
 
 
 
 
 

 

 

 

開催したセミナーの一覧 

 
平成２８年度は下記のとおりセミナーを実施した（キャラバンを除く）。 
実施日 セミナー名 講師 定員 参加者 

28.4.6 里地・里山で身近な植物を観察しよう春編 黒田 有寿茂 20 16 

28.4.7 山野草「花の形・タネの形・成長の形（春編）」～実生増殖

の実際～ 

希少植物 研究会 25 5 

28.4.9 早春の北摂里山を散策しよう！ 橋本 佳延 25 21 

28.4.10 マツバラン観察会 藤井 俊夫 20 3 

28.4.17 ユース昆虫研究室（全 12回-1） 八木 剛 15 16 

28.4.23 芦屋市奥山地域で植物観察の方法を学ぶ 小舘 誓治 20 9 

28.4.23 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回-1) アピス同好会 20 8 

28.4.23 河川の水生昆虫観察会 三橋 弘宗 50 23 

28.4.29 ジオラマをつくろう初級編 大平 和弘 20 11 

28.4.30 

 

東お多福山草原春の植物観察会 橋本 佳延 30 20 

28.5.1 武田尾渓谷の植物を観察しよう（第 1回） 大谷 雅人 20 47 

28.5.7 地層を読む 菊池 直樹 20 24 

28.5.7 香美町の春の花を見にいこう（全 2回-1） 高橋 晃 20 14 

28.5.8 香美町の春の花を見にいこう（全 2回-2） 高橋 晃 20 21 

28.5.8 春日山原始林観察会 藤井 俊夫 20 6 

28.5.8 ユース昆虫研究室（全 12回-2） 八木 剛 15 17 

28.5.8 霊長類学頭の体操（２０１６年版） 三谷 雅純 30 9 

28.5.13 見直される近未来の南海トラフ巨大地震 加藤 茂弘 10 50 

28.5.14 六甲山「森の植物」観察会（春） 小舘 誓治 20 8 

28.5.14 コケ植物の観察１神戸市北区道場 秋山 弘之 12 13 

28.5.14 親子で武田尾ハイキング NPO法人 人と自然の会 20 0 

28.5.14 里山の植物観察（初級編）なか・やちよの森公園 石田 弘明 20 6 

28.5.14 都市の歩き方・名所編宝塚市中山寺・小浜・清荒神界隈を歩

く 

田原 直樹 10 22 

28.5.15 石ころクラブ勉強会（全９回-1） 石ころ クラブ 25 12 

28.5.20 コケ植物の観察２京都府南丹市芦生 秋山 弘之 10 10 

28.5.20 博物館で学ぶ「動物行動学」基礎講座（全 3回-1） 和田 年史 20 11 

28.5.21 石めぐりハイキング 2016－沼島の結晶片岩と灘海岸の大阪

層群 

加藤 茂弘 20 20 

28.5.21 神鍋植物ハイキング春の花を愛でる 高野 温子 15 8 

28.5.21 博物館で学ぶ「動物行動学」基礎講座（全 3回-2） 和田 年史 20 10 

28.5.22 博物館で学ぶ「動物行動学」基礎講座（全 3回-3） 和田 年史 20 12 

28.5.25 カラスのごみ被害を解決しよう！ 布野 隆之 30 3 

28.5.28 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回-2) アピス同好会 20 16 

28.5.28 家族で蜂蜜しぼり 5月 アピス同好会 30 29 

28.5.28 恐竜時代のトカゲたち 池田 忠広 30 3 

28.5.29 石ころからみつけよう！ちいさな化石 古谷 裕 15 22 

28.5.29 

 

地球はアリが回しているーアリの基礎生態学：概説編 橋本 佳明 15 17 

28.6.1 里地・里山で身近な植物を観察しよう夏編 黒田 有寿茂 20 21 

28.6.3 地球と生命の歴史 菊池 直樹 10 50 

28.6.4 海中の生きもの観察＆スキンダイビングのスキルアップ講

座（全 2回-1） 

和田 年史 15 8 

博物館事業報告に関連する資料 
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28.6.4 都市の歩き方・名所編神戸市住吉・御影・岩屋界隈を歩く 田原 直樹 10 18 

28.6.5 海中の生きもの観察＆スキンダイビングのスキルアップ講

座（全 2回-2） 

和田 年史 15 11 

28.6.5 ジオラマをつくろう田んぼや湿地編 大平 和弘 15 11 

28.6.7 古代湖・タンガニイカ湖の特異なさかなたち 高橋 鉄美 20 6 

28.6.11 東お多福山草原初夏の植物観察会 橋本 佳延 25 16 

28.6.11 洲本市三熊山のシダを見る 鈴木 武 20 20 

28.6.11 太山寺周辺の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 20 16 

28.6.11 初心者のための鳴く虫観察会 鳴く虫研究会 「きん

ひばり」 

20 1 

28.6.12 有馬富士公園の植物観察会 藤井 俊夫 20 15 

28.6.12 ユース昆虫研究室（全 12回-3） 八木 剛 15 13 

28.6.12 石ころクラブ勉強会（全９回-2） 石ころ クラブ 25 14 

28.6.16 挿し木で増やす希少植物～挿し木実習～ 希少植物 研究会 20 14 

28.6.18 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回-3) アピス同好会 20 7 

28.6.18 家族で蜂蜜しぼり 6月 アピス同好会 30 27 

28.6.18 恐竜時代のカエルたち 池田 忠広 30 12 

28.6.19 ＜こころ＞と＜ことば＞を科学する２０１６ 三谷 雅純 30 5 

28.6.21 古代湖・ティティカカ湖の特異なさかなたち 高橋 鉄美 20 6 

28.6.24 絶滅危惧種の保全生態学 布野 隆之 10 36 

28.6.25 生態学基礎講座（全 2回-1） 三橋 弘宗 20 18 

28.6.25 吊りシノブ作り NPO法人 人と自然の会 25 15 

28.6.25 顕微鏡で花粉化石を調べる（全 2回-1） 半田 久美子 8 9 

28.6.26 ブイブイの森のキノコと草花を観察しよう（第 1回） 大谷 雅人 20 15 

28.6.26 生態学基礎講座（全 2回-2） 三橋 弘宗 20 18 

28.6.26 

 

顕微鏡で花粉化石を調べる（全 2回-2） 半田 久美子 8 8 

28.7.2 キノコ観察会一庫公園 秋山 弘之 15 16 

28.7.2 夜の渚でスナガニの観察 和田 年史 30 18 

28.7.6 イヌワシの生態と保全 布野 隆之 30 16 

28.7.9 森と土の観察会（再度山編） 小舘 誓治 20 5 

28.7.9 ユース昆虫研究室（全 12回-4） 八木 剛 15 17 

28.7.10 ハチ北高原昆虫＆星空サマースクール（全 5回-1） run♪ run♪ plaza 15 6 

28.7.10 地球はアリが回しているーアリの基礎生態学：アリが織りな

す種間生物学・植物編 

橋本 佳明 15 19 

28.7.16 ハチ北高原昆虫＆星空サマースクール（全 5回-2） run♪ run♪ plaza 15 7 

28.7.18 石ころクラブ勉強会（全９回-3） 石ころ クラブ 25 15 

28.7.23 愛蜂家基礎講座・上級(全 4回-4) アピス同好会 20 9 

28.7.23 ハチ北高原昆虫＆星空サマースクール（全 5回-3） run♪ run♪ plaza 15 7 

28.7.23 成ヶ島散策ツアー 上田 萌子 15 20 

28.7.23 淡路の石ころからみつけよう！ちいさな化石 古谷 裕 15 5 

28.7.24 ダンゴムシを育てよう 鈴木 武 10 21 

28.7.24 石ころをしらべてみよう！ 古谷 裕 15 13 

28.7.24 火山灰を調べる（全 5回-1） 加藤 茂弘 8 9 

28.7.24 公園の街路樹(深田公園) 藤井 俊夫 20 6 

28.7.30 木の葉石割り～塩原の化石をさがそう～（全２回-①） 菊池 直樹 20 10 

28.7.30 夏の親子体験教室断層の動きを学ぼう 加藤 茂弘 50 51 

28.7.30 天体望遠鏡作り（土星の輪も見える天体望遠鏡） NPO法人 人と自然の会 15 34 

28.7.30 木の葉石割り～塩原の化石をさがそう～（全２回-②） 菊池 直樹 20 14 

28.7.31 

 

メタセコイア観察会 半田 久美子 15 10 

28.8.1 小さな子どもの指導者向け身近な植物観察の仕方 小舘 誓治 20 30 

28.8.1 石ころから見つけよう！小さな化石（全 2回-1） 古谷 裕 15 18 

28.8.1 火山灰の鉱物やガラスを観察してみよう 加藤 茂弘 15 19 

28.8.2 地理情報システム演習～パソコンで地図をつくる～ 三橋 弘宗 20 27 

28.8.2 ジャコウアゲハから学ぶ生物多様性① 佐藤 裕司 30 3 

28.8.2 ジャコウアゲハから学ぶ生物多様性② 佐藤 裕司 30 6 

28.8.2 身近な化石教材について 菊池 直樹 20 23 

28.8.3 身近な生き物の観察と指導法 NPO 法人 野生生物 30 3 
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を調査研究する会 

28.8.3 丹波の地層と化石 古谷 裕 9 4 

28.8.3 障がいのある子どもが感じていること 三谷 雅純 30 21 

28.8.3 虫を見分ける 山内 健生 15 7 

28.8.4 ひょうごの森と身近な樹木 黒田 有寿茂 20 22 

28.8.4 宇宙と水中の世界を知る NPO 法人 野生生物

を調査研究する会 

20 10 

28.8.4 川の水生昆虫調べと授業への活用 三橋 弘宗 20 10 

28.8.4 ハチ北高原昆虫＆星空サマースクール（全 5回-4） run♪ run♪ plaza 15 7 

28.8.5 写真とふれあう古い写真とカメラづくり 上田 萌子 30 30 

28.8.5 デンデンムシとダンゴムシ 鈴木 武 20 31 

28.8.5 丹波の恐竜化石と小動物化石 池田 忠広 30 15 

28.8.5 外来種の現状と対策 太田 英利 40 7 

28.8.6 夏の親子体験教室活断層地震を学ぼう！！ 加藤 茂弘 50 60 

28.8.7 市民参加型カニ調査 in相生 和田 年史 30 20 

28.8.7 丹波竜発見十周年記念セミナー3D モデリングによるタンバ

ティタニスの骨格復元 

三枝 春生 30 16 

28.8.9 蚊を調べる 山内 健生 15 10 

28.8.13 ハチ北高原昆虫＆星空サマースクール（全 5回-5） run♪ run♪ plaza 15 7 

28.8.14 ひとはく妖怪大公開！ 大平 和弘 50 10 

28.8.18 さかなを解剖してみよう 高橋 鉄美 16 15 

28.8.20 植物を絶滅から守るには：保全生態学入門編（全 2回-1） 大谷 雅人 15 6 

28.8.21 武田尾の植物観察会 藤井 俊夫 20 22 

28.8.21 植物を絶滅から守るには：保全生態学入門編（全 2回-2） 大谷 雅人 15 5 

28.8.22 ユース昆虫研究室（全 12回-5） 八木 剛 15 12 

28.8.25 山野草「花の形・タネの形・成長の形（高山植物編）」 希少植物 研究会 25 3 

28.8.27 竹の水鉄砲づくり NPO法人 人と自然の会 30 49 

28.8.28 

 

恐竜化石展示解説と石割化石調査会 池田 忠広 40 21 

28.9.3 小さい子どものための秋の鳴く虫観察会 鳴く虫研究会 「きん

ひばり」 

20 21 

28.9.4 火山灰を調べる（全 5回-2） 加藤 茂弘 8 9 

28.9.9 身近な虫の観察 山内 健生 10 42 

28.9.11 ため池の植物観察会(鴨池) 藤井 俊夫 20 17 

28.9.11 小型地曳網で魚の赤ちゃん調べ 和田 年史 30 18 

28.9.11 淡路島で異常巻きアンモナイトを採る!! 兵庫古生物研究会 20 45 

28.9.21 「タカの渡り」観察会 布野 隆之 15 10 

28.9.22 石ころクラブ勉強会（全９回-4） 石ころ クラブ 25 13 

28.9.24 火山灰を調べる（全 5回-3） 加藤 茂弘 8 18 

28.9.24 神鍋植物ハイキング秋の花を愛でる 高野 温子 15 10 

28.9.24 愛蜂家基礎講座・初級（全 4回-1） アピス同好会 20 10 

28.9.24 ユース昆虫研究室（全 12回-6） 八木 剛 15 16 

28.9.24 決定版秋の鳴く虫 鳴く虫研究会 「きん

ひばり」 

20 2 

28.9.28 ハチ北セミナー秋のキノコ・木の実観察（全 2回-1） 秋山 弘之 12 3 

28.9.29 

 

ハチ北セミナー秋のキノコ・木の実観察（全 2回-2） 秋山 弘之 12 2 

28.10.1 植物画を描こう（全 2回-1） 高橋 晃 20 4 

28.10.2 植物画を描こう（全 2回-2） 高橋 晃 20 6 

28.10.2 イネ科植物観察会 大谷 雅人 20 19 

28.10.5 里地・里山で身近な植物を観察しよう秋編 黒田 有寿茂 20 0 

28.10.7 公園利用者とすすめるパークマネジメント《入門編》 藤本 真里 10 41 

28.10.8 都市の歩き方・名所編高砂市曽根・竜山界隈を歩く 田原 直樹 10 18 

28.10.8 ルフェーブル氏＆館長と行く！日本庭園 Fuzei（風情）ツア

ー 

中瀬 勲 20 11 

28.10.9 地球はアリが回している－アリの基礎生態学：アリが織りな

す種間生物学：動物編 

橋本 佳明 30 17 

28.10.12 宝塚市西谷のシダを見る 鈴木 武 20 15 

28.10.13 秋のキノコ観察１有馬富士公園 秋山 弘之 15 8 
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28.10.15 武田尾渓谷の植物を観察しよう（第 2回） 大谷 雅人 20 14 

28.10.16 火山灰を調べる（全 5回-4） 加藤 茂弘 8 8 

28.10.16 加西市のため池観察会(逆池) 藤井 俊夫 20 15 

28.10.22 愛蜂家基礎講座・初級（全 4回-2） アピス同好会 20 12 

28.10.22 プラスティック封入標本をつくろう 三橋 弘宗 20 21 

28.10.22 都市の歩き方・名所編淡路島洲本界隈を歩く 田原 直樹 10 9 

28.10.23 ブイブイの森のキノコと草花を観察しよう（第 2回） 大谷 雅人 20 19 

28.10.23 ユース昆虫研究室（全 12回-7） 八木 剛 15 12 

28.10.23 ジオラマをつくろう森や林編 大平 和弘 15 9 

28.10.23 石ころクラブ勉強会（全９回-5） 石ころ クラブ 25 12 

28.10.25 ダニの観察 山内 健生 15 8 

28.10.27 山野草「花の形・タネの形・成長の形（秋編）」～実生増殖

の実際～ 

希少植物 研究会 25 7 

28.10.28 植物生態学入門 藤井 俊夫 10 44 

28.10.29 秋のキノコ観察 2有馬富士公園 秋山 弘之 15 12 

28.10.29 

 

里山の植物観察（初級編）あいな里山公園 石田 弘明 20 12 

28.11.3 中瀬勲館長庭園スペシャル講座「日本庭園の美学」 中瀬 勲 20 18 

28.11.5 水を訪ねる 佐藤 裕司 20 9 

28.11.5 都市の歩き方・街道編西国街道を歩く（京都府長岡京市調子

八角から大阪府島本町桜井） 

田原 直樹 10 16 

28.11.5 動物の体のつくりとしくみ 1.両生類 太田 英利 25 6 

28.11.6 化石二枚貝について 菊池 直樹 20 8 

28.11.12 古写真と絵図から読み解く植生景観と人のくらし 上田 萌子 30 8 

28.11.13 加西市畑町のシダを見る 鈴木 武 20 10 

28.11.13 ユース昆虫研究室（全 12回-8） 八木 剛 15 11 

28.11.13 料理教室&うんちくＤＥ地域再発見「山田錦でつくった酒」 藤本 真里 20 11 

28.11.15 土壌動物の観察 山内 健生 15 2 

28.11.18 霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？(有高連携セ

ミ) 

三谷 雅純 10 40 

28.11.19 六甲山「森の植物」観察会（秋） 小舘 誓治 20 0 

28.11.19 都市の歩き方・名所編真田幸村を訪ねて大阪上町台地を歩く 田原 直樹 10 8 

28.11.19 動物の体のつくりとしくみ 2.爬虫類 太田 英利 25 5 

28.11.20 ノジギク観察会 藤井 俊夫 20 7 

28.11.20 淡路・三熊山に登って植物を見よう 高橋 晃 20 10 

28.11.20 日本庭園の伝統と海外での多様な展開 中瀬 勲 20 31 

28.11.23 京町家坪庭に生きるコケたち・あかりとコケ 秋山 弘之 20 36 

28.11.23 石ころクラブ勉強会（全９回-6） 石ころ クラブ 25 7 

28.11.26 芦屋市奥山地域で多様性を知る 小舘 誓治 20 8 

28.11.26 愛蜂家基礎講座・初級（全 4回-3） アピス同好会 20 9 

28.11.26 中瀬勲館長庭園スペシャル講座「日本庭園の伝統的技法」 中瀬 勲 20 17 

28.11.26 戦国武者を飾った陣羽織の羽根の謎：ミクロの科学で知る生

物の知恵 

高野 温子 20 35 

28.11.27 

 

火山灰を調べる（全 5回-5） 加藤 茂弘 8 7 

28.12.4 リアル！日本庭園のジオラマをつくろう！ 大平 和弘 20 9 

28.12.4 むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと２０１６ 三谷 雅純 30 0 

28.12.11 ユース昆虫研究室（全 12回-9） 八木 剛 15 10 

28.12.11 カヤツリグサ科勉強会 藤井 俊夫 20 18 

28.12.11 中瀬勲館長庭園スペシャル講座「世界の庭園と庭づくり」 中瀬 勲 20 19 

28.12.18 海岸の植物・植生と環境 黒田 有寿茂 50 9 

28.12.23 石ころクラブ勉強会（全９回-7） 石ころ クラブ 25 10 

28.12.24 

 

愛蜂家基礎講座・初級（全 4回-4） アピス同好会 20 13 

29.1.9 石ころクラブ勉強会（全９回-8） 石ころ クラブ 25 10 

29.1.13 霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？(有高連携セ

ミ)その２ 

三谷 雅純  40 

29.1.15 

 

ユース昆虫研究室（全 12回-10） 八木 剛 15 10 
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29.2.5 石ころクラブ勉強会（全９回-9） 石ころ クラブ 25 10 

29.2.12 ユース昆虫研究室（全 12回-11） 八木 剛 15 14 

29.2.12 コンニャク玉づくり NPO法人 人と自然の会 20 8 

29.2.12 ひょうご植生学講座（全 3回-1） 石田 弘明 50 16 

29.2.25 

 

ひょうご植生学講座（全 3回-2） 石田 弘明 50 11 

29.3.11 ひょうご植生学講座（全 3回-3） 石田 弘明 50 14 

29.3.20 ユース昆虫研究室（全 12回-12） 八木 剛 15 14 

29.3.26 丹波で地層を見る 古谷 裕 9 20 
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企画展等一覧（平成28年度）

　下記の特別企画、ミニ企画展、資料・トピックス展示を２階多様性フロア・３階オープンギャ
ラリー・4階ひとはくサロンなどで開催しました。

【特別企画】 ＊主担当者

期間 タイトル 担当者
2016.2.11～4.3 第11回共生のひろば展 第11回共生のひろばに参

加した市民グループ・兵庫
県立人と自然の博物館

2016.4.10～5.8 ファーブルの故郷からのメッセージ－ひとはくとフランス　ア
ヴェロン県・ミクロポリスの国際交流活動報告展

橋本佳明（ひとはく）

2016.7.16～11.13 収蔵資料展｢温古写真大作戦!! むかしの写真で未来をつむ
ごう」

大平和弘（ひとはく）

2016.7.21～8.31 丹波の恐竜化石発見10周年記念「丹波竜展」 池田忠広（ひとはく）

【ミニ企画展（臨時に企画される小規模な展示）】
期間 タイトル 展示場所 担当者
2016.2.11～4.3 ひとはく研究展2016「ひとはく研究の今」 3階オープンギャラリー 橋本佳延・大平和弘（ひと

はく）

2016.2.11～5.7. 六甲山のキノコ展2016 ～毒キノコに注目～ 2階ひとはく多様性フロア 兵庫県立御影高等学校・
兵庫県立人と自然の博物
館

2016.3.6～4.10 篠山層群より産出したカエル類化石 3階丹波の恐竜化石展示
コーナー

池田忠広（ひとはく）

2016.4.9～5.1 Gallery　Hyohon-bako　～雑貨屋さん風、ミュージアム～ 3階展示室（丹波の恐竜化
石コーナー前）

2015年度セミナー「虫や花
のたのしい展示づくり」受
講生・高橋 晃・八木 剛（ひ
とはく）

2016.4.23～5.15 ステンドグラス～私はちょう～ 4階ひとはくサロン 小林聖心女子学院小学
校・兵庫県立人と自然の博
物館

2016.4.23～5.29 おざきしょうた: TONTONアニマル展～アートから見る動物達
の世界～

3階オープンギャラリー おざきしょうた・兵庫県立人
と自然の博物館

2016.5.14～6.12 舘野鴻　絵本「つちはんみょう」原画展 4階ひとはくサロン 舘野鴻・兵庫県立人と自然
の博物館

2016.6.4～7.3 写真展 ニュータウンの森のなかまたち 3階オープンギャラリー 上村哲三（ごもくやさん）・
兵庫県立人と自然の博物
館

2016.6.25～9.4 ひょうごの昆虫展 4階ひとはくサロン 山内健生（ひとはく）

2016.8.6～8.31 大地を変えた巨大噴火 4階ひとはくサロン 菊池直樹（ひとはく）

2016.9.17～11.13 ひょうごのツキノワグマ:保護管理のあゆみとこれから 4階ひとはくサロン 兵庫県森林動物研究セン
ター・兵庫県立人と自然の
博物館

2016.9.24～9.29 三田市中学校 理科自由研究作品展 4階ひとはくサロン 三田市内の中学生

3016.10.8～2017.1.9
写真展「風情 Fuzei」～フランス人文化人類学者がとらえた
日本庭園～

2階ひとはく多様性フロア 大平和弘（ひとはく）・ク
ロード・ルフェーブル

2016.11.15～12.14 北はりま植物画同好会　合同展 3階オープンギャラリー 黒澤正治（北はりま植物画
同好会）・高野温子（ひとは
く）

2016.12.9～2017.1.9 驚異の螺旋生物　魅力あるカタツムリの世界 4階ひとはくサロン 河野甲・自然史レガシー継
承・発信実行委員会

2017.2.11～4.2 ひとはく研究員展2017「ひとはくの今」 3階オープンギャラリー 高橋鉄美・三枝春生（ひと
はく）

2017.2.11～5.26 六甲山のキノコ展2017 ～野生のキノコの不思議な魅力～ 2階ひとはく多様性フロア 兵庫県立御影高等学校・
兵庫県立人と自然の博物
館

2017.2.12～4.1 淡路島の和泉層群北阿万層の化石調査 4階ひとはくサロン 兵庫古生物研究会・兵庫
県立人と自然の博物館

【資料・トピックス展示】
期間 タイトル 展示場所 担当者

2016.2.6～4.24 兵庫県のタンポポ2015 3階トピックスコーナー 鈴木武（ひとはく）

2016.4.28～7.18 木の葉にお灸をすえる：樹木600種を対象とした死環の調査
からみえてきたこと

3階トピックスコーナー 大谷雅人（ひとはく）
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2016.7.23～10.23 岡山県津山市より産出したオキナワアナジャコ属新種化石 3階トピックスコーナー 菊池直樹（ひとはく）

2016.11.5～2017.1.9 寄生植物ヤッコソウのくらし 3階トピックスコーナー 三原菜美（ひとはく）

2017.2.21～4.23 兵庫県で見つかる『トリュフ』の仲間 3階トピックスコーナー 秋山弘之（ひとはく）
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生徒・学生等の受け入れ状況 
 

【トライやる・ウィーク】 

期  間 
学 校 名 人

数 
担当研究部課室名 

5月 24日～ 西宮市立塩瀬中学校 ２ 系統分類 

生涯学習課 

生涯学習課 

5月 27日 宝塚市立西谷中学校 ２ 

(春前期)   

5月 31日～ 

6月 3日 

(春中期) 

三田市立長坂中学校 

三田市立八景中学校 

三田市立富士中学校 

三田市立ゆりのき台中学校 

１ 

２ 

３ 

２ 

コミュニケーションデザイン 

生態研究 

生物資源 

生涯学習課 

6月 7日～  三田市立上野台中学校 １ 地球科学 

コミュニケーションデザイン 

生涯学習課 

6月 10日 丹波市立挾間中学校 ２ 

(春後期) 三田市立けやき台中学校 ２ 

 神戸市立有馬中学校 ２ 

11月 8日〜 神戸市立北神戸中学校 １ コミュニケーションデザイン 

系統分類 

生態研究 

生涯学習課 

11月 11日 神戸市立有野北中学校 ２ 

(秋期) 神戸市立有野中学校 

神戸大学附属中学校 

２ 

２ 

 

 

 

【県庁インターンシップ】 

期  間 学 校 名 人数 担当研究部課室名 
8月 22日～26日 県立伊丹北高等学校 

県立有馬高等学校 
１ 
１ 

地球科学、系統分類、 
生涯学習課、総務課 

 

 

 

【博物館実習】 

７月 31日(日)～８月 21日(日)の内 10日間 

 

 

  滋賀県立大学 
  神戸学院大学 
  高知大学 
  神戸芸術工科大学 
  甲南女子大学 
  神戸大学 
  広島大学大学院 
  甲南大学 
   

１名 
１名 
１名 
１名 
２名 
１名 
１名 
１名 

 

  筑波大学 
  仏教大学 
  岡山大学 
  岡山理科大学 
  南九州大学 
  琉球大学 
  龍谷大学 
  愛媛大学 
 
（以上 16 大学 17 名） 

１名 
１名 
１名 
１名 
１名 
１名 
１名 
１名 
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学校教育支援プログラム 

【教職員・指導者セミナー】 

 

※ 全１８講座を実施し、２８６名が参加した。 

 

 

月/日(曜) 講座名 講師 参加者数 

8/1(月) 

小さな子どもの指導者向け 身近な植物観察の仕方 小舘 誓治 ３０ 

石ころから見つけよう！小さな化石 古谷  裕 １８ 

火山灰の鉱物やガラスを観察してみよう 加藤 茂弘 １９ 

8/2(火) 

地球情報システム演習～パソコンで地図をつくる～ 三橋 弘宗  ２７ 

ジャコウアゲハから学ぶ生物多様性① 
河村 幸子 

佐藤 裕司 
３ 

ジャコウアゲハから学ぶ生物多様性② 
河村 幸子 

佐藤 裕司 
６ 

身近な化石教材について 菊池 直樹   ２３ 

8/3(水) 

身近な生き物の観察と指導法 
野生生物を 

調査研究する会 
３ 

丹波の地層と化石 古谷 裕 ４ 

障害のある子どもが感じていること 三谷 雅純 ２１ 

虫を見分ける 山内 健生 ７ 

8/4(木) 

ひょうごの森と身近な樹木 黒田 有寿茂 ２２ 

宇宙と水中の世界を知る 
野生生物を 

調査研究する会 
１０ 

川の水生昆虫調べと授業への活用 三橋 弘宗 １０ 

8/5(金) 

写真とふれあう 古い写真とカメラづくり 
上田 萌子 

大平 和弘 
３０ 

デンデンムシとダンゴムシ」 鈴木 武 ３１ 

丹波の恐竜化石と小動物化石 池田 忠広 １５ 

外来種の現状と対策 太田 英利 ７ 
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来館一般団体一覧 

県内からの来館：279 団体 

県外からの来館： 78 団体      合計 357 団体 

団体名 所在市町 

■■  県内  ■■  ２７９件  

ウキウキはなさく 宝塚市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 

モモ組会 三田市 

児童ディサービスだいち 西宮市 

船木町老人クラブ 小野市 

キッズステーションココライト 神戸市 

放課後等デイサービスフラップ 神戸市 

エースあそびの学校 三田市 

田淵様ご一行 宝塚市 

東播建設労働組合 三木支部 三木市 

溝口子ども会 姫路市 

尼崎嘱託労組ＯＢ会たんぽぽ 三田市 

枚田子ども会 朝来市 

花づくりネットワーク西淡 南あわじ市 

上山口秋桜会 神戸市 

ランバス記念幼稚園 神戸市 

ガッツクラブ 神戸市 

兵庫栄養調理製菓専門学校 西宮市 

ボランティア「ステップ」 小野市 

里山クラブ 神戸市 

今市子ども育成会 高砂市 

児童デイサービス 未来花 川西市 

梅井子ども会 高砂市 

平津少年隊 加古川市 

木村ジュニア隊（子ども会） 加古川市 

本田塾 宝塚市 

いなみの学園園芸学科 加古川市 

阿形町ふれあい いきいきサロン 小野市 

福崎町老人大学 神崎郡福崎町 

古坂子ども会 加西市 

ボーイスカウト加東第５団 加東市 

兵庫土建灘支部 四分会 神戸市 

豊岡市小島区親睦会 豊岡市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

なかよし工房 芦屋市 

蓮常寺老人クラブ 揖保郡太子町 

とちのみ学園 美方郡新温泉町 

窪田町老人クラブ 加西市 

今田幼稚園保護者会 篠山市 

太子苑高年会 揖保郡太子町 

滝野南小学校 5 年生親子活動 加東市 

宮川町自治会子ども会 たつの市 

スポーツクラブ２１北条 加西市 

姫路市立生涯学習大学校 姫路市 

兵庫県私立小学校連合会社会部会 西宮市 

NPO 法人 美園ホーム 川西市 

重池町 1・2 丁目自治会 神戸市 

潮エ南社会福祉協議会 尼崎市 

落合婦人学級 神戸市 

宝塚社会福祉協議会地域活動センター 宝塚市 

ボーイスカウト神戸第５７団 神戸市 

日曜喫茶室 小野市 

加古川北公民館 山手寿大学 加古川市 

本山東婦人会 神戸市 

御殿山子ども会 宝塚市 

ボーイスカウト神戸第１５団 神戸市 

ボーイスカウト川西第四団 川西市 

池上区 豊岡市 

三木市高齢者大学 三木市 

いなみの学園 加古川市 
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加古川市立山手寿大学 ペタンク同好会 加古川市 

西安みどり会 丹波市 

神戸市シルバーカレッジ 神戸市 

西宮市社会福祉協議会青葉園 西宮市 

やまつじグループ たつの市 

NHK 文化センター 西宮ガーデンズスクール 西宮市 

中四町子ども会 姫路市 

ウィッシュ児童デイサービス 宝塚市 

ボーイスカウト神戸第５５団ビーバー隊 神戸市 

手話サークル マジック 川西市 

神戸 六歩会 川西市 

社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 宝塚市 

相生市立那波中学校ＰＴＡ 相生市 

豊富中学校あすなろ教室 姫路市 

きしゃぽっぽ川西 川西市 

ボーイスカウト西宮第２７団 西宮市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

網引町子ども会 加西市 

宝塚市立老人福祉センター・フレミラ 宝塚市 

宝塚市老人福祉センター「フレミラ」 宝塚市 

社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 宝塚市 

神戸市重度心身障害児（者）父母の会西支部 神戸市 

灘区老人クラブ連合会 神戸市 

（有）ヒールライフ ケアサポートゆめハウス 神戸市 

栄町子ども会 たつの市 

広畑地区各種団体連絡協議会 姫路市 

北在家子ども会 加古川市 

社会福祉法人 陽気会 神戸市 

シニア自然大学 「はばたき」 三田市 

人丸児童クラブ 明石市 

釜屋みそら子ども会 篠山市 

浜の宮少年団口東隊 加古川市 

マリアーノみかげ 神戸市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 

夙川プリスクール 西宮市 

鳥羽児童クラブ 明石市 

アメニティホーム夢野 神戸市 

わんぱく広場 姫路市 

小野市ボーイスカウト 小野市 

谷八木児童クラブ 明石市 

富士児童クラブ・松が丘児童クラブ 三田市 

緑が丘町公民館サマースクール 三木市 

阪神オーナーズクラブ 西宮市 

中井奥垣内子ども会 たつの市 

浜の宮少年団 加古川市 

放課後等デイサービスひだまりの木 神戸市 

いなみの学園 加古川市 

西宮中央教会日曜学校 西宮市 

明石市教頭会 明石市 

オーズタウン子ども会 明石市 

狭間、あかしあ台、あかしあ台第 2 児童クラブ 三田市 

ケント オーバン保護者会 丹波市 

西脇市教育委員会 西脇市 

緑が丘ファイターズ 伊丹市 

芦屋市子ども会連絡協議会 芦屋市 

新町子ども会 神崎郡 

宝塚市教育委員会 宝塚市 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 

神河町教育委員会 神崎郡神河町 

神戸市シルバーカレッジ 神戸市 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 

すばる福祉会 西宮市 

Kids Ｄｕｏ 西神南校 神戸市 

神河町教育委員会 神崎郡神河町 

神河町教育委員会 神崎郡神河町 

放課後等デイサービスあおぞら 神戸市 

赤穂市社会福祉協議会 赤穂市 

コープこうべ生活文化センター 神戸市 

加西市環境課 加西市 

放課後等デイサービスさくらんぼ 伊丹市 

多可町 みなみ児童館 多可郡多可町 

就労支援事業所フレニード 神戸市 

神戸祗園少年団野球部 神戸市 

西宮市立甲陵中学校 西宮市 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 

つつじが丘児童クラブ 三田市 

宮町東自治会 姫路市 

デイサービス笑楽 西宮市 

デイサービス笑楽 西宮市 

デイサービス笑楽 西宮市 

ルースデイサービス 三田市 

三田市子育てサークルさくらんぼの会 三田市 

東谷地区福祉委員会 川西市 

デイサービス笑楽 西宮市 
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こひつじ保育園 神戸市 

デイサービス笑楽 西宮市 

神呪中央自治会 西宮市 

赤穂こどもエコクラブ 赤穂市 

富松保育所 ぞう組キャンプ 尼崎市 

放課後等ディサービス シリウス神戸 神戸市 

放課後等ディサービス 夢ポケット 川西市 

野口少年団良野隊 加古川市 

プロップにしのみや 西宮市 

あいらんどクラブ 神戸市 

3 丁目アイランド 神戸市 

どんぐりの里 姫路市 

レインボーの会 相生市 

放課後ディサービス ふぁんふぁん 三田市 

放課後等児童ディサービス ココライト 神戸市 

ケアステーション ここあ 神戸市 

一花会 西宮市 

阪神シニアカレッジ(伊丹市) 伊丹市 

篠山市高齢者大学たき学園 篠山市 

あおぞらデイサービス 三田市 

有馬高原病院 神戸市 

ひょうごラジオカレッジ小野・加東 友の会 加東市 

えびす認定こども園 三木市 

香美町立村岡小学校 美方郡香美町 

塩谷ふれあいまちづくり協議会 神戸市 

公益社団法人龍野納税協会 たつの市 

エアボーンスポーツクラブ 神戸市 

高丸婦人会 神戸市 

住吉町遺族会 神戸市 

宝塚市立老人福祉センター・フレミラ 宝塚市 

宝塚市老人福祉センター「フレミラ」 宝塚市 

ＮＰＯ法人 コスモス 宝塚市 

篠山・ワラワラ市短期交換留学生訪問団 篠山市 

西脇市教育委員会 西脇市 

美浜会 宝塚市 

づかじゅく 4 期会 宝塚市 

広青会 三田市 

イオン明石チアーズクラブ 明石市 

ベル青谷 神戸市 

神戸学院大学 生物研究会 神戸市 

姫路医療生協支部 姫路市 

書写中学校校区あすなろ教室研修会 姫路市 

神戸大学病院ボランティアグループ 神戸市 

梅の里老人会 尼崎市 

北芳苑町内会 加古川市 

鶯台クラブ 川西市 

さわやかクラブ 加古川市 

さつき園保護者会 宍粟市 

神戸大学病院ボランティアグループ 神戸市 

桃山台クラブ 神戸市 

鈴蘭台 第一団地 自治会 神戸市 

あずまの学園 加古川市 

広陵子ども会 神戸市 

領町子ども会 丹波市 

芦屋市商工会 芦屋市 

神戸親和女子大学附属親和幼稚園保護者 神戸市 

西谷小学校同窓会 宝塚市 

特別養護老人ホーム ゆむら 美方郡新温泉町 

阪神シニアカレッジ 宝塚市 

西宮市段上地区環境衛生協議会 西宮市 

健友会 加古川市 

魚住コミセン高齢者大学 明石市 

平岡北少年団 加古川市 

みつ歩きたい たつの市 

天満西老人クラブ 姫路市 

早瀬子ども会 姫路市 

本郷町自治会 相生市 

今田町２隣保親睦会 篠山市 

井吹北シニアクラブ 神戸市 

兵庫区民生委員児童委員協議会 神戸市 

南山老人クラブ千寿会 たつの市 

デフサポート かもめ 神戸市 

茶屋地区協議会 神戸市 

上郡町ボランティア協会 役員研修 赤穂郡上郡町 

南あわじ市シルバー人材センター 南あわじ市 

ラッコの会 三田市 

フレンドシップ（放課後等デイサービスとんとん） 伊丹市 

奥子ども会（福崎 神崎郡福崎町 

川除区ウォーキング大会 三田市 

立花うるま保育園（卒園生） 尼崎市 

KIG 語学院 南校 神戸市 

三谷老人会 宍粟市 

三日月連合高年クラブ 佐用郡佐用町 

栄町栄寿会 三木市 
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にじ 宝塚市 

加古川市横大路地区まちづくり協議会 加古川市 

新神野６丁目子ども会 神戸市 

日興商会労働組合 尼崎市 

みらいばな 川西市 

東亜バルブエンジニアリング労働組合 尼崎市 

播磨大塩病院 姫路市 

輝かすみが丘デイサービス 神戸市 

逆瀬川ハイツひまわりの会 宝塚市 

三木市高齢者大学 三木市 

三木市適応教室「みっきぃルーム」 三木市 

三河地域づくり協議会 佐用郡佐用町 

栄町育成会 豊岡市 

ふれあいクラブ 丹波市 

芦屋市自治会連合会 芦屋市 

高峰クラブ 神崎郡福崎町 

有瀬ふれあいまちづくり協議会 神戸市 

学童保育所 住吉ピノキオクラブ 神戸市 

WILL 学園 三田市 

灘区肢体障害者福祉協会 神戸市 

神戸あゆみの里 神戸市 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 

神戸あゆみの里 神戸市 

オルゴールＫＩＤＳ’ 宝塚市 

きしゃぽっぽ川西 川西市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 

宝塚市エコバスツアー 宝塚市 

あんさんぶる 伊丹市 

KK9NW 神戸市 

山野草を愉しむ会 三田市 

あいらんどクラブ 神戸市 

こうみん未来塾 三田市 

尼崎市立地域総合センター今北 尼崎市 

放課後等デイサービス ポラリス神戸 神戸市 

こうみん未来塾 三田市 

若葉子ども会 川辺郡猪名川町 

末広町子ども会 姫路市 

西紀いずみ会 篠山市 

西宮市立段上西育成センター 西宮市 

宮川町自治会 芦屋市 

社会福祉法人 希望の家 サンホーム 宝塚市 

みるくっくキッズクラブ 宝塚市 

ゆりのき台児童クラブ・第 2 児童クラブ 三田市 

八鹿歩こう会 養父市 

ボーイスカウト神戸第６０団 神戸市 

三田児童クラブ 三田市 

野上児童館 宝塚市 

篠山チルドレンミュージアム、多紀児童クラブ 篠山市 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 

兵庫県立大学アカデミックツーリズムプログラム 神戸市 

■■  県外  ■■  ７８件  

高槻市市民環境大学 大阪府 

マックスポーツ緑地公園 大阪府 

夕陽が丘子ども会 京都府 

マックスポーツ緑地公園 大阪府 

吉備中央町議会 岡山県 

府市場子ども会育成会 大阪府 

上田第二町会 大阪府 

NPO 法人大阪シニア自然カレッジ 大阪府 

浦島会 京都府 

ヒッポファミリークラブ すみれ 大阪府 

八尾ストークハイツ自治会 大阪府 

榁木自治会 奈良県 

下六人部保育園 京都府 

京都府視覚障害者協会 綾部支部 京都府 

田尻町婦人会 大阪府 

高槻市市民環境大学 大阪府 

木村クリニック 大阪府 

高槻市真上地区福祉委員会 大阪府 

さつきくすの木後援会 大阪府 

時の和 大阪府 

きしわだ自然友の会 大阪府 

亀岡市地球環境子ども村 京都府 

浜の堂自治会 大阪府 

豊中のぞみ会 大阪府 

JICA 研修 県外 

JICA 研修 県外 

ＮＰＯ法人シニア自然大学緑組 大阪府 

NPO 法人シニア自然大学校 大阪府 

彩り会 大阪府 

熊取療育園相談室 大阪府 

自然を愉しむ 大阪府 

立命館大学カセム研究室 京都府 
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松江小学校 教職員 和歌山県 

田尻町人権協会 大阪府 

センターベアーズ 大阪府 

（株）たけでん 大阪府 

舞鶴市福来コミュニティセンター 京都府 

河南町ファイアジュニア 大阪府 

上六人部放課後児童クラブ 京都府 

つやま自然のふしぎ館 岡山県 

社会福祉法人ひびき福祉会 ワークセンターひびき  大阪府 

遊歩楽会 大阪府 

近江尚商会 阪神支部 大阪府 

ボーイスカウト豊中２０団 大阪府 

鉱物クラブ(大阪府茨木市) 大阪府 

堺市老人クラブ連合会女性部研修会 大阪府 

走谷ハイキング同好会 大阪府 

吹田市人権啓発推進協議会 大阪府 

京都市山科身体障害者福祉会館 京都府 

三重県造園建設業協会 三重県 

シニア自然大学校「緑組」 大阪府 

大東環境みどり会 大阪府 

大阪シニア自然大学風組 大阪府 

布市友喜会 大阪府 

チャレンジバス 大阪府 

シニア自然大学校「星組」 大阪府 

ほっとかんネット 大阪府 

大庭工務店 大阪府 

南部公民館「ふれあい学級」 奈良県 

豊中市教育委員会 青年の家いぶき 大阪府 

桜三会 奈良県 

社明中木田中運営委員研修会 大阪府 

吹田市人権啓発推進協議会 大阪府 

津の辺 大阪府 

ヘルパーステーション優 大阪府 

みのり会 京都府 

島本町教育委員会  大阪府 

摂津第５中学校 PTA 大阪府 

平群ホタルッチの会 奈良県 

大阪 YMCA 大阪府 

ヒット 大阪府 

コハクチョウ会 鳥取県 

大阪府民循環型社会推進機構 大阪府 

みよし風土記の丘友の会 広島県 

豊中親和会 第 2 みらい 大阪府 

南野用水 大阪府 

天辻鋼球労働組合 大阪府 

淀川区手をつなぐ親の会 大阪府 
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来館学校団体一覧

■■  県内  ■■ 

＜保育園・幼稚園＞ ２６ 

キッズポート保育園 三田市 

なかよしキッズ 神戸市 

光の子保育園 三田市 

若草保育園 三田市 

丹波市立柏原保育所 丹波市 

野上あゆみ保育園 宝塚市 

すみれ幼稚園 宝塚市 

ふじ幼稚園 三田市 

やよい幼稚園 三田市 

吉川保育所 三木市 

三田さち幼稚園 三田市 

新清和台幼稚園 川西市 

神戸エンゼル認定子ども園 神戸市 

神戸海星女子学院マリア幼稚園 西宮市 

神戸市立灘すずかけ幼稚園 神戸市 

正英幼稚園 神戸市 

西舞子幼稚園 神戸市 

鶴甲幼稚園 神戸市 

日立オートモティブシステムズ阪神 みどり保育園  三田市 

平野幼稚園 川西市 

宝塚市立仁川幼稚園 宝塚市 

宝塚南口幼稚園 宝塚市 

北摂第一幼稚園 三田市 

北摂中央幼稚園 三田市 

北六甲幼稚園 神戸市 

立花愛の園幼稚園 尼崎市 

  

＜小学校＞  １０５  

マリスト国際学校 神戸市 

芦屋市立岩園小学校 芦屋市 

芦屋市立宮川小学校 芦屋市 

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市 

芦屋市立浜風小学校 芦屋市 

伊丹市立伊丹小学校 伊丹市 

伊丹市立稲野小学校 伊丹市 

伊丹市立花里小学校 伊丹市 

伊丹市立鴻池小学校 伊丹市 

伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市 

伊丹市立桜台小学校 伊丹市 

伊丹市立笹原小学校 伊丹市 

伊丹市立神津小学校 伊丹市 

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市 

伊丹市立池尻小学校 伊丹市 

伊丹市立天神川小学校 伊丹市 

伊丹市立南小学校 伊丹市 

伊丹市立有岡小学校 伊丹市 

伊丹市立鈴原小学校 伊丹市 

稲美町立加古小学校 加古郡稲美町 

稲美町立天満小学校 加古郡稲美町 

稲美町立母里小学校 加古郡稲美町 

加西市立九会小学校 加西市 

加東市立三草小学校 加東市 

加東市立滝野東小学校 加東市 

加東市立米田小学校 加東市 

高砂市立阿弥陀小学校 高砂市 

高砂市立伊保小学校 高砂市 

高砂市立荒井小学校 高砂市 

高砂市立米田小学校 高砂市 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市 

三田市立挟間小学校 三田市 

三田市立広野小学校 三田市 

三田市立弥生小学校 三田市 

三田市立藍小学校・つつじが丘小学校特別支援学級  三田市 

三木市立三樹小学校 三木市 

三木市立志染小学校 三木市 

三木市立平田小学校 三木市 
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三木市立豊池小学校 三木市 

宍粟市立千種小学校 宍粟市 

篠山市立岡野小学校 篠山市 

篠山市立今田小学校 篠山市 

篠山市立城東小学校 篠山市 

篠山市立多紀小学校 篠山市 

篠山市立味間小学校 篠山市 

小野市立河合小学校 小野市 

小野市立市場小学校 小野市 

小野市立小野東小学校 小野市 

神戸市立.淡河小学校 神戸市 

神戸市立伊吹東小学校 神戸市 

神戸市立丸山ひばり小学校 神戸市 

神戸市立魚崎小学校 神戸市 

神戸市立駒ヶ林小学校 神戸市 

神戸市立桜が丘小学校 神戸市 

神戸市立春日台小学校 神戸市 

神戸市立小寺小学校 神戸市 

神戸市立神出小学校 神戸市 

神戸市立垂水小学校 神戸市 

神戸市立星和台小学校 神戸市 

神戸市立多聞台小学校 神戸市 

神戸市立大池小学校 神戸市 

神戸市立唐櫃小学校 神戸市 

神戸市立東落合小学校 神戸市 

神戸市立櫨谷小学校 神戸市 

神戸市立八多小学校 神戸市 

神戸市立舞多聞小学校 神戸市 

神戸市立本多聞小学校 神戸市 

神戸市立夢野の丘小学校 神戸市 

神戸市立有野小学校 神戸市 

神戸大学附属小学校 神戸市 

西宮市立生瀬小学校 西宮市 

西宮市立西宮浜小学校 西宮市 

西宮市立段上西小学校 西宮市 

西宮市立津門小学校 西宮市 

西宮市立名塩小学校 西宮市 

西脇市立芳田小学校 西脇市 

川西市立清和台南小学校 川西市 

川西市立川西小学校 川西市 

川西市立川西北小学校 川西市 

川西市立多田東小学校 川西市 

川西市立東谷小学校 川西市 

川西市立明峰小学校 川西市 

川西市立陽明小学校 川西市 

川西市立緑台小学校 川西市 

猪名川町立松尾台小学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立白金小学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立楊津小学校 川辺郡猪名川町 

尼崎市立わかば西小学校 尼崎市 

尼崎市立成徳小学校 尼崎市 

尼崎市立武庫南小学校 尼崎市 

尼崎市立立花西小学校 尼崎市 

播磨町立播磨南小学校 加古郡播磨町 

播磨町立蓮池小学校 加古郡播磨町 

姫路市立船津小学校 姫路市 

姫路市立曽左小学校 姫路市 

姫路市立八木小学校 姫路市 

姫路市立峰相小学校 姫路市 

姫路市立網干小学校 姫路市 

兵庫教育大学附属小学校 加東市 

宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 

宝塚市立西山小学校 宝塚市 

宝塚市立長尾南小学校 宝塚市 

明石市立江井島小学校 明石市 

明石市立山手小学校 明石市 

明石市立朝霧小学校 明石市 

  

＜中学校＞  ３３  

芦屋国際中等教育学校 芦屋市 

加古川市立浜の宮中学校 加古川市 

加古川市立別府中学校 加古川市 

香美町立香住第一中学校 美方郡香美町 

香美町立小代中学校 美方郡香美町 

香美町立村岡中学校 美方郡香美町 

三田市特別支援教育研究協議会中学部会 三田市 
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市川町立鶴居中学校 神崎郡市川町 

神戸市立桜ケ丘中学校 神戸市 

神戸市立上野中学校 神戸市 

神戸市立垂水東中学校 神戸市 

神戸市立星和台中学校 神戸市 

神戸市立大原中学校 神戸市 

神戸市立大沢中学校 神戸市 

神戸市立長峰中学校 神戸市 

神戸市立桃山台中学校 神戸市 

神戸市立白川台中学校 神戸市 

神戸大学附属中等教育学校 神戸市 

神戸朝鮮初中級学校 神戸市 

親和中学校 神戸市 

西宮市立塩瀬中学校 特別支援学級 西宮市 

西宮市立山口中学校 西宮市 

滝川第二中学校 神戸市 

丹波市立和田中学校 丹波市 

猪名川町立中谷中学校 川辺郡猪名川町 

猪名川町立猪名川中学校 川辺郡猪名川町 

朝来市立朝来中学校 朝来市 

朝来市立和田山中学校 朝来市 

武庫川女子大学附属中学校 西宮市 

兵庫県立大学附属中学校プロジェクト学習 赤穂郡上郡町 

豊岡市立竹野中学校 豊岡市 

豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 

明石市立衣川中学校 明石市 

  

＜高等学校＞   １２  

クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 

県立加古川東高等学校 加古川市 

県立篠山東雲高等学校 篠山市 

県立神出学園 神戸市 

県立西宮今津高等学校 西宮市 

県立宝塚北高等学校 宝塚市 

神戸市立六甲アイランド高等学校 自然科学部 神戸市 

兵庫県立相生高等学校 相生市 

兵庫県立長田高等学校 神戸市 

兵庫県立尼崎北高等学校 尼崎市 

兵庫県立農業高等学校 農業科 加古川市 

兵庫県立舞子高等学校 神戸市 

  

＜大学＞   ５  

関西学院大学 三田市 

県立淡路景観園芸学校 淡路市 

甲南大学 神戸市 

大阪青山大学短期大学部社会人学芸員コース 川西市 

兵庫教育大学 加東市 

  

＜特別支援学校＞   ８  

兵庫県立高等特別支援学校 三田市 

宝塚市立養護学校 宝塚市 

神戸市立青陽西養護学校 神戸市 

兵庫県立視覚特別支援学校 神戸市 

県立のじぎく特別支援学校あおぞら分教室 神戸市 

篠山市立篠山養護学校 篠山市 

兵庫県立のじぎく特別支援学校中学部 神戸市 

和田山特別支援学校 中学部 朝来市 

  

県内合計   １８９  

  

  

■■ 県外  ■■  

＜保育園・幼稚園＞ ２  

キンダ―キッズインターナショナルスクール豊中校  大阪府 

高槻市立樫田小学校・幼稚園 大阪府 

  

＜小学校＞  １１  

高槻市立阿武野小学校 大阪府 

高槻市立桜台小学校 大阪府 
高槻市立清水小学校 大阪府 
高槻市立南大冠小学校 大阪府 
高槻市立北清水小学校 大阪府 
吹田市立東佐井寺小学校 大阪府 
大阪教育大学附属池田小学校 大阪府 
大阪府茨木市立彩都西小学校 大阪府 
大阪府高槻市立南平台小学校 大阪府 
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池田市立細郷小学校 大阪府 
追手門学院小学校 大阪府 
  

＜中学校＞  ９  

開明中学校 大阪府 
関西大倉中学校 大阪府 
京都聖母学院中学校・高等学校 大阪府 
京都府京都市立嘉楽中学校 大阪府 
金蘭会中学校 大阪府 
大阪桐蔭中学校・高等部 生物部 大阪府 
大阪市立蒲生中学校 大阪府 
同志社香里中学校 大阪府 
徳島県立富岡東中学校 徳島県 

  

＜高等学校＞   １２  

愛媛県立松山南高等学校 愛媛県 

安田女子中学高等学校 広島県 

京都府立綾部高等学校 京都府 

京都府立洛北高等学校 京都府 

香川県立観音寺第一高等学校 香川県 

私立 武蔵高等学校 東京都 

大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 大阪府 
大阪府立生野高等学校 大阪府 
大阪府立泉北高等学校 大阪府 
大阪府立刀根山高等学校 大阪府 
大阪府立能勢高等学校 大阪府 
和歌山県立海南高等学校 和歌山県 

  

＜大学＞   ７  

愛知教育大学 愛知県 

岡山理科大学 岡山県 

岡山理科大学博物館学芸員課程 岡山県 

関西大学 大阪府 
大阪大学生命機能研究科 大阪府 
大阪大学理学部生物科学科 大阪府 
大阪府立大学生命環境科学域 大阪府 
  

＜特別支援学校＞   １  

奈良県立青翔高等学校・中学校 奈良県 

  

県外合計    ４９  
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【共催・協力・後援事業等】

実施主体 事業名 内容 実施場所 実施日・期間 参加者
数

連携形態

1
⻑島観光開発株式会社 世界初！ティラノサウルス⼤

解剖 恐⻯⼤発⾒展
恐⻯化⽯の展⽰

ナガシマスパーラ
ンド

3/19〜5/8
400 協⼒

2
⼀般社団法⼈りょうぜん振興
公社 霊⼭こどもの村

霊⼭⼦どもの村 遊びと学び
のミュージアム 2016企画展
「おはよー！種！」

種⼦。果実の展⽰
霊⼭⼦どもの村
遊びと学びの
ミュージアム

3/20〜12/15
6255 協⼒

3
NPO法⼈北播磨市⺠活動⽀援
センター

｢NPO法⼈北播磨市⺠活動⽀援
センター⾃然観察サポーター
チーム活動への⽀援事業｣

北播磨周辺のボランンティア活
⼩野市周辺 4/1－2017.3

74 共催

4
兵庫県神⼾県⺠センター 六甲⼭系のチョウの変遷50年

〜平尾榮治コレクションを中
⼼に〜

六甲⼭の蝶の展⽰
兵庫県六甲⼭⾃然
保護センター本館
展⽰室

4/1〜5/31
3234 共催

5
希少植物研究会 ⼭野草「花の形・タネの形・

成⻑の形（春編）」~実⽣増殖
の実際~

実⽣増殖に関するセミナー 博靴館
4/7

25 共催

6
FOXﾈｯﾄﾜｰｸｽ株式会社

ナショジオKID'S化⽯調査体験 化⽯に関するセミナー
ナガシマスパーラ
ンド

4/9,10,21,23,2
4,30,5/1

400 協⼒

7 兵庫県⽴図書館 えほんdeピクニック 絵本を使った屋外ワークショッ 兵庫県⽴図書館 4/23 85 協⼒

8
六甲⼭を活⽤する会 平成28年度「六甲⼭魅⼒再発

⾒市⺠セミナー」
六甲⼭に関するセミナー

六甲⼭⾃然保護セ
ンター

4/16,6/18,8/2
0,10/15

104 協⼒

9

六甲⼭を活⽤する会 平成28年度六甲⼭環境整備協
議会運営、および「⼆つ池環
境学習林」の景観整備・環境
調査等の指導者派遣（平成28
年4⽉〜平成29年度3⽉31⽇の

六甲⼭におけるボランティア活

六甲⼭ 4⽉〜3⽉

35 協⼒

10
⼩林聖⼼⼥⼦学院⼩学校 ⼩学4年⽣による「ステンドグ

ラス⾵」授業作品 －私は
ちょう－

ステンドグラスの展⽰
博物館 4/22-5/15

97 共催

11
アピス同好会 愛蜂家養成講座・上級（全4

回）
ミツバチに関するセミナー

博物館 4/23,5/28,6/1
8,7/23

142 共催

12 パネルシアター 星空に関するセミナー 博物館 4/3 471 共催

13
⼈と⾃然の会 めだかの学校「ダチョウの卵

でｽﾄﾗｯﾌﾟを作ろう」
ダチョウの卵殻を使った⼯作

博物館 4/3
599 共催

14
⼈と⾃然の会 ドリームスタジオ「ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾉﾎﾞ

ﾄﾙﾌﾗﾜｰ」
⾃然に関するワークショップ

博物館 4/17
572 共催

15 ⼈と⾃然の会 花⼯房「押し花のしおり作 花のしおりの作成 博物館 4/17 875 共催
16 ⼈と⾃然の会 花⼯房「押し花のしおり作 花のしおりの作成 綾部 4/23 71 共催
17 ⼈と⾃然の会 アースシアター 星座に関するセミナー 博物館 4/29 57 共催

18

⽯ころクラブ

⽯ころクラブ勉強会 岩⽯に関するセミナー

博物館 5/15,6/12,7/1
8,9/22,10/23,1
1/23,12/23,1/
9,2/5

98 共催

19
あさご芸術の森美術館 あさご夏の昆⾍展 むしむし

⼤集合！」
昆⾍の展⽰

あさご芸術の森美
術館

5/1-9/9
3321 共催

20 親⼦で武⽥尾ハイキング 武⽥尾のハイキング 武⽥尾 5/14 0 共催
21 コモーレ丹波の森専⾨店会 丹波⻯と恐⻯化⽯展 丹波⻯の展⽰ コモーレ丹波 4/29-5/8 1070 協⼒

22
猪名川流域ひめぼたるネット
ワーク

いながわ ひめぼたる
うぃーく 2015

ヒメボタルに関するセミナー
猪名川河川敷（伊
丹市下河原）

5/20,21,22
525 共催

23

丹波市 丹波⻯化⽯⼯房 化⽯クリー
ニングセミナー＆化⽯発掘体
験道場

化⽯発掘のワークショップ 丹波市⼭南町

5･22,6･26,7･
10,9･10,9･
18,10･9,2･
12,3･12

172 協⼒

24
神⼾アートビレッジセンター 「場のヒントのマチマナビ

vol.6」~ひとはく昆⾍博⼠と
⾏く！⼤しんかいち昆⾍捜査

昆⾍に関するワークショップ
神⼾市兵庫区神⼾
アートビレッジセ
ンター

5/28
36 共催

25
森林植物園 「あじさい物語 －あじさい

鉢物展－」
アジサイに関する展⽰

神⼾市⽴森林植物
園

5/28-7/12
25000 協⼒

26 ⼈と⾃然の会 パネルシアター 星空のセミナー 博物館 5/1 173 共催
27 ⼈と⾃然の会 ⾃然観察会「春の武⽥尾観 博物館 5/14 0 共催
28 ⼈と⾃然の会 ドリームスタジオ ⾃然に関するワークショップ 博物館 5/15 113 共催
29 ⼈と⾃然の会 花⼯房「押し花のしおり作 花のしおりの作成 博物館 5/15 39 共催

30
株式会社ユーラスエナジー淡
路

環境学習プログラム－太陽光
発電所の⾒学と在来野草によ
る草原づくり体験－

在来植物で草原の復活を⽬指す
ユーラス津名東
ソーラーパーク

6/10
41 共催

31
神⼾県⺠センター ⼭の⽇記念「六甲⼭コレク

ション展」
六甲⼭の⾃然観察会

六甲⼭⾃然保護セ
ンター

6/5-8/11
3913 協⼒

32 鳴く⾍研究会「きんひばり」 初⼼者のための鳴く⾍観察会 鳴く⾍の観察会 博物館 6/11 3 共催

33
希少植物研究会 挿し⽊で増やす希少植物~挿し

⽊実習
挿し⽊の講習会 博靴館

6/16
14 共催

34 ⼈と⾃然の会 吊りシノブ作り シノブで吊り鉢の製作 博物館 6/25 15 共催
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実施主体 事業名 内容 実施場所 実施日・期間 参加者
数

連携形態

35
琴引き浜鳴き砂⽂化館

企画展「⼭陰海岸の植物」 ⼭陰海岸の植物の展⽰
琴引き浜鳴き砂⽂
化館

6/16-7/20
1022 共催

36
兵庫県神⼾県⺠センター 東お多福⼭草原⽣物多様性ガ

イド養成講座
お多福⼭で⾃然に関するセミナ

お多福⼭、県⺠会
館

6/25,8/20,10/
02,10/09,11/2

91 共催

37 ⼈と⾃然の会 めだかの学校「⾳のなる⼯ 楽器の製作 博物館 6/5 257 共催
38 ⼈と⾃然の会 花⼯房「押し花のしおり作 花のしおりの作成 博物館 6/19 210 共催
39 ⼈と⾃然の会 ドリームスタジオ ⾃然に関するワークショップ 博物館 6/19 973 共催
40 ⼈と⾃然の会 吊りシノブ作り シノブで吊り鉢の製作 博物館 6/25 15 共催
41 ⼈と⾃然の会 パネルシアター 星座のセミナー 博物館 7/3 63 共催
42 ⼈と⾃然の会 四季の星空案内 四季の星空の解説 博物館 7/10 92 共催

43
伊丹市⽴博物館 平成28年度夏季企画展「猪名

川〜歴史・⾃然・暮らし」
猪名川の⾃然の展⽰ 伊丹市⽴博物館

7/16-9/11
1696 協⼒

44

吹⽥市⽴博物館 平成28(2016)年度夏季展⽰
「まもる⾃然・つくる環境III
どっちがどっち！？－ちかく
の⾃然をよくみてみよう－」

⾝近な⾃然の展⽰ 吹⽥市⽴博物館

7/16-8/24

5773 協⼒

45
⼈と⾃然の会 ドリームスタジオ「藍の⽣葉

染め」
藍で染⾊ 博物館

7/17
29 共催

46 ⼈と⾃然の会 花⼯房「押し花のしおり作 押し花しおりの作成 博物館 7/17 69 共催

47
⼈と⾃然の会 古代の会「組紐ｽﾄﾗｯﾌﾟを作ろ

う」
組紐ストラップづくり 博物館

7/17
71 共催

48 ⼈と⾃然の会 星の会「天体望遠鏡の⼯作」 天体望遠鏡作り 博物館 7/30 278 共催
49 淡路海峡公園管理センター わくわく昆⾍フェスタ 昆⾍の展⽰ 淡路夢舞台 7/9-8/31 32266 共催

50
豊岡市⽴歴史博物館 第28回ミニ企画展「世界のク

ワガタと⽇本のクワガタ」
クワガタ、カブトムシの展⽰

豊岡市⽴歴史博物
館

7/16-8/30
2036 共催

51
run♪ run♪ plaza・⼋⽊
剛・⽥中 慎悟(加古川市⽴少年
⾃然の家）

ひとはく博⼠と⾏くハチ北⾼
原昆⾍サマースクール(全5
回）

夏の合宿観察会
博物館、ハチ北⾼
原

7/4，7/18〜
7/20,7/23,8/1
0,8/23

34 共催

52
宮崎県総合博物館 特別展「不思議⽣物ワンダー

ワールド（仮称）」
不思議な⽣物の展⽰

宮崎県総合博物館
特別展⽰室

7/16〜8/13
20787 協⼒

53
⼈と⾃然の会 天体望遠鏡作り（⼟星の輪も

⾒える天体望遠鏡）
天体望遠鏡作り

博物館 7/30
21 共催

54
こども⽂化科学館 夏の企画展「びっくり・ドッ

キリ科学あそび〜恐⻯編」
夏休み向けの遊びなどのセミナ

こども⽂化科学館 7/16-9/4
18467 協⼒

55
三瓶⾃然館 平成28年度夏季特別企画展

「ジュラシック・シー〜海の
恐⻯とぐるぐるアンモナイト

オフタモサウルスなどの展⽰
三瓶⾃然館 7/16-9/25

63007 協⼒

56
⾯河⼭岳博物館 ⾯河⼭岳博物館第50回特別展

「危険⽣物〜悪者たちの真実
〜」

危険⽣物の展⽰
⾯河⼭岳博物館 7/21-9/04

6659 協⼒

57
フレミラ宝塚 イベント「⾃然とあそぼう」

事業
⾃然観察に関するセミナー

フレミラ宝塚 7/28
127 共催

58
⽟⻘館 ちんげんさいのカンベッチョ

ナイワールド〜川東丈純絵本
原画展〜(仮称)

絵本原画展
⽟⻘館 7/16-9/25

642 協⼒

59
淡路夢舞台奇跡の星の植物館 南の島の夏物語、キャプテン

クックが魅せられた南太平洋
熱帯の⽣物の展⽰

淡路夢舞台 7/16-9/23
86004 協⼒

60 丹波市

丹波⻯発⾒10周年記念事業第
２弾丹波⻯化⽯⼯房ちーたん
の館夏季特別展「丹波⻯と⻯
脚類展」

丹波⻯の展⽰

ちーたんの館 7/23-8/31

16114 協⼒

61
こども⽂化科学館 科学の広場「恐⻯について学

ぼう」
恐⻯に関するセミナー

伊丹市⽴こども⽂
化科学館

7/31
69 協⼒

62
⻘垣いきものふれあいの⾥ 夏のいきもの展

夏の⽣物の展⽰
⻘垣いきものふれ
あいの⾥

7/09-8/31
1849 協⼒

63
希少植物研究会 ⼭野草「花の形・タネの形・

成⻑の形（⾼⼭植物編）」
⾼⼭植物の花や種のセミナー 博靴館

8/25
3 共催

64
鳴き砂⽂化館 蝶に魅せられて 桝武雄遺作

展｣(仮称)
蝶の展⽰ 鳴き砂⽂化館

8/1-8/31
2023 協⼒

65

六甲⼭を活⽤する会 2016年度「六甲⼭⼦どもパー
クレンジャー」の学習綱領・
運営⽅針づくり（不定期）
2016年夏の「六甲⼭⼦ども
パークレンジャーを⽬指そ
う！」（H28年8⽉7⽇、2017
年冬の「六甲⼭⼦どもパーク
レンジャーを⽬指そう！」

パークtレンジャーのセミナー 六甲⼭ 8/7,2/5 45 協⼒

66 ⼈と⾃然の会 ⽵の⽔鉄砲作り ⽔鉄砲作り 博物館 8⽉27⽇ 439 共催
67 三⽥市環境衛⽣課 ⽫池湿原 ⾒学会 ⽫池湿原保全のセミナー 三⽥市下相野 8/21 39 協⼒
68 三⽥市環境衛⽣課 ⽫池湿原守り⼈養成セミナー ⽫池湿原保全のセミナー 三⽥市 8/6,11,10/15 105 協⼒
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実施主体 事業名 内容 実施場所 実施日・期間 参加者
数

連携形態

69
花と緑の博覧会協会 コスモスセミナー⾃然観察教

室2016“集まれ！⽣きもの好
きな⼦どもたち”

⾃然観察に関するセミナー 奥猪名健康の郷 8/10-12 1696 共催

70

キッズプラザ⼤阪 夏の企画展2016キッズプラザ
⼤阪×海洋堂「キッズ☆フィ
ギュア アドベンチュアー」
〜謎解きでまなぶ、科学のヒ
ミツ〜特別イベント「スー
パーサイエンストーク」〜丹
波の恐⻯と⼩さないきものた

フィギュアの展⽰
⼤阪市北区キッズ
プラザ

8⽉20⽇ 51 協⼒

71 ⼈と⾃然の会 蜂蜜絞り ⾼槻 8/19 32 共催
72 弥⽣が丘 ⾃治会 弥⽣ふるさとまつり ⾃治会の夏祭り 弥⽣が丘⾃治会 8/27 300 協⼒

73
鳴く⾍研究会「キンヒバリ」 ⼩さい⼦供のための秋の鳴く

⾍観察会
鳴く⾍に関するセミナー 博物館 9⽉3⽇ 21 共催

74
兵庫古⽣物研究会 淡路島で以上巻きアンモナイ

トを採る！！
アンモナイト関係のセミナー 淡路 9/11 45 共催

75 花と緑の博覧会協会 昆⾍クエスト⼤作戦2016 昆⾍の展⽰ 鶴⾒緑地 9/22 130 共催
76 姫路市⽴⼿柄⼭温室植物園 珍奇・珍品植物展 珍奇植物の展⽰ ⼿柄⼭温室植物園 9/24-10/5 1194 協⼒

77
希少植物研究会 ⼭野草「花の形・タネの形・

成⻑の形（秋編）」~実⽣増殖
の実際~

タネの形に関するセミナー 博靴館
10/20

7 共催

78
播磨中央公園 300⼈の昆⾍⼤捜査線inはり

ちゅう(播磨中央公園)
昆⾍採集と観察 播磨中央公園

10/1
259 共催

79
⼤船渡市⽴博物館 平成28年度⼤船渡市⽴博物館

教育普及事業「おおふなと
しぜん かわらばん2016」

⾃然かわらばんの展⽰ ⼤船渡市⽴博物館
10/1-30

810 共催

80
丹波なみきみちまつり実⾏委
員会

第５回丹波なみきみちまつり
2016「収穫祭」

公園の⽂化祭
丹波並⽊道中央公
園

10/2
19 協⼒

81
藤原ナチュラルヒストリー振
興財団

藤原ナチュラルヒストリー振
興財団神⼾シンポジウム

⾃然史のセミナー 県⺠会館
10/22

170 共催

82 環境省近畿地⽅環境事務所 こうべ森の⽂化祭 ⽂化祭 再度公園 10/30 2000 協⼒

83

兵庫県⽴図書館 公⽴図書館の⼦ども読書活動
⽀援モデル事業「明⽯公園を
たんけんして、葉っぱのミニ
ずかんをつくろう！」

ミニ図鑑作り 明⽯公園

10/16

12 協⼒

84 北摂中央幼稚園 昆⾍標本展⽰ 昆⾍の展⽰ 北摂中央幼稚園 10/21-11/11 562 共催
85 尼崎⼯業⾼校 担い⼿ 尼崎⼯業⾼校の⽂化祭 尼崎⼯業⾼校 10/25,27,11/3 317 協⼒

86 相⽣市市⺠⽣活部環境課 ハロウィンキャンドルナイト ハロウィンのお祭り
相⽣市ほんまち商
店街

10/29
1000 共催

87 ⼈と⾃然の会 めだかの学校「よく回る花の⾵ ⾵⾞作り
４階ひとはくサロ
ン

10/02
57 共催

88 ⼈と⾃然の会 ダチョウの卵のストラップ作り ダチョウの卵殻を使った⼯作
受託セミナー広陵
⼦供会：⼈と⾃然
の会

10/22
84 共催

89 ⼈と⾃然の会 ⾥⼭クラブ ⾥⼭のセミナー 博物館 11/6 共催
90 阪神北県⺠局 北摂SATOYAMA国際セミナー ⾥⼭関連のシンポ 宝塚ホテル 11/12 150 協⼒

91
イオンモール神⼾北

太古の神⼾アミノドンの森 アミノドン化⽯の展⽰
イオンモール神⼾
北

11/18-27
70 共催

92 こどもひかりプロジェクト kidsサンデー・スペシャル ⼦供向けのセミナー 博物館 11/06 1627 協⼒

93
神⼾市⽴⻑尾幼稚園 ⽇歩であそぼう「秋の⽇歩ケ

丘で『しぜんのたからもの』
をみつけよう！

⾃然観察会 神⼾市⻑尾幼稚園
11/21

99 共催

94
東京理科⼤学 「ITCを利⽤したインタラク

ティブ博物館研究」
インターネットを利⽤した普及 博物館

11/26
40 協⼒

95
⼤阪市⽴⾃然史博物館 甲⾍学会・⼤阪⼤会 開催記

念「関⻄甲⾍研究史」
甲⾍学会の⼤会

⼤阪市⽴⾃然史博
物館

11/26-1/31
15344 協⼒

96 ⼈と⾃然の会
受託セミナー：三⽥⽀援学級
中学⽣：⼈と⾃然の会

受託セミナー
11/29

1 共催

97
⾃然史ﾚｶﾞｼｰ継承・発信実⾏委
員会

「⽇本⽂化を育んだ⾃然
where culture meets
nature」（館外企画展）

⽇本⽂化と⾃然史関連の展⽰ 京都市中京区
11/19-12/4

977 共催

98 ⼈と⾃然の会 めだかの学校「ミニ凧つく 凧作りのセミナー 博物館 12/4 105 共催

99
キッズポート保育園

昆⾍標本等の展⽰ 昆⾍の展⽰
キッズポート保育
園

12/1-12/16
180 共催

100
たんば恐⻯・哺乳類化⽯等を
活かしたまちづくり推進協議
会

⼦どものための古⽣物学・天
⽂⼊⾨~恐⻯時代の⽣きものと
⾃然調査~

恐⻯に関するセミナー
丹波並⽊道中央公
園ほか

12/10
12 協⼒

101 明⽯海峡公園 淡ジオフェスティバル2016 恐⻯化⽯の展⽰ 国営明⽯海峡公園 12/10-1/15 19993 協⼒
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実施主体 事業名 内容 実施場所 実施日・期間 参加者
数

連携形態

102

ボランティア団体ユー・ア
イ・アソシエーション

兵庫県南部地震(阪神・淡路⼤
震災）犠牲者追悼のつどい第
22回あなたの思いを灯してく
ださい〜失った命の数をロウ
ソクの灯⽕に込めて〜 第22
回開催テーマ「架ける〜縁あ
りて花ひらき 恩ありて実を

阪神淡路⼤震災に関する集会 伊丹市昆陽池公園 1/16-17 2600 協⼒

103 淡路市教育委員会 野島断層普及講演会2017 地震のセミナー 北淡震災記念公園 1/15 120 協⼒
104 ⼈と⾃然の会 ひとはくのお正⽉ 正⽉の遊びに関するセミナー 博物館 1/3 252 共催

105
⼈と⾃然の会 あかしあ台ハイツ：受託セミ

ナー花⼯房
花のしおり作成 博物館 1/31 13 共催

106 奇跡の星の植物館 特別展 淡路夢舞台ラン展 熱帯植物の展⽰ 淡路夢舞台 1/21-3/5 16948 協⼒

107
⼤阪市⽴⾃然史博物館 恐⻯化⽯産地の地層と化⽯を

調べよう
化⽯に関するセミナー ち―たんの館 2/4 22 協⼒

108 兵庫県 ひょうご環境担い⼿サミット ボランティアに関するセミナー 兵庫県公館 2/8 245 協⼒
109 ⼈と⾃然の会 超巨⼤イヌワシの巣 イヌワシの巣の展⽰ 博物館 2/11 334 共催
110 ⼈と⾃然の会 コンニャク⽟づくり コンニャクづくりのセミナー 博物館 2/12 16 共催
111 おおやアート村 公募BIG LABO!! ⼤恐⻯展 恐⻯に関するセミナー ⼤屋町 3/11-8/31 0 協⼒

112
姫路科学館 企画展「トリバネアゲハから

⾒える⽣物多様性」
トリバネアゲハの展⽰ 姫路科学館

3/11-4/9
0 協⼒
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フロアサービス実績一覧 
デジタル紙芝居（305 回 のべ 12,580 人） 

丹波の恐竜タンタンものがたり(2,231)   
丹波の恐竜たんたんのひとはくナイトミュージアム(1,239) 
アンモナイト物語(1,094)  スミスネズミと 100 年の森(1,212) 
ぷくぷくあわわ～森から川へのくりもの(757)   ころころだんちゃん(505) 
コウちゃんの 60 日間(721)  オランとウーたんのジャングル探検記(2,476) 
ぽこぽこぽこ～森をつなぐ～(434)  タヨウ星人スナ・メリメリの冒険(379) 
くるりん･ひらりん空のたび(656)  たんぽぽレストラン(564) 
ゆめのつづき(108)   ススキ草原のオーケストラ(18) うりんぼのごちそう(186) 

                                         

展示室ツアー（244 回 のべ 3,560 人） 

ボルネオジャングル探検ツアー(1,992)   ひょうごの自然じまんツアー(795) 
海の仲間たちツアー(217)   ひょうごのどうぶつ(494) 
ひとはく不思議発見ツアー(62)  

                                         

フロアスタッフとあそぼう（74 回 のべ 2,498 人） 
 飛ばそう、ハネフクベ(48)   きのこをつくろう！(30)  きょうりゅう骨パズル(152) 
  クリスマス☆スノードーム(37)  くるくるとぶタネ(278)  コウノトリになりきろう(121) 
  ササ舟をつくって浮かせてみよう！(30)  セミのペーパークラフト(71)   
  たんぽぽのペーパークラフト(94)  ティらの★ハット(67)  はるのむしキュービック(52) 
  ハロウィン★おめんづくり(50)  ハロウィン★キャンディポットをつくろう(76) 
  ハロウィン★ソーマトロープ(29)  ひかるいきもの(70)  ひとはく☆クイズ大会(33) 
  ひとはく宝さがしラリー(156)  ひまわりモビール(37)  ホタルを光らせよう(40) 
  マツボックリのクリスマスツリーをつくろう(50)   ミニちまきをまいてみよう(48)  
  モールで恐竜をつくろう(38)  画はくの日(472)   希少動物～イヌワシを作ろう！～(71) 
  恐竜うちわづくり(37)  恐竜ミニおひなさまづくり(46)   
  実物大！丹波竜をみんなで描こう！(36)  川でさかなつり(208)   
大きなおひなさまづくり(22)  万華鏡づくり(76)  鳴く虫ペーパークラフト(29) 

   
                                         

ワークショップ（20 回  のべ 4,011 人） 

  里山の昆虫はんこバッグ(87)  丹波竜ペーパーバック(120)   
恐竜三二ストラップをつくろう(197)  クリスマスカードをつくろう(47) 

  ラフレシアをまわそう(88)  ミニチュアジャングルをつくろう！(145) 
  プラ板づくり(78)  ピロピロ・アケボノゾウをつくろう！(75) 
ビーチコーミングってなに?(101)  とっても簡単！化石のレプリカづくり(3,073) 
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ひとはく探検隊（12 回 のべ 337 人） 

 木の花をさがそう(20)   ダンゴムシの観察(33)  どんぐりひろいに行こう！(22) 
  ひとはくの岩石と鉱物(18)  夏の植物の絵を描こう(20)  初夏の鳥をさがそう！(32) 
  水辺のいきものを捕ろう！(24)  早春の植物を観察しよう！(26)   
冬のむしとりペナントレース(46)  きのこ GET だぜ！(44) 
150 前のひょうごの風景をみてみよう(22)  いきものミッケ！(30)   

                                         

はかせと学ぼう（17 回 のべ 448 人） 

  アンモナイト石けんをつくろう(118)   サボテン・多肉植物の不思議(24)   
  ちょっと観察、この植物(41)  ドングリの観察(32)  ならそう草笛(33)   
わらでかみづくり(78)  楽しい草あそび(22)   飛ぶタネの観察(36)  
実物大！一円電車クラフトづくり(27)   古写真に色をつけよう(21)    
収蔵資料展・ミニトーク「古写真とひょうごの風景」(16) 

                                         

特注（63 回 のべ 2,785 人） 

2016/4/1～2017/3/31  735 回 のべ 26,219 人 
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外部資金導入状況

◆科研費等助成金

助成課題名 助成者 種別
代表者名（所
属）

分担者名（館
員のみ）

助成金額
（万円）

1 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

日本学術振興会 特別推進研
究

諏訪元（東京
大学・教授）

加藤茂弘 507

2 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

日本学術振興会 基盤研究
（A）

神崎護（京都
大学・教授）

秋山弘之 65

3 鉱質土壌湿原の成立条件と生物群
集の解明

日本学術振興会 基盤研究
（B）

大塚泰介（滋
賀県立琵琶
湖博物館・専
門学芸員）

三橋弘宗 0

4 脊椎動物の社会進化モデルとして
のカワスズメ科魚類の社会構造

日本学術振興会 基盤研究
（B）

幸田正典（大
阪市立大学・
教授）

高橋鉄美 10

5 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

日本学術振興会 基盤研究
（B）

沢辺京子（国
立感染症研
究所・昆虫医
科学部長）

山内健生 40

6 シクリッドにおけるオス集団内色彩
二型の進化に関する研究

日本学術振興会 基盤研究
（B）

高橋鉄美（兵
庫県立大学・
教授）

260

7 津波撹乱域に新規に出現した希少
植物の保全遺伝学的研究-地域固
有性の解明と保全

日本学術振興会 基盤研究
（B）

牧雅之（東北
大学・教授）

藤井俊夫 15

8 里地・里山の生物多様性・生態系
サービス指標および評価手法の開

日本学術振興会 基盤研究
（B）

鷲谷いづみ
（中央大学・

大谷雅人 60

9 アジア大陸東縁部列島弧における
植物の分布と分化の特異性を探る

日本学術振興会 基盤研究
（C）

秋山弘之（兵
庫県立大学・
准教授）

208

10 竜脚類恐竜Tambatitanis amicitiae
の研究

日本学術振興会 基盤研究
（C）

三枝春生(兵
庫県立大学・
准教授）

池田忠広 260

11 生物多様性の理解を促す自然史リ
テラシー涵養プログラムの構築

日本学術振興会 基盤研究
（C）

佐藤裕司（兵
庫県立大学・
教授）

70

12 送粉者を共有する単系統群の進化
プロセスの解明

日本学術振興会 基盤研究
（C）

高野温子（兵
庫県立人と自
然の博物館・
主任研究員）

100

13 琉球列島の後期更新世－近代に
おける陸生脊椎動物の個体群消滅
および絶滅に関する研究

日本学術振興会 基盤研究
（C）

高橋亮雄（岡
山理科大学・
准教授）

太田英利 35

14 ゴルフ場の半自然草原を活用した
生物多様性の保全

日本学術振興会 基盤研究
（C）

松村俊和（甲
南女子大学・
准教授）

橋本佳延 30

15 言語音がわかりにくい高次脳機能
障がい者とともに作る生涯学習施設
の放送音声

日本学術振興会 基盤研究
（C）

三谷雅純（兵
庫県立大学・
准教授）

156

17 活断層下の低電気比抵抗構造領
域に着目した新たな活動性評価法
の構築

日本学術振興会 基盤研究
（C）

山口　覚（大
阪市立大学・
教授）

加藤茂弘 18

18 地域再生に資する拠り所としての伝
統的な祭祀空間のマネジメントに関
する研究

日本学術振興会 基盤研究
（C）

上甫木昭春
（大阪府立大
学・教授）

上田萌子・大
平和弘

26

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

日本学術振興会 基盤研究
（C）

八木　剛（兵
庫県立人と自
然の博物館・
主任研究員）

古谷 裕・小舘
誓治・赤澤宏
樹

130

20 海浜植生の生物多様性保全に向け
た絶滅危惧植物数種における発
芽・定着機構の解明

日本学術振興会 若手研究
（B）

黒田有寿茂
（兵庫県立大
学・講師）

91

21 過去の植生の姿を後世に伝える植
生調査資料データベースの構築と
最適な公開手法の開発

日本学術振興会 若手研究
（B）

橋本佳延（兵
庫県立人と自
然の博物館・
主任研究員）

60
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22 形態と遺伝子に基づく魚類寄生虫
ウオノエ科の分類と幼生期形態の
解明

日本学術振興会 若手研究
（B）

山内健生（兵
庫県立大学・
准教授）

80

23 水辺の習俗行事にかかわる文化的
景観の保護に向けた空間的・社会
的変容パターンの解明

日本学術振興会 若手研究
（B）

大平和弘（兵
庫県立人と自
然の博物館・
研究員）

65

24 市民の強剪定要望を克服する街路
樹の維持管理システムと協働型の
景観育成計画の構築

日本学術振興会 挑戦的萌芽
研究

赤澤宏樹（兵
庫県立大学・
准教授）

上田萌子・大
平和弘

100

25 地域資源を活用した展示学習プロ
グラムの実践による地域人材養成
の試行

平成２８年度笹川
科学研究助成

上田萌子（兵
庫県立人と自
然の博物館・
研究員）

高橋晃・八木
剛・大平和弘・
鈴木武

43

26 新興・再興感染症を媒介する節足
動物の対策に関する研究

日本医療研究開
発機構研究費

沢辺京子（国
立感染症研
究所・昆虫医
科学部長）

山内健生 150

27 言語音がわかりにくい高次脳機能
障がい者に適した放送音声の工夫

JR西日本あんし
ん社会財団

三谷雅純（兵
庫県立大学・
准教授）

141

28 兵庫の「海の学び」活動拠点の充
実と次世代の若手育成プログラムの
創出

公益財団法人 日
本海事科学振興
財団　平成28年
度「海の学び
ミュージアムサ

和田年史（兵
庫県立大学・
准教授）

255

29 頭足類学会（仮称）設立に向けたシ
ンポジウムへの参画および亜熱帯
性タコ類相のフィールド調査

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

和田年史（兵
庫県立大学・
准教授）

15

30 兵庫県及び近隣地域における草地
生草本植物の遺伝構造分析：緑地
再生・創出における地域性種苗の
積極的活用に向けて

公益信託エス
ペック地球環境
研究・技術基金

大谷雅人（兵
庫県立大学・
准教授）

60

31 河川争奪が兵庫県および近隣地域
の草地生植物の遺伝構造におよぼ
した影響の解明

平成28年度　公
立大学法人兵庫
県立大学特別研
究助成金（若手
研究者支援）

大谷雅人（兵
庫県立大学・
准教授）

15

32 兵庫県を代表する絶滅危惧植物オ
チフジの遺伝的現状の把握

特色化推進費研
究支援事業（平
成28年度）

大谷雅人（兵
庫県立大学・
准教授）

15

合計 3,080

◆受託研究等

委託元 金額（円）
1 大阪ガス株

式会社
CSR・環境部

1,342,440

2 公益財団法
人兵庫県園
芸・公園協会

1,000,000

3 株式会社
Mizkan
Partners

750,000

4 三田市 22,378,896
5 一般財団法

人日本気象
340,000

6 棚倉町 2,450,000
7 阪神南県民

センター
941,220

棚倉長里山プロジェクト事業業務 石田弘明、八木　剛、上田萌
平成28年度　尼崎の森中央緑地　地域性苗木等栽培
業務

橋本佳延

ミツカンよかわビオトープの自然環境資源を発掘・活用
する手法に関する研究

藤本真里

三田市有馬富士自然学習センター　プログラム運営業 中瀬　勲
平成２８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

石田弘明、藤井俊夫、大谷
雅人、上田萌子

受託者件名
橋本佳延、石田弘明、黒田
有寿茂、大谷雅人、服部　保

平成28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

コーディネーターの育成業務 藤本真里
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8 公益財団法
人ひょうご環
境創造協会

231,000

9 三田市 600,000
10 兵庫県阪神

北県民局
1,000,000

11 淡路市教育
委員会

300,000

12 兵庫県立淡
路景観園芸

241,500

13 公益財団法
人　ひょうご
環境創造協

108,000

14 公益財団法
人　ひょうご
環境創造協

108,000

15 株式会社
ヘッズ

大平和弘 上田萌子 400,000

16 株式会社
ヘッズ

大平和弘 上田萌子 1,000,000

17 株式会社里
と水辺研究

250,000

18 神戸市 3,795,000
19 株式会社竹

中工務店
170,100

20 淡路市教育
委員会

200,000

　 37,606,156

うずしお科学館リニューアル改修および運営に関する
技術支援業務
平成28年度　ミツマタおよびシダ植物の栽培試験業務 橋本佳延

布野隆之

あいな里山公園地域性苗の育成業務 石田弘明

鳴門海峡の渦潮世界遺産登録に向けた学術調査検
討業務

合計

皿池湿原植物調査支援業務 石田弘明、黒田明寿茂

ブイブイの森（南公園）里山保全・育成プロジェクト里 橋本佳延、石田弘明、黒田
パークマネジメントの新展開に関する研究　その３ 藤本真理

野島断層の保存・活用に関する研究 加藤茂弘・古谷　裕

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

黒田有寿茂

平成28年度上山高原自然再生事業動物モニタリング
調査

平成28年度長尾山埋立処分地浸出水自然浄化シス 三橋弘宗
平成２８年度株式会社竹中工務店における生物多様
性対応関連業務

橋本佳延

活断層ラボの展示内容の改善に関する研究 加藤茂弘
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