館．（8名） 
◎高野温子・高橋	 晃	 2014.5	 一般セミナー，「竹野
海岸の植物観察会」，豊岡市・山陰海岸ジオパーク推

進協議会共催，豊岡市竹野町．（5名） 
◎高野温子・高橋	 晃	 2014.5	 一般セミナー，「小代

個人別成果報告に関する資料	
●コミュニケーション・デザイン研究ユニット	 	

No.7	
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の植物観察会」，香美町・山陰海岸ジオパーク推進協

議会共催，香美町．（10名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2014.5	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-４」，博物館．（6名） 
高橋	 晃	 2014.5	 オープンセミナー，「ボルネオ･ジャ
ングルのおもしろい植物」，博物館．（21名） 
◎高橋	 晃	 2014.5	 一般セミナー，「香美町の自然～
ハチ北高原の植物～」，ハチ北高原自然協会・香美

町・山陰海岸ジオパーク推進協議会共催，香美町．（8
名） 
◎高橋	 晃	 2014.5	 一般セミナー，「香美町の自然～
瀞川周辺の植物～」，香美町・山陰海岸ジオパーク推

進協議会共催，香美町．（8名） 
高橋	 晃	 2014.6	 オープンセミナー，「ボルネオ･ジャ
ングルのおもしろい植物」，博物館．（40名） 
◎高橋	 晃	 2014.6	 特注セミナー，「生物多様性とわ
たしたちの暮らし」，シニア自然大学緑組，博物館．

（43名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2014.6	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-５」，博物館．（5名） 
高橋	 晃	 2014.7	 特注セミナー，「日本人と木の文化」，
シニア自然大学風組，博物館．（32名） 
高橋	 晃・橋本佳明・坂上勝彦・橋尾和紀	 2014.7-8	 一
般セミナー，「ボルネオジャングル体験スクール」事

前学習会１・２、ボルネオでのスクール、事後学習

会，小学 6年生～高校 1年生，博物館．（28名） 
◎高橋	 晃・長谷川太一・レモンリーフ	 2014.9	 一般
セミナー，「植物画を描こう１・２」，博物館．（18
名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2014.9	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-６」，博物館．（5名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2014.11	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-７」，博物館．（4名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2014.12	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-８」，博物館．（4名） 
◎高橋	 晃	 2014.12	 オープンセミナー，「落ち葉で描
こう」，博物館．（45名） 
◎橋本佳明・高橋	 晃・布野隆之	 2014.12	 オープン
セミナー，「生物系収蔵庫ツアー」，博物館．（24名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2015.1	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-９」，博物館．（4名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2015.2	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-10」，博物館．（4名） 
◎高橋	 晃・橋本佳明・布野隆之	 2015.3	 オープンセ
ミナー，「生物系収蔵庫ツアー」，博物館．（30名） 
◎高橋	 晃・八木	 剛	 2015.3	 一般セミナー，「魅せ
る標本つくり隊-11」，博物館．（4名） 

館外講演など 
高橋	 晃	 2014.4.31	 「川西市の植物相の特色」，川西
市生涯学習短期大学レフネック，川西市．（70名） 

兵庫県立大学・大学院教育 
2014.6	 環境人間学研究科担当科目「生物多様性特別演
習」，（主任） 

2014.4-2014.9	 環境人間学研究科博士前期課程特別ゼ
ミナール II（主任） 

2014.4-2015.3	 環境人間学研究科博士前期課程特別研
究Ａ，Ｂ（主任） 

2014.10-2015.3	 環境人間学研究科大学院魅力づくりワ
ーキング委員 

2014.4-2015.3	 全学教育改革推進会議・全学共通教育推
進会議委員 

非常勤講師 
2014.5	 「博物館特論」，大阪学院大学国際学部． 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.10	 小さな学校キャラバン，姫路市立安富北小学
校，姫路市安富町．（分担者） 

2014.11	 小さな学校キャラバン，宍粟市立道谷小学校，
宍粟市波賀町戸倉．（主担当） 

2014.11	 小さな学校キャラバン，神河町立越知谷小学
校，神崎郡神河町．（分担者） 

2014.11	 小さな学校キャラバン，丹波市立神楽小学校，
丹波市青垣町．（分担者） 

■共催・協力・後援事業 
2014.4-2015.3	 平成 26年度六甲山環境整備協議会「二
つ池環境学習林」の指導者派遣，六甲山記念碑台周

辺，六甲山を活用する会／アドバイザー 
2014.4-2015.3	 平成 26年度「六甲山魅力再発見市民セ
ミナー」，六甲山自然保護センター，六甲山を活用す

る会／アドバイザー 
■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
GREEN GRASS，主担当（アドバイザー，主催事業等
運営支援） 
一般社団法人ハチ北高原自然協会，主担当（アドバイ

ザー，自然案内人運営支援） 
山陰海岸ジオパーク談話会，主担当（アドバイザー，

ジオセミナー等の支援） 
六甲山を活用する会，主担当（六甲山環境整備協議会

アドバイザー） 
地域研究員：福岡忠彦，主担当（アドバイザー） 
地域研究員：西野雅満，主担当（アドバイザー） 
地域研究員：西野眞美，主担当（アドバイザー） 
地域研究員：林	 美嗣，主担当（アドバイザー） 
地域研究員：増井啓治，主担当（アドバイザー） 
地域研究員：松岡成久，主担当（アドバイザー） 
地域研究員：法西	 浩，副担当（アドバイザー） 
地域研究員：布施静香，主担当（アドバイザー） 
成果発表 
2015.2	 第 10回共生のひろば，「但馬地域のヒメミズワ
ラビ」，林	 美嗣．指導助言 

2015.2	 第 10回共生のひろば，「六甲山頂･森と歴史の
散歩道づくりの広がり」，堂馬英二・六甲山を活用す

る会．指導助言 
■学校教育支援 
学校団体対応 
2014.4	 「植物の進化―生物多様性への道」，宝塚北高
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校グローバルサイエンス科 1年生．（42名） 
2014.6	 「植物のからだを探る」，三田市立弥生小学校

6年生．（37名） 
2014.10	 「世界一の木のはなし」，芦屋市立潮見小学校

4年生．（97名） 
2014.10	 「植物標本と収蔵庫」，県立加古川東高校 1
年生．（42名） 

2015.3	 「植物の進化―生物多様性への道」，和歌山県
立桐蔭高等学校 2年生．（37名） 

講師派遣 
2014.7.11	 「ボルネオ島の人と自然」，武庫川女子大附
属高校 1年生．（92名） 

2014.10.24	 「人と木のつきあい方 ―日本と東南アジ
アではこう違う―」，SSH基礎講座２，奈良女子大附
属中等教育学校中学 3年生．（250名） 

2015.1.20	 「生物多様性について」，サイエンス・トラ
イやる「スペシャリストによる特別授業」，西宮市立

苦楽園中学校 2年生．（193名） 
2015.1.30	 「生物多様性とわたしたちのくらし」，サイ
エンス・トライやる「スペシャリストによる特別授

業」，猪名川町立楊津小学校 6年生．（9名） 
■研修生等の受入 
博物館実習 
2014.7-8	 東京農業大学農学部学生 1名，帯広畜産大学
畜産科学部学生 1 名，神戸学院大学人文学部学生 1
名，日本大学生物資源科学部学生 1名 

■展示 
2015.2	 ミニ企画「ヤドリギ（宿り木）～じっくり見た
ことありますか？」．責任者 

2015.3-4	 セミナー成果発表展「魅せる標本展」．責任
者 

２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
生物系収蔵庫の案内	 3回，96人 

■行政等支援 
委員会等（計 6件） 
2014.4-	 環境省版レッドデータブック兵庫県主任調査
員，環境省自然環境局． 

2014.4-	 希少野生動植物種保存推進員，環境省自然環
境局． 

2014.4-	 生物多様性アドバイザー，兵庫県農政環境部
環境創造局自然環境課． 

2014.4-	 三田市環境審議会副会長，三田市経済環境部
環境・省エネ推進課． 

2014.4-	 県立北摂三田高校学校評議員，県立北摂三田
高等学校． 

2014.4-	 やしろの森公園協会評議員，やしろの森公園
協会． 

相談・指導助言 
電話・メール等による相談	 13件 (7名) 
来訪者	 3件（10名） 
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三谷 雅純	 MITANI, Masazumi 

コミュニケーション・デザイン研究ユニット 
自然・環境マネジメント研究部 
研究・シンクタンク推進室／研究紀要編集委員長 
主任研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 生態研究部門	

准教授 
昭和 29年香川県生．京都大学大学院動物学研究科博士後
期課程修了．理学博士．日本霊長類学会，International 
Primatological Society, 日本熱帯生態学会，日本アフリカ学
会，全日本博物館学会，日本哺乳類学会，日本生態学会，

兵庫県政学会所属． 
	

＜事業部での配属室もしくは研究開発部門での仕事＞ 
１．研究シンクタンク推進室 
研究紀要「人と自然 Humans and Nature」編集委員長 

２．プロジェクト 
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．代表者 
コミュニケーション障がい者にもわかりやすい展示解

説音声技術の視聴実験．代表者 
アフリカ中央部（カメルーン、コンゴ共和国など）の

既存収集品の整理．代表者 
	

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．ユニバーサル・ミュージアムから見た生涯学習の

あり方	

２．霊長類学の立場から見たヒトのコミュニケーショ

ン行動	

■論文・著書 
◎三谷雅純（2014）生涯学習施設の館内放送はどうあ
るべきか: 聴覚実験による肉声と人工合成音声の聞
きやすさの比較．人と自然 Humans and Nature 25: 63
—74． 

■その他著作 
三谷雅純 (2014)  憂うつな数学者－１．ユニバーサ
ル・ミュージアムをめざして 50，ひとはくブログ（4
月 8日） 
三谷雅純 (2014)  憂うつな数学者－２．ユニバーサ
ル・ミュージアムをめざして 51，ひとはくブログ（4
月 29日） 
◎三谷雅純 (2014)  聞いてみて、初めてわかることが
ある－１．ユニバーサル・ミュージアムをめざして

52，ひとはくブログ（6月 13日） 
◎三谷雅純 (2014)  聞いてみて、初めてわかることが
ある－２．ユニバーサル・ミュージアムをめざして

53，ひとはくブログ（6月 13日） 
三谷雅純 (2014)  Ｃ・Ｗ ニコルさんと森を歩く――
『アファンの森の物語』書評――．ユニバーサル・
ミュージアムをめざして 54，ひとはくブログ（6 月

24日） 
◎三谷雅純 (2014)  どんな声なら聞こえるか．ユニバ
ーサル・ミュージアムをめざして 55，ひとはくブロ
グ（7月 22日） 
◎三谷雅純 (2014)  人の多様性をマネジメントする？ 
ユニバーサル・ミュージアムをめざして 56，ひとは
くブログ（8月 26日） 
◎三谷雅純 (2014)  誰が美しいと決めるのか？－１．
ユニバーサル・ミュージアムをめざして 57，ひとは
くブログ（10月 7日） 
◎三谷雅純 (2014)  誰が美しいと決めるのか？－２．
ユニバーサル・ミュージアムをめざして 58，ひとは
くブログ（10月 7日） 
三谷雅純 (2014)  何日もかかって アフリカの森を歩
いた事がある。ユニバーサル・ミュージアムをめざ

して 59，ひとはくブログ（11月 26日） 
◎三谷雅純 (2014)  インクルーシブ。ん？	 何のこ
と？－１．ユニバーサル・ミュージアムをめざして

60，ひとはくブログ（12月 9日） 
◎三谷雅純 (2014)  インクルーシブ。ん？	 何のこ
と？－２．ユニバーサル・ミュージアムをめざして

61，ひとはくブログ（12月 16日） 
◎三谷雅純 (2015)  ハンナ・アレントの『人間の条件』
考－１．ユニバーサル・ミュージアムをめざして 62，
ひとはくブログ（1月 14日） 
◎三谷雅純 (2015)  ハンナ・アレントの『人間の条件』
考－２．ユニバーサル・ミュージアムをめざして 63，
ひとはくブログ（1月 27日） 
◎三谷雅純 (2015)  「ハンナ・アレントの『人間の条
件』考」へのコメントなど．ユニバーサル・ミュー

ジアムをめざして 64，ひとはくブログ（2月 17日） 
◎三谷雅純 (2015)  さまざまな人が創る社会－１．ユ
ニバーサル・ミュージアムをめざして 65，ひとはく
ブログ（3月 20日） 
◎三谷雅純	(2015)  さまざまな人が創る社会－２．ユ
ニバーサル・ミュージアムをめざして 66，ひとはく
ブログ（3月 31日） 

■ブログへの情報提供 
17件 

■学会役員など 
霊長類研究，査読者 
人と自然 Humans and Nature，編集委員長 

■助成を受けた研究 
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．科学研究費助成事
業（学術研究助成基金助成金）（基盤研究(C)），日本
学術振興会，研究代表者（108万円／250万円） 

	

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
三谷雅純，2014.4，オープンセミナー「絵をかき、字を
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読むチンパンジー」，博物館．（20名） 
三谷雅純，2014.4，オープンセミナー「道具を使うチン
パンジー」，博物館．（20名） 
三谷雅純，2014.4，特注セミナー（ガッツクラブ）「道
具を使うチンパンジー」，博物館．（84名） 
三谷雅純，2014.5，「霊長類学	 頭の体操 2014年版」，
博物館．（7名） 
三谷雅純，2014.6，「＜こころ＞と＜ことば＞を科学す
る」，博物館．（6名） 
◎三谷雅純，2014.8，夏期教職員セミナー「『障害』の
ある子どもたちとの野外活動入門」，博物館．（19名） 
◎三谷雅純，2014.10，特注セミナー（箕面西小学校）
「〈ことば〉という不思議なもの」，博物館．（114名） 
三谷雅純，2014.12-2015.1，「霊長類学が描くヒトの姿－
われわれは何者か？」（県立有馬高等学校連携セミナ

ー），博物館．（全 2回× 40名） 
◎三谷雅純，2015.12，「むすぶ、ひらく、ユニバーサル
なこと」，博物館．（2名） 

館外講演 
三谷雅純、2014.6，「高齢者大学	 我われヒトは何者か」
（兵庫県立嬉野台生涯学習センター）（120名） 
◎三谷雅純、2014.6，「むつみ会でのお話：障がい者と
して社会に生きる事の意味」, 失語症友の会 むつみ
会（あかし男女共同参画センター：アスピア明石）（50
名） 
三谷雅純、2014.8，「わたしたちヒトとは何者なのか？ 」, 
シニア自然大学校	 自然と文化科（大阪市，福島市

民センター）（60名） 
兵庫県立大学・大学院教育 
	 2014.5． 平成 26年度西地区共通教育科目「人と自然
の共生」（霊長類学の立場から）, 姫路書写キャンパ
ス，（全 3回 × 300名） 

■地域研究員養成事業 
連携グループ等 
市民団体「サイエンス・サロン」（主催） 
2015.2，共生のひろば 2014，記録担当，博物館紀要配
布． 

■学校教育支援 
トライアル・ウィーク 
2014. 6.三田市立けやき台中学校（特別支援学級）．1名 
学校団体対応等 
2014. 4, ガッツクラブ小学校生徒．84名 
2014.10, 箕面西小学校５年生. 114名 
2014.12，兵庫県立有馬高等学校１年生．38名 
2014. 1，兵庫県立有馬高等学校１年生．38名 

２．シンクタンク事業 
■行政等支援 
委員会等（計 3件） 
2014.4-2015.3，Primate Specialist Group, member, The 

World Conservation Union (IUCN). 
2014.4-2015.3，Species Survival Commission, member, The 

World Conservation Union (IUCN). 
2014.4-2015.3，青少年育成事業団，理事，（財）関西テ

レビ青少年育成事業団． 
相談・指導助言 
来訪者 5件，20名. メール相談 200件． 
2014.4- 高次脳機能障がい者のアクティビティについ
て． 

2014.4- 障がい者のキャンプを中心とした野外活動に
ついて． 
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小舘	 誓治	 KODATE, Seiji 

コミュニケーション・デザイン研究ユニット 
自然・環境再生研究部 
植生創出研究グループ／生涯学習推進室 
研究員／室長 
兵庫県立大学 自然･環境科学研究所 生物資源研究部門 
助教． 
昭和 37年福岡県生．神戸大学大学院自然科学研究科博士
課程修了．学術博士．森林立地学会，植生学会，日本ペ

ドロジー学会、全日本博物館学会等所属． 
 
＜事業部での配属室もしくは研究開発会議での仕事＞ 
１．事業推進部門 
生涯学習推進室  室長 

２．プロジェクト 
キッズひとはく推進プロジェクト．プロジェクトリー

ダー 
ＪＳＴ「ネットワーク形成先進的科学館連携型」事業

「ゆりかごから科学を－幼少時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」．全体統括責

任者・実施担当・科学コミュニケーター 
 
＜研究開発＞ 
1.調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 

1．森林群落における植生と土壌に関する研究 
2．博物館教育に関する研究 

■論文・著書 
◎小舘誓治（2015）高齢者大学とのパートナーシップ 
－就学前の子どもや児童を対象としたアウトリーチ

教育－．Museum 2015 CONFERENCE，1-6．  
■その他著作 
◎小舘誓治（2014）ナマズ石に破壊された森林のその
後 ～森生いろいろ～，宝塚の自然（宝塚自然保護協
会），28：2-4． 
◎小舘誓治（2014）兵庫県立人と自然の博物館の小さ
な子ども向けプログラム推進事業	 ひとはくKidsキ
ャラバンとKidsサンデー．ミュゼ，vol. 108，13． 
◎小舘誓治（2015）ナマズ石に破壊された森林	 ―森
は自然に再生する？―．ひとはく通信，産経新聞（2
月 19日）．  

■研究発表 
◎小舘誓治（2014）高齢者大学とのパートナーシップ 
－就学前の子どもや児童を対象としたアウトリーチ

教育－．Museum 2015 The	 Agile Museum Building 
Institutions for Continual Change（自己変革する博物館	
変化し続ける組織づくり）明治大学，東京． 

2.資料収集・整理	  
■資料収集 

2014.4-2015.3	 植物・植生・景観などの写真撮影・資料
収集．神戸市，芦屋市など． 

■整理同定担当資料 

土壌断面映像資料. 
 
＜事業推進＞ 
1.生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
◎小舘誓治，2014.4，「ちょっと観察！この植物（春の
植物）」，博物館・深田公園（7名）． 
◎小舘誓治，2014.4，「芦屋市奥山地域で春の植物観察」，
芦屋市（18名）． 
◎小舘誓治，2014.5，「六甲山「森の植物」観察会（春）」，
六甲山（23名）． 
◎小舘誓治，2014.6，「太山寺周辺の樹林で多様性を知
る」，神戸市・太山寺（19名）． 
◎小舘誓治，2014.7，「森と土の観察会（再度山編）」，
神戸市・再度山（10名）． 
◎小舘誓治・高瀬優子，2014.7，「わくわくネイチャー・
テクノロジー	 自然ってすごい！～クスノキ☆ラ

ボ」，博物館（17名）． 
◎小舘誓治，2014.8，夏季教職員・指導者セミナー「小
さな子どもの指導者向け	 身近な植物の観察の仕

方」，博物館・深田公園（31名）． 
◎佐藤祐司・小舘誓治・田中 明・柴田 剛，2014.8，
夏季教職員・指導者セミナー「身近な生き物観察（植

物）」，博物館・深田公園（7名）． 
◎小舘誓治，2014.10，「ちょっと観察！この植物（秋の
植物）」，博物館（6名）． 
◎小舘誓治，2014.11，「六甲山「森の植物」観察会（秋）」，
六甲山（21名）． 
◎小舘誓治，2014.11， 「芦屋市奥山地域の樹林で多様
性を知る」，芦屋市（10名）． 
◎小舘誓治・高瀬優子，2014.12，「わくわくネイチャー・
テクノロジー	 自然ってすごい！ドングリ☆ラボ」，

博物館（8名）． 
◎小舘誓治，2015.2，「ちょっと観察！この植物（冬の
植物）」，博物館（10名）． 
◎小舘誓治・高瀬優子，2014．5－2015．3 ,フレミラ宝
塚しぜんクラブ定例「小さな子どもの指導者向け講

座」（全 8回），宝塚市（64名） 
◎小舘誓治・高瀬優子，2014．6，北摂第一幼稚園事前
学習「身近な植物の見分け方について」，博物館（4
名） 
◎小舘誓治・高瀬優子，2014．11，宝塚市立御殿山児
童館事前学習「身近な自然素材について」，博物館（5
名） 
◎小舘誓治・高瀬優子，2015．1，宝塚市立安倉児童館
事前学習「植物の種子散布について」，博物館（5名） 

館外講演 
◎小舘誓治，2014.7，「兵庫県立図書館開館 40周年記念
『ふるさとひょうご特別展示』関連講座」，兵庫県立

図書館，講師，明石市．（40名）． 
◎小舘誓治，2014.9，「六甲山の植物観察とその手法を
学ぶ」，平成 26 年度六甲山自然案内人養成研修プロ
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グラム入門コース，講師，六甲山（35名）． 
◎小舘誓治，2014.10，「ビオトープの植物観察」，こう
べ環境未来館講座，講師，神戸市．（17名）． 
◎小舘誓治，2014.10，現地調査 Ⅱ『地域の自然を知る』
「里山林の自然観察」，阪神ひと・まち創造講座２年

生，講師，三田市．（21名）． 
◎小舘誓治，2014.11，「植物の観察方法（役に立つ植物
と怖い植物）」，いきいき学舎フレミラ	 環境・自然

コース，講師，宝塚市．（35名）． 
◎小舘誓治，2014.11，「中山寺周辺で植物の見分け方実
習」，いきいき学舎フレミラ	 環境・自然コース，講

師，宝塚市．（37名）． 
テレビ・ラジオ等出演 
2014.10，「ひとはく Kidsサンデー・スペシャルについ
て」，ラジオ関西（イブニングひょうご） 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014. 5 特別展「自然ってすごい！守りたい昆虫・植物」，
赤穂市立海洋科学館，赤穂市．主担当 

2014. 7 ひとはくKidsキャラバン in 赤穂（サイエンス
寺子屋），赤穂市立海洋科学館，赤穂市．主担当 

2014. 12 ひとはくKidsキャラバン in 宝塚（御殿山児
童館）, 宝塚市立御殿山児童館，宝塚市．主担当 

2015. 2 ひとはく Kids キャラバン in 宝塚（安倉児童
館），宝塚市．主担当 

2015. 3 小規模巡回展示「自然ってすごい！わくわくネ
イチャー・テクノロジー展」，キッズプラザ大阪，大

阪市．主担当 
2015. 3 小規模巡回展示「自然ってすごい！わくわくネ
イチャー・テクノロジー展」，神戸市立青少年科学館，

神戸市．主担当 
2014. 6 ひとはく復興支援プロジェクト「ひとはくKids
キャラバン in 宮城」，マリンピア松島水族館，宮城
県松島町．分担者 

2014. 7 ひとはく復興支援プロジェクト「ひとはくKids
キャラバン in 宮城」，アエル広場，仙台市．分担者 

2014. 7 ひとはく復興支援プロジェクト「ひとはくKids
キャラバン in 福島」，アクアマリン福島，いわき市．
分担者 

2014. 9 ひとはく復興支援プロジェクト「ひとはくKids
キャラバン in 須賀川」，ふくしま森の科学体験セン
ター，須賀川市．分担者 

2014. 9 ひとはく復興支援プロジェクト「ひとはくKids
キャラバン in 田村」，田村市船引公民館，田村市．
分担者 

2014. 6 「自然ってすごい！」関連展示（「ひっつきむ
しのいろいろ」「ドングリのいろいろ」）．展示作成 

2014. 7	 大きくしてみてみよう（植物の観察） 「『し
ぜんとあそぼう』ムシと葉っぱのワクワク大発見!!」，
フレミラ宝塚, 宝塚市．セミナー担当 

2014. 11	 いろいろなタネ 「フレミラ秋まつり」（フレ
ミラ宝塚）, 宝塚市．セミナー担当 

2015. 3 野草の観察「山野草を観察して、ヨモギだんご
をつくろう！」，フレミラ宝塚，宝塚市．セミナー担

当 
■共催・協力・後援事業 

2014.5- 2015.3「自然観察サポーターチーム活動への支
援事業」．NPO法人北播磨市民活動支援センター，小
野市他．共催／主担当（全 3回） 

2014.12「北摂里山こども探検隊『人と自然の博物館を
たんけんしよう』」．北摂里山博物館運営協議会，博

物館．協力／セミナー担当 
■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
北播磨自然観察サポーターチーム「おおばこの会」（ア

ドバイザー） 
フレミラ宝塚「しぜんクラブ」（アドバイザー） 
岸本清明（地域研究員アドバイザー副担当） 
増井啓治（地域研究員アドバイザー副担当） 
成果発表 
2015. 2，共生のひろば「『おおばこの会』わたしたちの
フィールド	 ～小野市での活動 2014～」，北播磨自
然観察サポーターチーム「おおばこの会」，指導 

2015. 2，共生のひろば「宝塚市で子どもたちに自然や
生き物のおもしろさを伝える	 ～しぜんクラブの活

動 2014」，フレミラ宝塚「しぜんクラブ」，指導 
2015. 2，共生のひろば「校庭の木にインタビュー	 ～
「自分の木」を選んでみんなでかんさつ」，小野東小

学校三年生，指導 
■学校教育支援 
学校団体対応 
2014. 5	 神戸朝鮮初中級学校 1年生（23名）． 
2014. 5	 西播磨朝鮮初中級学校 1～3年生（75名）． 
2014. 5	 北摂第一幼稚園年長組（92名）． 
2014. 6	 三田市弥生小学校 4年生（36名）． 
2014. 8	 たかつき市民環境大学学生（53名）． 
2014. 9	 三田市弥生小学校 1年生（26名）． 
2014. 11	 三田さち幼稚園年長組（45名）． 
2015. 2	 神戸市立淡河小学校 3年生（6名）． 
2015. 3	 三田市弥生小学校 5年生（34名）． 
2015. 3	 三田市立広野小学校 3年生（35名）． 
講師派遣 
2014. 6「植物の観察のしかた（葉っぱでビンゴ）」，小
野市立小野東小学校 3年生，講師，小野市．（122名）． 

2014. 7 「理科実験・観察講座（第 1回）『身近な植物
の観察の仕方（夏）』」，芦屋市立打出文化センター（幼

稚園・小学校教諭対象），講師，芦屋市（潮見小学校）．

（17名）． 
2014. 10 「理科実験・観察講座（第 2回）『身近な植物
の観察の仕方（秋）』」，芦屋市立打出文化センター（幼

稚園・小学校教諭対象），講師，芦屋市（潮見小学校）．

（9名）． 
2014. 11 「葉っぱを知ろう！葉っぱでアート（秋の植
物観察）」，講師，小野市立小野東小学校 3 年生，小
野市（122名）． 

2014. 11 「秋の日歩ヶ丘で『しぜんのたからもの』を
みつけよう！（秋の植物観察）」，講師，神戸市立長
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尾幼稚園年長・年中・年少組，神戸市（240名）． 
2014. 12 「里山植物の観察の仕方」，講師，加東市立東
条西小学校 3年生，加東市（18名）． 

2015. 2	 「開魂園の森について」，講師，加東市立東条
西小学校 3年生，加東市（18名）． 

2015. 1	 「第 20回自由研究のつどい」，講評，伊丹市
立小学校 4～6年生，伊丹市（伊丹市立中央公民館）
（16名）． 

2015. 2	 「植物の冬ごし」，講師，小野市立小野東小学
校 3年生，小野市（122名）． 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2014. 7. 29- 8. 13	 東京農業大学農学部 4年生 1名． 
2014. 7. 29- 8. 13	 帯広畜産大学畜産科学 4年生 1名． 
2014. 7. 29- 8. 13	 神戸学院大学人文学部 4年生 1名． 
2014. 7. 29- 8. 13	 日本大学生物資源科学部4年生1名． 

■展示・イベント 
2014. 4 - 2015. 3  「深田公園植物情報」（責任者） 
2014. 5 - 2015. 3	 ひとはくKidsサンデー（全９回）（責
任者）． 

2014.11	 ひとはくKidsサンデー・スペシャル 2014（責
任者）． 

2.シンクタンク事業 
■行政等支援 
相談・指導助言 
電話・FAX・メール等の相談 13件． 
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鈴木	 武	 SUZUKI, Takeshi 

コミュニケーション・デザイン研究ユニット／企画調整

室 
研究員 
兵庫県立大学	 自然・環境科学研究所	 生物資源研究部

門	 助教． 
昭和 37年千葉県生．東京大学大学院理学研究科博士課程
単位修得退学．理学博士．日本植物学会，日本植物分類

学会，日本土壌動物学会等所属． 
 

＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．マーケティング・マネジメント部門	 企画調整室 
副室長 

２．プロジェクト 
タンポポ調査・西日本 2015〜コミュニケーションツー
ルとしての市民調査１．代表者. 
兵庫県内のシダ植物分布〜コミュニケーションツール

としての市民調査 2．代表者. 
全国科学館連携協議会 近畿ブロック会議の運営〜地
域拠点とのネットワーク１．代表者. 

RCE兵庫-神戸〜地域拠点とのネットワーク２．代表者. 
六甲山大学〜地域拠点とのネットワーク３．代表者. 
 

＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．市民参加による生物分布調査の方法と効果の研究 
２．絶滅危惧植物の遺伝子多様性の保全の研究 

■研究発表 
鈴木武（2014）但馬のハナダテヤマナメクジ．阪神貝
類研究会，西宮市貝類館，西宮市．  
鈴木武・木村進・小川誠・狩山俊悟・布谷知夫（2015）
タンポポ調査・西日本 2015について．日本植物分類
学会大会，福島大学，福島市． 

■学会役員など 
日本植物分類学会，図書幹事． 
兵庫県生物学会，事務局． 
兵庫植物誌研究会、理事, 

２．資料収集・整理 
■資料収集 

2014.4-2015.3	 兵庫県内のシダ植物の収集. 南あわじ
市、丹波市など. 

2014.4-2015.3	 兵庫県内外のタンポポ類の収集. 山口
県、京都府、豊岡市など. 

■整理同定担当資料 
シダ植物． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
鈴木武，2014.4- 6，一般セミナー「タンポポを調べる」，

博物館・綾部市・豊岡市．（全 4回，2名） 
◎鈴木武，2014.5，特注セミナー「カタツムリの話」，
博物館（亀岡市地球環境子ども村, 33名） 
鈴木武，2014.6，一般セミナー「篠山市龍蔵寺のシダを
見る」，篠山市（14名） 
鈴木武，2014.6，一般セミナー「篠山市龍蔵寺のシダを
見る追加版」，博物館（16名） 
◎鈴木武，2014.6，オープンセミナー「カタツムリをさ
わろう」博物館（40名） 
◎鈴木武，2014.8，教職員・指導者セミナー「カタツム
リとダンゴムシ」博物館（19名） 
◎鈴木武，2014.8，オープンセミナー「カタツムリをさ
わろう」博物館（40名） 
鈴木武，2014.10，一般セミナー「加西市法華山のシダ
を見る」，加西市（18名） 
◎鈴木武，2015.3，特注セミナー「タンポポのなかまた
ち」，博物館（加西市役所生活環境部環境課, 41名） 

館外講演 
鈴木武，2014.4，「明石のタンポポを調べる」，明石市立
文化博物館，明石市立文化博物館・明石公園．（15
名） 
鈴木武，2014.4，「福井県のタンポポを調べる」，NACS-J
福井県連絡会，北潟湖畔荘（あわら市北潟）．（60名） 
鈴木武，2014.4，「滋賀県のタンポポを調べる」，滋賀県
立琵琶湖博物館，滋賀県立琵琶湖博物館（22名） 
鈴木武，2014.4，「綾部市タンポポ観察会」，綾部市立天
文館，綾部市立天文館および市内（22名） 
鈴木武，2014.5，「朝来市のタンポポ」，ハンザキ研究所，
ハンザキ研究所（28名） 
鈴木武，2014.6，「六甲山の生き物とシダ植物」，六甲山
自然案内人の会，六甲山自然保護センター（70名） 
鈴木武，2014.7，「宝塚のシダ植物」，フレミラ宝塚，フ
レミラ宝塚（30名） 
鈴木武，2014.7，「最明寺滝のシダ植物」，フレミラ宝塚，
宝塚市平井（30名） 
鈴木武，2014.7，「箕面のシダ植物」，シニア自然大学，
箕面市（45名） 
鈴木武，2014.8，「外来生物について」，高槻アクアピア，
高槻市役所（60名） 
鈴木武，2014.9，「丹波市春日町のシダ植物」，青垣いき
ものふれあいの里，丹波市春日町（18名） 
鈴木武，2014.11，「Fern & Culture in Japan」，日本シダの
会，京都市中央区（25名） 
鈴木武，2014.11，「オオアカウキクサについて」，豊岡
市，豊岡市田結公民館（12名） 
鈴木武，2014.11，「川西市のシダとタンポポ」，川西市
レフネック，川西市レフネック（80名） 
鈴木武，2015.2，「広島県のタンポポ」，広島市植物公園，
大阪市立自然史博物館（82名） 
鈴木武，2015.3，「西日本のタンポポ」，タンポポ調査・
西日本実行委員会，大阪市立自然史博物館（82名） 
鈴木武，2015.3，「播磨のタンポポ」，兵庫県生物教育会
播磨支部，県立姫路東高等学校（22名） 
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鈴木武，2015.3，「兵庫県のタンポポ」，灘浜サイエンス
スクエア，灘浜サイエンススクエア（100名） 
鈴木武，2015.3，「滋賀県のタンポポ」，滋賀県立琵琶湖
博物館，滋賀県立琵琶湖博物館（10名） 
鈴木武，2015.3，「滋賀県のタンポポ」，滋賀県立琵琶湖
博物館，萩市立博物館（10名） 

兵庫県立大学・大学院教育 
人と自然の共生（分担） 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014. 7. 「吹田市立博物館企画展示」，吹田市立博物館，
大阪府吹田市．主担当 

2014. 8 「西武庫公園イベント」，尼崎市立西武庫公園，
尼崎市．主担当 

2014. 8 「さんふらわクルージング」，フェリーさんふら
わ，神戸市東灘区．主担当 

2014.11.  小さい学校キャラバン，姫路市立千種小学校，千
種小学校．主担当 

2014. 10 「いろいろな生き物」，パールデイサービスセ
ンター，神戸市須磨区．主担当 

2014.11.  小さい学校キャラバン，宍粟市立千種小学校，宍
粟市千種町．主担当 

■共催・協力・後援事業 
2014.6, アートショカン!! in 三田祥雲館，兵庫県立図書
館，県立三田祥雲館高等学校，三田市．協力／主担

当 
■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
希少山野草研究会，主担当（指導） 
川東丈純，主担当（指導・恊働） 
牛島清春，主担当 
牛島富子，主担当 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.10 神戸市立北神戸中学校、有野北中学校．4名 
学校団体対応 
2014.4，「タンポポの観察」，三田市立弥生小学校 3年生  
2014.4，「カタツムリとダンゴムシの話」，兵庫県立大学
附属中学校 1年生 

2014.5，「タンポポの話」，県立有馬高等学校 1年生 
2014.5，「カタツムリとダンゴムシ」神戸市立春日台小
学校 2年生 

2014.6，「ダンゴムシの観察」三田市立弥生小学校 3年
生 

2014.8，「六甲山の生き物」神戸市立六甲アイランド高
等学校 

2014.8，「研究の進め方」県立篠山東雲高等学校 
2014.8，「博物館の概要」東北学院大学 
2014.10，「神戸にちなむ生き物」，甲南小学校 
2014.10，「カタツムリとダンゴムシ」川西市立多田東小
学校 

2014.11，「兵庫県のコウモリ」県立尼崎北高等学校 
2014.12，「博物館について」大阪青山大学博物館 
2015.2，「神戸市のダンゴムシ」神戸市立井吹の丘小学

校 
講師派遣 
2014.4，「神戸の生き物」，神戸市立六甲アイランド高等
学校 1年生 

2014.4，「タンポポの話」，宝塚市立末広小学校 4年生 
2014.5，「兵庫県のタンポポ」，県立有馬高等学校 2年生 
2015.2，「兵庫県のタンポポ」，県立兵庫高等学校 1年生 

２．シンクタンク事業 
■収蔵庫・ジーンファームの公開 
生物系収蔵庫等の案内，5回，50名． 

■行政等支援 
委員会等	 （計３件） 
2011.7-	 神戸市立六甲アイランド高等学校	 スーパー
サイエンススクール検討委員会、委員. 

2011.10-	 神戸市生き物調査検討委員会、委員. 
2012.4-  ささやまの森公園運営協議会、委員.  
相談・指導助言 
来訪者 10件，20名．電話・FAX相談 30件，メール相
談 10件． 
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八木	 剛	 YAGI, Tsuyoshi 

自然・環境評価研究部 
昆虫共生系研究グループ／企画調整室 
主任研究員 
昭和 43年大阪府生．神戸大学大学院農学研究科修士課程
修了．日本昆虫学会等所属． 
 
＜研究部以外の配属室と仕事＞ 
１．マーケティング・マネジメント部門	 企画調整室 
室長・担当	 統括 

２．プロジェクト 
キッズひとはくプロジェクト，分担者	

ゆめはくプロジェクト，分担者	

こどもひかりプロジェクトの支援と連携，代表者	

NPO法人こどもとむしの会との連携（佐用町昆虫館），
代表者 

 
＜研究開発＞ 
１．調査研究 
■特別課題研究（個人研究） 
１．博物館における学びのデザインに関する研究 
２．昆虫の分布に関する研究 

■論文・著書 
◎八木	 剛・藤本真里・上田萌子，2014．コラボレー
ションは進化する-博物館ボランティアから博物館横
断的なプロジェクトまで-．社会教育， 69(8)，22-28. 

■その他著作 
八木	 剛，2014．震災が生み出した新しいプラットフ
ォーム：こども☆ひかりプロジェクト．Musee, 107:37. 
八木	 剛，2015．標高差 500m直線距離 9kmを移動し
たエゾゼミ～神戸市北区鹿の子台での柿本一帆君に

よるエゾゼミの採集記録に関する補足説明～．きべ

りはむし，37(2)，1-3． 
■ブログへの情報提供 

10件 
■研究発表 
八木	 剛・藤本真里・上田萌子，2015．「来てもらう」
から「出かけて行く」へ−地方公立博物館の果たす役
割−．Museum2015,明治大学，東京．	

■学会役員など 
日本昆虫学会，評議員．	

■助成を受けた研究 
被災した子ども達が大人になるまでー博物館こそがで

きる長期継続型支援システムの構築	文部科学省科

学研究費	基盤研究(C) 研究代表者 (110 万円／380
万円)	

２．資料収集・整理	

■資料収集 
2014.4- 10,	各種昆虫類．神戸市，香美町．	

■受贈担当資料 
2014.12, 猪名川上流域のチョウ類等（小坂利明コレク
ション）．4,000点．	

2015.2, 日本産チョウ類（池田比呂志氏コレクション）．
4,000点． 

■整理同定担当資料 
昆虫（双翅目，蛾類，トンボ類，直翅類）． 
 

＜事業推進＞ 
１．生涯学習事業 
■セミナー 
館主催セミナー 
八木	 剛，2014.4-2015.3．一般セミナー「ユース昆虫研
究室」．兵庫県立六甲山自然保護センター・博物館．

（全 12回, 165名）． 
八木	 剛，2014.8，教職員・指導者セミナー「小さな子
どもの指導者向け	 先生のための「むしむしたいけ

ん」」，博物館．（17名） 
高橋	 晃・八木	 剛，2014.4-2015.3．一般セミナー「魅
せる標本つくり隊	 ―植物と昆虫のすてきな展示づ

くり―」，博物館．（50名） 
ひとはく連携活動グループ run♪ run♪ plaza，2014.7-8．
一般セミナー「ひとはく博士と行くハチ北高原昆虫

サマースクール」，博物館，ハチ北高原．（35名） 
八木	 剛, 2014.4. 特注セミナー「ホタルについて学ぼ
う」, 博物館, 兵庫教育大学附属中学校 1年生,（126
名） 
八木	 剛, 2014.5. 特注セミナー「兵庫の蛍」, 博物館, 
神戸市立有野台小学校,（86名） 
八木	 剛, 2014.5. 特注セミナー「みやまあかねのおは
なし」, 博物館, 宝塚市立西山小学校,（143名） 
八木	 剛, 2014.5. 特注セミナー「人と自然の会とひと

はくのあゆみ①」, 博物館, 人と自然の会,（4名） 

八木	 剛, 2014.5. 特注セミナー「ホタルについて」, 博
物館, ボーイスカウト神戸第６０団ビーバー隊,（37
名） 
八木	 剛, 2014.6. 特注セミナー「三田の昆虫」, 博物館, 
伊丹市立有岡小学校,（117名） 
八木	 剛, 2014.6. 特注セミナー「虫取りペナントレー
ス	 」, 博物館, 明石市立朝霧小学校,（85名） 
八木	 剛, 2014.9. 特注セミナー「虫とりペナントレー
ス」, 博物館, 稲美町立天満小学校,（106名） 
八木	 剛, 2014.9. 特注セミナー「水辺の虫とり」, 博物
館, 三田市立狭間小学校,（35名） 
八木	 剛, 2014.9. 特注セミナー「昆虫ペナントレー
ス	 」, 博物館, 芦屋市立岩園小学校,（138名） 
八木	 剛, 2014.10. 特注セミナー「むしとりペナントレ
ース」, 博物館, 猪名川町立楊津小学校,（11名） 
八木	 剛, 2014.10. 特注セミナー「トンボペナントレー
ス」, 博物館, 稲美町立天満東小学校,（58名） 
八木	 剛, 2014.10. 特注セミナー「虫とりペナントレー
ス」, 博物館, 芦屋市立宮川小学校,（106名） 
ひとはく連携活動グループ猪名川流域ひめぼたるネッ

トワーク，2014.5．オープンセミナー「いながわ・ひ
めぼたる・うぃーく」，猪名川河川敷（4日間 400名） 
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八木	 剛，2014.8．オープンセミナー「むしむしたいけ
ん」，博物館，（8日間 1,800名） 

館外講演 
八木	 剛，2014.7，「第 120回六稜トークリレー：輝け 昆
虫少年〜ミュージアムが育む好奇心・探究心」，六稜

同窓会，大阪府立北野高校六稜会館．（30名） 
八木	 剛，2014.9，「秋の鳴く虫」，フレミラ宝塚．（30
名） 
八木	 剛，2014.9，「ミヤマアカネリサーチ」，フレミラ
宝塚，逆瀬川．（30名） 
八木	 剛，2014.10，「猪名川上流域の「昆虫アイデンテ
ィティ」」，川西市生涯学習短期大学レフネック．（50
名） 
八木	 剛，2014.10，「猪名川流域はヒメボタルの重要ス
ポット」，川西市生涯学習短期大学レフネック．（50
名） 
八木	 剛，2014.9，「昆虫を通してみる丹波の地域環境」，
丹波地域環境パートナーシプ会議，丹波市柏原市民

センター．（30名） 
八木	 剛，2014.11，「伊丹のホタル」，伊丹市，伊丹生
きものマイスター講座，スワンホール．（20名） 
八木	 剛，2014.11，「ヒメボタル幼虫の観察調査」，伊
丹市，伊丹生きものマイスター講座，猪名川河川敷．

（20名） 
八木	 剛，2015.3，「虫と仲良しになろう」，六甲山山の
案内人研修会，兵庫県中央労働センター．（30名） 

テレビ・ラジオ等出演 
2014.8, 「虫を触れない高校生」，MBS毎日放送VOICE． 

■キャラバン・主催アウトリーチ事業 
2014.6，ミニフェスティバル inマリンピア松島水族館，
こどもひかりプロジェクト，マリンピア松島水族館，

宮城県松島町．分担者 
2014.7，ミュージアムキッズ！フェア，こどもひかりプ
ロジェクト，仙台市情報産業プラザ，仙台市．分担

者 
2014.7，キャラバン in アクアマリンふくしま，こども
ひかりプロジェクト，アクアマリンうおのぞき，福

島県いわき市．分担者 
2014.10，学校キャラバン，高砂市立荒井小学校，責任
者 

2014.10，学校キャラバン，大阪市立榎本小学校，責任
者（２回） 

2014.10，小さな学校キャラバン，姫路市立家島小学校．
主担当． 

2014.11，小さな学校キャラバン，姫路市立越知谷小学
校．分担者． 

2015.1，むしむしみっけ＆むしむしたいけん，徳島県立
あすたむらんど子ども科学館，徳島県板野町．主担

当． 
■共催・協力・後援事業 

2014.6-7，第 9回姫ボタルまつり，姫ボタルまつり実行
委員会，丹波市．共催／主担当 

2014.7-8，ミニ企画展 甲虫大集合！，但馬国府・国分

寺館，豊岡市．共催／主担当 
2014. 9, 300人の昆虫大捜査線，兵庫県阪神南県民セン
ター，尼崎の森中央緑地，尼崎市．共催／主担当． 

2014.12-2015.1，真冬の昆虫展，徳島県立あすたむらん
ど子ども科学館，徳島県板野町．共催／主担当． 

2015.2，公開研究交流会ミュージアム×ユース forキッ
ズ，こどもひかりプロジェクト，神戸ファッション

美術館，神戸市．共催／主担当． 
2015.3-，アートこん虫てん，NPO法人おおやアート村・
おおやアート村BIG LABO，養父市．協力／主担当． 

■担い手成長支援事業 
連携活動グループ・地域研究員 
NPO法人人と自然の会（アドバイザー：主） 
run♪ run♪ plaza（アドバイザー：主） 
テネラル（アドバイザー：主） 
あかねちゃんクラブ（ミヤマアカネ生態研究会）（アド

バイザー：主） 
鳴く虫研究会きんひばり（アドバイザー：副） 
猪名川流域ひめぼたるネットワーク（アドバイザー：

主） 
さんぽクラブ（アドバイザー：主） 
地域研究員：吉田浩史（アドバイザー：主） 
佐用町昆虫館（連携施設）（主担当） 
成果発表 
2015.2, 共生のひろば「淡路産翼竜の発見まで」，南淡
路地学の会．指導・協働 

■学校教育支援 
トライやるウィーク 
2014.6,	  三田市立ゆりのき台中学校 1名，宝塚市立西
谷中学校 2名，西宮市立塩瀬中学校 1名 

■研修生等の受入 
博物館実習 
2014.8, 関西国際大学 1名，岡山大学大学院 1名． 

■展示 
2015.2- 4, ひとはく研究員展「ひとはくの研究の今」.
分担者 

2014.4-8，「六甲山自然保護センター周辺の昆虫展」，兵
庫県立六甲山自然保護センター．責任者． 

２．シンクタンク事業 
■行政等支援 
委員会等	 （計５件） 
2014.4-, 加古川市環境審議会，委員，加古川市． 
2014.11- 2015.3, ヒメボタル保全区域のあり方に関する
検討会，委員．豊中市． 

2014.7-12，三田市まちづくり部指定候補者選定委員会，
委員．三田市． 

2012.7-，希少野生動植物種保存推進員，環境省 
2015.2-，生物多様性神戸プラン2020推進委員会，委員，
神戸市． 

相談・指導助言 
来訪者 20件，50名．電話・FAX相談 30件，メール相
談 20件程度． 

2014.4-	 チョウ類の保全について，西日本高速道路株
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式会社． 
2014.4	 ESDについて，きんき環境館 
2014.11	 ヒメボタルの幼虫調査，国土交通省猪名川河
川事務所． 

2014.4-	 猪名川上流広域ゴミ処理施設組合 
視察対応 
兵庫県企画県民部，長野県議会，仙台市教育委員会生

涯学習課，魚津市・富山大学，名古屋市科学館 
■学会開催等支援 

2014.11, 日本トンボ学会2014年度大会．80名．	
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