
開催したセミナーの一覧 
実施日 講  座  名 講師 定員 参加者数 

平.29.4.9 早春の北摂里山を散策しよう！ 橋本 佳延 25 18 

平.29.4.15 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 低茎草原 オキナグサ 藤井 俊夫 20 14 

平.29.4.16 有馬富士公園の植物観察会 藤井 俊夫 20 20 

平.29.4.20 「山野草の栽培」（講義）と「寄せ植え」（実習） 希少植物研究会 15 7 

平.29.4.22 東お多福山草原 春の植物観察会 橋本 佳延 30 11 

平.29.4.22 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回-1) アピス同好会 20 5 

平.29.4.22 都市の歩き方・名所編 大阪市野田・福島界隈を歩く 田原 直樹 10 16 

平.29.4.22 偏光顕微鏡で調べる火山灰（第 1 回） 加藤 茂弘 5 5 

平.29.4.23 ユース昆虫研究室（全 12 回-1） 八木 剛 15 14 

平.29.4.23 花粉を顕微鏡で観察しよう 半田 久美子 12 9 

平.29.4.29 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（春） 小舘 誓治 20 11 

平.29.5.3 里地・里山で身近な植物を観察しよう 春編 黒田 有寿茂 20 22 

平.29.5.3 石ころクラブ勉強会（全９回-1） 石ころクラブ 25 13 

平.29.5.7 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 湿性林・林縁 カザグルマ 石田 弘明 20 16 

平.29.5.9 神鍋植物ハイキング 春 高野 温子 15 10 

平.29.5.12 地球はアリが回している－アリの基礎生態学 橋本 佳明 10 50 

平.29.5.13 春のコケ植物観察 秋山 弘之 15 20 

平.29.5.13 都市の歩き方・名所編 尼崎市久々知・神崎知界隈を歩く 田原 直樹 10 25 

平.29.5.14 ユース昆虫研究室（全 12 回-2） 八木 剛 15 13 

平.29.5.14 帰化植物ヤセウツボ観察会 藤井 俊夫 20 11 

平.29.5.14 霊長類学 頭の体操（２０１７年版） 三谷 雅純 20 5 

平.29.5.14 
お見せします人博のレガシー 5XGo 第 1 回地学系（ゾウ化石・植物化石）

収蔵庫ツアー 

三枝 春生 

半田 久美子 
20 17 

平.29.5.17 武田尾渓谷の植物を観察しよう～春編～ 古谷 裕 20 28 

平.29.5.20 博物館で学ぶ「動物行動学」基礎講座(全 2 回-1） 和田 年史 20 4 

平.29.5.21 博物館で学ぶ「動物行動学」基礎講座（全 2 回-2） 和田 年史 20 4 

平.29.5.27 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回-2) アピス同好会 20 4 

平.29.5.27 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 岩場 サツキ 大谷 雅人 20 2 

平.29.5.27 
都市の歩き方・街道編 中国街道を歩く（西宮市小松町から尼崎市大物ま

で） 
田原 直樹 10 15 

平.29.5.27 家族で蜂蜜しぼり 5 月 アピス同好会 20 9 

平.29.5.27 偏光顕微鏡で調べる火山灰（第 2 回） 加藤 茂弘 5 6 

平.29.5.28 自然のだまし方教えますー擬態の生物学序論 橋本佳明 10 10 

平.29.5.31 武田尾駅周辺のシダを見る 鈴木 武 20 26 

平.29.6.2 アフリカ・タンガニイカ湖の魚たち 高橋 鉄美 10 43 

平.29.6.3 スノーケリング体験＆海中の生きもの観察スキルアップ講座（全 2 回-1） 和田 年史 15 9 

平.29.6.3 大台ケ原の針葉樹 高橋 晃 15 14 

平.29.6.4 スノーケリング体験＆海中の生きもの観察スキルアップ講座（全 2 回-2） 和田 年史 15 9 

平.29.6.10 太山寺周辺の樹林で多様性を知る 小舘 誓治 20 11 

平.29.6.10 アフリカ・タンガニイカ湖での調査研究 高橋 鉄美 20 3 

平.29.6.10 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 5 

平.29.6.11 ユース昆虫研究室（全 12 回-3） 八木 剛 15 14 

平.29.6.11 石ころクラブ勉強会（全９回-2） 石ころクラブ 25 14 

平.29.6.14 カラスのごみ被害を解決しよう！ 布野 隆之 30 7 

平.29.6.17 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回-3) アピス同好会 20 4 

平.29.6.17 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 湿地 カキラン 藤井 俊夫 20 8 

博物館事業報告に関連する資料 
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平.29.6.17 コケ玉作り 人と自然の会 30 15 

平.29.6.17 家族で蜂蜜しぼり 6 月 アピス同好会 20 18 

平.29.6.18 ＜こころ＞と＜ことば＞を科学する ２０１7 三谷 雅純 20 6 

平.29.6.18 
お見せします人博のレガシー 5XGo 第 2 回環境系（古写真・絵図など）収

蔵庫ツアー 
大平 和弘 20 8 

平.29.6.23 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 

平.29.6.24 虫を見分ける  山内 健生 15 2 

平.29.6.25 海浜植物観察会 藤井 俊夫 20 3 

平.29.6.25 身近な植物の生存戦略 石田 弘明 50 7 

平.29.6.29 挿し木で増やす希少植物～挿し木実習～ 希少植物研究会 20 13 

          

平.29.7.1 東お多福山草原 初夏の植物観察会 橋本 佳延 30 8 

平.29.7.1 夏のキノコ観察 秋山 弘之 15 10 

平.29.7.1 マイナー古生物学③ヘビ化石 池田 忠広 20 5 

平.29.7.5 里地・里山で身近な植物を観察しよう 夏編 黒田 有寿茂 20 10 

平.29.7.5 夏のハチ北高原・花めぐり 高橋 晃 20 10 

平.29.7.6 浜坂海岸の岩と花 高橋 晃 20 17 

平.29.7.8 森と土の観察会（再度山編） 小舘 誓治 20 6 

平.29.7.8 海の生きもの調べサマースクール in いえしま（2） 和田 年史 20 7 

平.29.7.8 兵庫の大型脊椎動物化石：２５年間の成果と今後 三枝 春生 30 18 

平.29.7.9 自然のだまし方教えますー擬態の生物学・生態学編 橋本佳明 10 11 

平.29.7.9 動物の体のつくりとしくみ 1. 両生類 太田 英利 25 3 

平.29.7.12 イヌワシの生態と保全 布野 隆之 30 7 

平.29.7.15 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 高茎草原 キキョウ 橋本 佳延 20 4 

平.29.7.15 いろいろな場所のいろいろな石ころを見よう 古谷 裕 16 4 

平.29.7.15 テナガエビをつかまえよう 
三橋 弘宗  

人と自然の会 
50 42 

平.29.7.15 ユース昆虫研究室（全 12 回-4） 八木 剛 15 11 

平.29.7.16 
お見せします人博のレガシー 5XGo 第 3回液浸系（両生・爬虫類）収蔵庫

ツアー 
太田 英利  20 11 

平.29.7.17 石ころクラブ勉強会（全９回-3） 石ころクラブ 25 13 

平.29.7.21 海の生きもの調べサマースクール in いえしま（3） 和田 年史 20 8 

平.29.7.22 シダの前葉体の栽培に挑戦 鈴木 武 20 13 

平.29.7.22 海の生きもの調べサマースクール in いえしま（4） 和田 年史 20 8 

平.29.7.22 愛蜂家基礎講座・上級(全 4 回-4) アピス同好会 20 9 

平.29.7.22 動物の体のつくりとしくみ 2. 爬虫類 太田 英利  25 2 

平.29.7.23 ダンゴムシを育てよう 鈴木 武 10 3 

平.29.7.23 武田尾の植物観察会 藤井 俊夫 20 20 

平.29.7.23 石ころの標本をつくろう！ 古谷 裕 5 4 

平.29.7.23 火山灰を調べる：上級編（全 6 回-1） 加藤 茂弘 10 3 

平.29.7.29 藍の生葉染め 人と自然の会 20 11 

平.29.7.29 あわじの植物、標本づくり（全 3 回-1） 高橋 晃 20 10 

平.29.7.29 土星の環も見える天体望遠鏡を作ろう 人と自然の会 15 19 

平.29.7.30 あわじの植物、標本づくり（全 3 回-2） 高橋 晃 20 11 

平.29.7.30 さかなの解剖 高橋 鉄美 14 5 

平.29.7.31 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 24 

平.29.7.31 遊びを通して学ぶ「地震と活断層の科学」 加藤 茂弘 30 38 

平.29.7.31 石ころから学ぼう！ 古谷 裕 12 30 

平.29.7.31 生徒に魅力が伝わる「イカの解剖実習」 和田 年史 20 28 

          

平.29.8.1 身近な自然の観察 
NPO 法人野生生物

を調査研究する会 
30 24 

平.29.8.1 理科「大地のつくり」の授業を考える 佐藤 裕司 20 25 

平.29.8.1 授業で使える植物化石 半田 久美子 20 11 

平.29.8.1 障がいのある子どもが感じていること 三谷 雅純 30 13 

平.29.8.2 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 11 

平.29.8.2 ひょうごの森と身近な樹木 黒田 有寿茂 20 20 

平.29.8.2 丹波の地層と化石 古谷 裕 20 18 

平.29.8.2 「教科書に出ている植物」を学ぶ 高野 温子 30 33 

平.29.8.3 昆虫好きの児童を育てる単元計画 八木 剛 30 14 

平.29.8.3 森の土の基礎を学ぶ 小舘 誓治 10 10 
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平.29.8.3 シダの前葉体の栽培に挑戦 鈴木 武 20 8 

平.29.8.3 牛乳パックでカメラをつくって撮影しよう 赤澤 宏樹 50 10 

平.29.8.4 川の水生昆虫調べと授業への活用 三橋 弘宗 20 13 

平.29.8.4 ピカピカ泥だんごの作り方 赤澤 宏樹 50 56 

平.29.8.4 季節や行事に合わせた簡単で楽しい工作 上田 雄一郎 30 45 

平.29.8.4 デンデンムシとダンゴムシ 鈴木 武 20 12 

平.29.8.6 海の生きもの調べサマースクール in いえしま（全 5 回-5） 和田 年史 20 8 

平.29.8.12 石ころをしらべよう① 古谷 裕 3 3 

平.29.8.19 石ころをしらべよう② 古谷 裕 3 3 

平.29.8.20 石ころをしらべよう③ 古谷 裕 3 3 

平.29.8.20 ゴマクサ観察会(逆池) 藤井 俊夫 20 7 

平.29.8.20 ジオラマをつくろう 海や川へん 大平 和弘 20 15 

平.29.8.20 お見せします人博のレガシー 5XGo 第 4 回生物系（鳥類）収蔵庫ツアー 布野 隆之 20 11 

平.29.8.21 ユース昆虫研究室（全 12 回-5） 八木 剛 15 10 

平.29.8.21 ユース昆虫研究室（全 12 回-5） 八木 剛 15 11 

平.29.8.21 ユース昆虫研究室（全 12 回-5） 八木 剛 15 11 

平.29.8.21 ユース昆虫研究室（全 12 回-5） 八木 剛 15 11 

平.29.8.24 石ころをしらべよう④ 古谷 裕 3 3 

平.29.8.26 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 海岸と河辺 ウンラン・フジバカマ 黒田 有寿茂 20 11 

平.29.8.26 ピカピカ泥だんごをつくろう！ 赤澤 宏樹 50 26 

平.29.8.27 あわじの植物、標本づくり（全 3 回-3） 高橋 晃 20 8 

平.29.9.2 植物画を描こう（全２回-1） 高橋 晃 20 16 

平.29.9.2 植物の新しい分類方法～形態の違いベースから進化の歴史ベースへ 大谷 雅人 15 19 

平.29.9.2 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」 
30 27 

平.29.9.3 植物画を描こう（全２回-2） 高橋 晃 20 13 

平.29.9.3 火山灰を調べる：上級編（全 6 回-2） 加藤 茂弘 10 6 

平.29.9.6 蚊を調べる 山内 健生 15 3 

平.29.9.8 海岸の植物 黒田 有寿茂 10 44 

平.29.9.10 タヌキマメ観察会 藤井 俊夫 20 9 

平.29.9.10 石ころクラブ勉強会（全９回-4） 石ころクラブ 25 10 

平.29.9.16 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 水田とため池 ミズアオイ 藤井 俊夫 20 6 

平.29.9.20 里地・里山で身近な植物を観察しよう 秋編 黒田 有寿茂 20 22 

平.29.9.22 「タカの渡り」観察会 布野 隆之 15 6 

平.29.9.22 下部白亜系篠山層群から発見されている脊椎動物化石 池田 忠広 10 41 

平.29.9.23 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（初秋）  小舘 誓治 20 9 

平.29.9.23 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回-1） アピス同好会 20 6 

平.29.9.23 文化と自然の出会い 秋の鳴く虫観察会 
鳴く虫研究会「きん

ひばり」 
20 2 

平.29.9.24 
お見せします人博のレガシー 5XGo 第5回液浸系（魚類・水生昆虫）収蔵

庫ツアー 
高橋 鉄美 20 5 

平.29.9.27 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 10 

平.29.9.28 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 12 

平.29.9.30 赤穂市有年のシダ植物を見る 鈴木 武 20 12 

平.29.10.5 マダニの観察  山内 健生 15 12 

平.29.10.8 ひとはく 25 周年スペシャル企画「シダの楽（学）習」 岩槻 邦男 20 21 

平.29.10.8 自然のだまし方教えますー擬態の生物学・進化生物学編 橋本 佳明 10 9 

平.29.10.9 三田市下田中のシダを見る 鈴木 武 20 16 

平.29.10.9 石ころクラブ勉強会（全９回-5） 石ころクラブ 25 15 

平.29.10.12 秋のキノコ観察１ 秋山 弘之 15 5 

平.29.10.14 ため池の植物観察会(鴨池) 藤井 俊夫 20 10 

平.29.10.14 住吉川で藻類ウォッチング（全 2 回-1） 佐藤 裕司 15 6 

平.29.10.14 都市の歩き方・名所編 明石界隈（明石市大蔵・本町）界隈を歩く 田原 直樹 10 17 

平.29.10.14 
石を使って水辺の生き物の隠れ家をつくろう～第 6 回みんなで取り組む武

庫川づくり交流会～ 
三橋 弘宗 50 33 

平.29.10.15 ユース昆虫研究室（全 12 回-7） 八木 剛 15 8 

平.29.10.15 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 照葉樹林 イスノキ 石田 弘明 20 5 

平.29.10.15 住吉川で藻類ウォッチング 佐藤 裕司 15 5 

平.29.10.19 タネから育てる希少山野草 希少植物研究会 25 8 

平.29.10.21 火山灰を調べる：上級編（全 6 回-3） 加藤 茂弘 10 6 

平.29.10.21 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回-2） アピス同好会 20 5 
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平.29.10.21 プラスティック封入標本をつくろう 三橋 弘宗 20 23 

平.29.10.22 火山灰を調べる：上級編（全 6 回-4） 加藤 茂弘 10 6 

平.29.10.27 キノコのすべて 秋山 弘之 10 44 

平.29.10.28 秋のキノコ観察２ 秋山 弘之 20 19 

平.29.10.29 お見せします人博のレガシー 5XGo 第 6 回生物系（植物）収蔵庫ツアー 高野 温子 20 3 

          
平.29.11.11 料理&うんちく ＤＥ 地域再発見「三田牛」 藤本 真里 20 17 

平.29.11.12 矮生（わいせい）植物観察会 藤井 俊夫 20 8 

平.29.11.12 ユース昆虫研究室（全 12 回-8） 八木 剛 15 7 

平.29.11.19 火山灰を調べる：上級編（全 6 回-5） 加藤 茂弘 10 4 

平.29.11.19 大型脊椎動物の骨格構成と部位名称 三枝 春生 30 25 

平.29.11.19 
お見せします人博のレガシー 5XGo 第 7 回種子系（植物種子）収蔵庫ツ

アー 
石田 弘明 20 6 

平.29.11.23 石ころクラブ勉強会（全９回-6） 石ころクラブ 25 8 

平.29.11.24 霊長類学が描くヒトの姿―〈ことば〉の不思議― 三谷 雅純 10 41 

平.29.11.25 芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（晩秋） 小舘 誓治 20 11 

平.29.11.25 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回-3） アピス同好会 20 6 

平.29.11.25 化石で見つかる針葉樹の観察会 半田 久美子 20 3 

平.29.11.26 ひょうごの針葉樹 黒田 有寿茂 50 15 

平.29.11.26 ジオラマをつくろう 森や林へん 大平 和弘 20 5 

          

平.29.12.2 カヤツリグサ科勉強会 藤井 俊夫 20 10 

平.29.12.9 生態学基礎講座（全２回-1） 三橋 弘宗 20 12 

平.29.12.10 生態学基礎講座（全２回-2） 三橋 弘宗 20 10 

平.29.12.10 ユース昆虫研究室（全 12 回-9） 八木 剛 15 7 

平.29.12.10 むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと ２０１７ 三谷 雅純 20 4 

平.29.12.17 火山灰を調べる：上級編（全 6 回-6） 加藤 茂弘 10 4 

平.29.12.17 お見せします人博のレガシー 5XGo 第 8 回生物系（昆虫）収蔵庫ツアー 橋本 佳明 20 6 

平.29.12.23 愛蜂家基礎講座・初級（全 4 回-4） アピス同好会 20 6 

平.29.12.24 石ころクラブ勉強会（全９回-7） 石ころクラブ 25 12 

          

平.30.1.8 石ころクラブ勉強会（全９回-8） 石ころクラブ 25 11 

平.30.1.12 霊長類学が描くヒトの姿―象徴性と文化行動― 三谷 雅純 － 42 

平.30.1.13 都市の歩き方・番外編 1 月 13 日（土） 田原 直樹 20 23 

平.30.1.13 お酒をつくるカビと酵母のはなし 細矢 剛 40 58 

平.30.1.14 ユース昆虫研究室（全 12 回-10） 八木 剛 15 7 

平.30.1.14 都市の歩き方・番外編 1 月 14 日（日） 田原 直樹 20 19 

平.30.1.20 お酒の薀蓄 －酒米編－ 副島 顕子 30 70 

平.30.1.21 酒造りに欠かせない水を育んだ地形地質 加藤 茂弘 20 41 

平.30.1.27  「まちかど博物館のつくりかた」 坂本 昇 10 67 

          

平.30.2.10 石ころクラブ勉強会（全９回-9） 石ころクラブ 25 9 

平.30.2.15 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 

平.30.2.17 コンニャク玉づくり 人と自然の会 20 13 

平.30.2.18 ユース昆虫研究室（全 12 回-11） 八木 剛 15 6 

平.30.2.18 お見せします人博のレガシー 5XGo 第 9 回収蔵庫ツアー総括編 橋本 佳明 30 4 

平.30.2.18 
県政 150 周年記念 人と自然の博物館＆県立大学自然・環境科学研究所 

25 周年記念フォーラム「日本の恐竜時代を探る！」 

三枝春生, 池田忠

広, 真鍋 真, 小林

快次, 山田敏弘,  

柴田正輝 

30 316 

          

平.30.3.11 小さな化石で見る生きものの進化 古谷 裕, run♪run♪

 半  
12 7 

平.30.3.18 丹波で地層を見る 古谷 裕 9 8 

平.30.3.21 ユース昆虫研究室（全 12 回-12） 八木 剛 15 10 

平.30.3.24 ジーンファーム見学会－講義と観察－ 夏緑林 ミスミソウ 藤井 俊夫 20 6 

          

 
 
※計画 221講座のうち、実施は 202講座、未実施は 19講座 
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企画展等一覧（平成29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】

期間 タイトル 展示場所 担当者

2017.10.7～2018.1.8 収蔵資料展「ひょうごの針葉樹」 2階ひとはく多様性フロア 黒田有寿茂

2018.1.13～1.28
日本酒の自然誌 Where culture meets nature～日本文化を
育んだ自然～

伊丹市立伊丹郷町館 三橋弘宗・布野隆之

2018.2.11～4.22
開館25周年記念、国際共同特別展示・研究成果報告展「最
古の石器とハンドアックス―デザインの始まり」

4階ひとはくサロン 加藤茂弘

【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

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

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 三橋弘宗

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 菊池直樹

2017.6.3～7.2
ひとはく研究員いちおしの25選（初夏の部）「高校生が選ぶ
六甲山のキノコ25選」

4階ひとはくサロン 三橋弘宗

2017.6.3～7.2
ひとはく研究員いちおしの25選（初夏の部）「黒崎先生が選
ぶ、拡大して眺める頌栄標本25選」

3階オープンギャラリー 高野温子

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「これってアリ？橋
本研究員が選ぶアリに化けるクモ写真25選」

3階オープンギャラリー 橋本佳明

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「こわい？かわい
い？？ ひょうごの妖怪25選」

4階ひとはくサロンほか 大平和弘

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「フロアスタッフの
おしごと25選」

4階ひとはくサロン 上田雄一郎

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「古谷研究員が選
ぶ小さな化石がみつかった学校・児童館・幼稚園25選」

2階ひとはく多様性フロア 古谷裕

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「高橋研究員が選
ぶ花25選―美しい色と形」

2階ひとはく多様性フロア 高橋晃

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「高橋研究員が選
ぶ木材組織25選―ミクロの美デザイン」

2階ひとはく多様性フロア 高橋晃

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「山内研究員が選
ぶ衛生動物25選」

2階ひとはく多様性フロア 山内健生

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「植物の『○○でか
お』って、どんなかお？」

4階ひとはくサロン 小舘誓治･高橋晃

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「藤井研究員が選
ぶ兵庫の外来植物25選」

2階ひとはく多様性フロア 藤井俊夫

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「藤井研究員が選
ぶ兵庫の湿生カヤツリグサ25選」

2階ひとはく多様性フロア 藤井俊夫

2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「藤井研究員が選
ぶ兵庫の水草25選」

2階ひとはく多様性フロア 藤井俊夫
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2017.7.15～9.10
ひとはく研究員のいちおし25選（夏の部）「和田研究員が選
ぶ兵庫のイカ・タコ類25選」

4階ひとはくサロン 和田年史

2017.9.16～10.1 関西の活かしたい自然エリア 3階オープンギャラリー 橋本佳延

2017.9.23～10.1 みんなで取り組む総合治水展 4階ひとはくサロン 三橋弘宗

2017.9.23～10.3 三田市立中学校　理科自由研究作品展 4階ひとはくサロン 上田雄一郎

2017.10.7～2018.1.8
ひとはく研究員のいちおし25選（秋の部）「ボタニカルアート
でみる日本の固有植物25選」

3階オープンギャラリー 橋本佳延

2017.10.7～2018.1.8
ひとはく研究員のいちおし25選（秋の部）「岩槻名誉館長が
選ぶシダ25選」

4階ひとはくサロン 半田久美子

2017.10.7～2018.1.8
ひとはく研究員のいちおし25選（秋の部）「中瀬館長が選ぶ"
にわ"25選」

4階ひとはくサロン 中瀬勲

2018.2.11～4.22
ひとはく研究員のいちおし25選（冬の部）「エチオピア調査写
真25選」

3階オープンギャラリー 加藤茂弘

2018.2.11～5.25 六甲山のキノコ展2018～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 三橋弘宗

2018.2.12～4.8 淡路島のモササウルス類 3階展示室 三枝春生

【資料・トピックス展示】

期間 タイトル 展示場所 担当者

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

2017.4.29～7.9 海を渡った日本庭園 3階トピックスコーナー 赤澤宏樹

2017.7.1～2018.1.8 緊急速報展「ヒアリとアカカミアリ」 4階ひとはくサロン 橋本佳明

2017.7.15～10.15 ブリキのカメ展－カメの玩具にあらわれる外来種の影響 3階トピックスコーナー 太田英利

2017.10.28～2018.1.8 北但層群産の魚類化石群標本 3階トピックスコーナー 三枝春生

2018.2.11～4.8
緊急速報展「トンネルから見つかった恐竜－篠山層群の角
竜類－」

3階展示室 三枝春生
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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 30日～ 

６月２日 

(春前期) 

宝塚市立西谷中学校 

丹波市立狭間中学校 

三田市立けやき台中学校 

三田市立藍中学校 

三田市立上野台中学校 

１ 

２ 

２ 

１ 

１ 

地球科学 

生物資源 

生態研究 

生涯学習課 

６月６日～  

６月９日 

(春後期) 

三田市立長坂中学校 

三田市立ゆりのき台中学校 

三田市立八景中学校 

三田市立富士中学校 

神戸市立有馬中学校 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

環境計画 

コミュニケーションデザイン 

系統分類 

生涯学習課 

11 月７日〜 

11月 10日 

(秋期) 

神戸市立有野中学校 

神戸市立北神戸中学校 

神戸市立有野北中学校 

２ 

２ 

２ 

生態研究 

生物資源 

コミュニケーションデザイン 

生涯学習課 

【県庁インターンシップ】 

期  間 学 校 名 人数 担当研究部課室名 
８月 21日～25日 宝塚北高等学校 

篠山鳳鳴高等学校 
篠山東雲高等学校 

１ 
１ 
１ 

地球科学、環境計画、 
系統分類、生涯学習課、

総務課 
 

 

 

【博物館実習】 

７月 30日(日)～８月 20日(日)の内 10日間 

 
 
 
 
 

  神戸学院大学 

  神戸女子大学 

  宝塚大学 

  近畿大学 

  同志社大学 

  京都大学大学院 

   

２名 

３名 

１名 

１名 

２名 

１名 

 

   首都大学東京 

東京農業大学 

鳥取大学 

岡山理科大学 

南九州大学 

放送大学 

 

（以上 12 大学 19 名） 

１名 

１名 

１名 

２名 

３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２０講座を実施し、４４３名が参加した。 

月/日(曜) 講座名 講師 参加者数 

7/31(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 ２４ 

遊びを通して学ぶ「地震と活断層の科学」 加藤 茂弘 ３８ 

石ころから学ぼう！ 古谷  裕 ３０ 

生徒に魅力が伝わる「イカの解剖実習」 和田 年史 ２８ 

8/1(火) 

身近な自然の観察 
野生生物を 

調査研究する会 
２４ 

理科「大地のつくり」の授業を考える 佐藤 裕司 ２５ 

授業で使える植物化石 半田 久美子 １１ 

障がいのある子どもが感じていること 三谷 雅純 １３ 

8/2(水) 

宇宙と水中の世界を知る 
野生生物を 

調査研究する会 
１１ 

丹波の地層と化石 古谷 裕 １８ 

ひょうごの森と身近な樹木 黒田 有寿茂 ２０ 

「教科書に出ている植物」を学ぶ 高野 温子 ３３ 

8/3(木) 

昆虫好きの児童を育てる単元計画 
八木 剛， 

上田 雄一郎 
１４ 

森の土の基礎を学ぶ 小舘 誓治 １０ 

シダの前葉体の栽培に挑戦 鈴木 武 ８ 

牛乳パックでカメラを 

つくって撮影しよう 
赤澤 宏樹 １０ 

8/4(金) 

川の水生昆虫調べと授業への活用 三橋 弘宗 １３ 

ピカピカ泥だんごの作り方 赤澤 宏樹 ５６ 

季節や行事に合わせた 

簡単で楽しい工作 

フロアスタッフ， 

上田 雄一郎 
４５ 

デンデンムシとダンゴムシ」 鈴木 武 １２ 
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来館一般団体一覧 

県内からの来館：280 団体 

県外からの来館： 77 団体      合計 357 団体 

    
団体名 所在市町 

 
上ノ町町内会 加古川市 

■■県内■■２８０件  
 

二屋ほのぼのサロン 加古川市 

井野原子ども会 たつの市 
 

在田地区民生福祉委員会 加西市 

神戸北山子ども会 たつの市 
 

加西市環境課 加西市 

山津屋バンビ子ども会 たつの市 
 

放課後等デイサービス かけはし 加西市 

土師子ども会 たつの市 
 

放課後等デイサービス すてっぷ 加西市 

たつの市いずみ会揖保川支部 たつの市 
 

加東市退職女子教職員会 加東市 

誉田地区老人クラブ たつの市 
 

藪老人クラブ 加東市 

たつのこどもエコクラブ たつの市 
 

加東市立滝野南小学校 5 年生 PTCA 活動 加東市 

放課後等デイサービス フューチャー芦屋 芦屋市 
 

新定老人クラブ 加東市 

芦屋市環境衛生協会 芦屋市 
 

家原子ども会 加東市 

ウォーク四季 伊丹市 
 

ひょうご・ロシアハバロフスク少年少女交流事業 加東市 

北摂福祉研究所 伊丹市 
 

いきいき夢クラブ 加東市 

有岡校区ふれあいバスツアー 伊丹市 
 

加東市高齢者大学 加東市 

伊丹スワンクラブ 伊丹市 
 

中筋一丁目自治会 高砂市 

心音つばさ保育園 伊丹市 
 

さくらこどもセンター 三田市 

ココステージ伊丹 伊丹市 
 

医療福祉センター さくら 三田市 

あんさんぶる 伊丹市 
 

狭間児童クラブ 三田市 

阪神シニアカレッジ(伊丹市) 伊丹市 
 

富士児童クラブ・富士第２児童クラブ 三田市 

レインボー子ども会 伊丹市 
 

武庫児童クラブ 三田市 

社福いたみ杉の子シーズゆう 伊丹市 
 

弥生児童クラブ 三田市 

（株）プライマリケア 伊丹市 
 

あかしあ台児童クラブ、あかしあ台第 2 児童クラブ 三田市 

池尻ラッキーズ 伊丹市 
 

皿池湿地 三田市 

いなみの学園園芸学科 加古川市 
 

EE KIDS 三田市 

東平津少年隊 加古川市 
 

医療福祉センター さくら 三田市 

つつじの少年団 加古川市 
 

三田生涯学習カレッジ 三田市 

加古川市 山手寿大学 加古川市 
 

ひょうご北摂ライフ 体験モニターバスツアーＢ 三田市 

坂元少年団 加古川市 
 

金光教三田教会みつばちフォーゲル隊 三田市 

神鋼かこがわ森の会 加古川市 
 

家庭教育学級合同フォーラム 三田市 

陵南公民館障害児（者）家庭教育学級 加古川市 
 

WELnet 三田 ふたば 三田市 

安田少年団 加古川市 
 

つつじが丘児童クラブ 三田市 
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三田市高平児童クラブ 三田市 

 
神戸市シルバーカレッジ 神戸市 

三木市高齢者大学 三木市 
 

横尾スカイウェーブ 神戸市 

三木市中央公民館サマースクール 三木市 
 

コープこうべ生活文化センター 神戸市 

三木市老人クラブ連合会 三木市 
 

神戸祗園少年団 野球部 神戸市 

段子ども会 宍粟市 
 

学校法人加計学園御影インターナショナルこども園 神戸市 

「化石発掘調査」アカデミックキャンプ 篠山市 
 

神戸あゆみの里 神戸市 

放送大学篠山友の会 篠山市 
 

NPO 法人さんぽクラブ 神戸市 

当日グループ 篠山市 
 

生物多様性自治体ネットワーク 神戸市 

多紀児童クラブ 篠山市 
 

プレイスクール 神戸市 

小野市ボーイスカウト 小野市 
 

放課後等デイサービス ジャングルくらぶ 神戸市 

放課後デイサービス つながり 小野市 
 

放課後等デイサービス 神戸ケアエースホーム 神戸市 

粟生町老人クラブ 小野市 
 

西神春日クラブ 神戸市 

放課後等デイサービス フォーリーフ 小野市 
 

神戸市（ヒアリ研修） 神戸市 

放課後等デイサービス フォーリーフ 小野市 
 

北神戸キリスト教会 神戸市 

浜坂水産物中買人会 新温泉町 
 

特別養護老人ホーム サンライフ魚崎 神戸市 

マリアーノみかげ 神戸市 
 

デイサービス なごみの家 神戸市 

放課後等デイサービス 3 丁目あいランド 神戸市 
 

長田庄山ふれあいのまちづくり協議会 神戸市 

須磨区母子福祉たちばな会 神戸市 
 

児童デイサービスジャングルクラブ 神戸市 

マリアーノ六甲道 神戸市 
 

エアボーンスポーツクラブ 神戸市 

フィットネスコミュニティーリックル 神戸市 
 

キンダ―キッズインターナショナルスクール 神戸シー 神戸市 

ガッツクラブ 神戸市 
 

ケアステーション ここあ 神戸市 

白川台むつみ会 神戸市 
 

特定非営利活動法人ライフスペースプロペラ 神戸市 

プレイスクール 神戸市 
 

白百合学園 東灘事業所 神戸市 

三菱電機（株） 神戸市 
 

シニア自然大学校高等科 16 期生：単元 38 神戸市 

北五葉婦人会 神戸市 
 

ひまわり畑 神戸市 

紫陽花会 神戸市 
 

マリアーノ六甲道 神戸市 

神戸市シルバーカレッジ生活環境コース 神戸市 
 

NHK カルチャーセミナー 神戸市 

JICA 神戸市 
 

放課後等デイサービス あおぞら伊川谷 神戸市 

JICA 神戸市 
 

認定こども園ほそだ 神戸市 

学童保育 むぎっ子 神戸市 
 

放課後等デイサービスあおぞら 神戸市 

G ネット 神戸市 
 

日本ボーイスカウト兵庫連盟神戸３１団 神戸市 

放課後等ディサービス シリウス神戸 神戸市 
 

マリアーノ六甲道 神戸市 

ボーイスカウト神戸５４団 神戸市 
 

神戸市立六甲道児童館 神戸市 

放課後などデイサービス ビリーブ 神戸市 
 

西神戸教会 神戸市 

放課後等児童ディサービス ココライト 神戸市 
 

ポピー垂水 神戸市 

清水ヶ丘自治会 神戸市 
 

ポピー垂水 神戸市 

放課後等デイサービスあおぞら 神戸市 
 

星和台民児協 神戸市 

マリアーノ六甲道 神戸市 
 

上野丘学園 神戸市 

港島学童クラブ 神戸市 
 

小規模多機能型居宅介護 こころ 神戸市 

放課後等デイサービスポピー伊川谷 神戸市 
 

小規模多機能型居宅介護 こころ 神戸市 
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小規模多機能型居宅介護 こころ 神戸市 柏歩会 川西市 

小規模多機能型居宅介護 こころ 神戸市 きしゃぽっぽ川西 川西市 

小規模多機能型居宅介護 こころ 神戸市 みらいばな 川西市 

小規模多機能型居宅介護 こころ 神戸市 児童デイサービスぴのっきお 川西市 

小規模多機能型居宅介護 こころ 神戸市 川西市教育相談センター 適応教室 セオリア 川西市 

むにの会 神戸市 児童デイサービスぴのっきお 川西市 

神崎郵政 OB 会 神崎郡 矢問自治会 川西市 

寺家子ども会 神崎郡 NPO 法人ハーモニー 生活介護事業所あったかほーむ 川西市 

フレンズ甲子園・応田町 西宮市 相生子ども里海クラブ 相生市 

放課後等デイサービスはうる 西宮市 山手二丁目子ども会 相生市 

放課後等デイサービスはうる 西宮市 川上旅行会 相生市 

西宮染殿町老人クラブ 西宮市 多可町 みなみ児童館 多可町 

ボーイスカウト西宮７団 西宮市 多可町身体障害者福祉協会 八千代支部 多可町 

社会福祉法人円勝会ドリーム甲子園 西宮市 太子町手をつなごう育成会 太子町 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 平方老人クラブ 太子町 

西宮中央教会日曜学校 西宮市 清風会香良病院デイケア 丹波市 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 犬岡子ども会 丹波市 

放課後デイサービスキッズサポート 西宮市 香良幸生会 丹波市 

放課後等デイサービスはうる 西宮市 淡路市人権教育研究協議会 淡路市 

児童ディサービスだいち 西宮市 光の子どもクリスチャンスクール 猪名川町 

西宮すなご医療福祉センター 西宮市 イオン猪名川チアーズクラブ 猪名川町 

西宮市六軒自治会 西宮市 ガールスカウト 兵庫１７団 猪名川町 

西宮市瓦木校区老人クラブ 西宮市 岡田子ども会 朝来市 

瓦木連合町内会 西宮市 多々良木子ども会 朝来市 

西宮市鳥っこクラブ 西宮市 マックスポーツ武庫川 尼崎市 

メガロつぼみ会 西宮市 東園田町会 尼崎市 

きしゃぽっぽ西宮 西宮市 地域総合センター 水堂 尼崎市 

甲子園口 エココミュニティ会議 西宮市 尼崎市久々知名神子ども会 尼崎市 

名塩ウォーキングクラブ 西宮市 大庄コミュニティルーム運営委員会 尼崎市 

ライオンズ 西宮市 歩こう会 尼崎市 

放課後等デイサービス はっぴい西宮北口 西宮市 東中在家こんわ会 尼崎市 

西脇市婦人共励会 西脇市 立花会 尼崎市 

西脇市教育委員会 西脇市 園田会 尼崎市 

黒田庄子ども園 西脇市 桜蔭会兵庫支部歩こう会 尼崎市 

津万くらしの教室 西脇市 放課後等デイサービススポがくひろば パレット 尼崎市 

西脇暮らしの教室 西脇市 播磨町環境保全協議会 播磨町 

梅北地区子ども会 赤穂市 姫路大学教育学部 博物館施設見学 姫路市 

赤穂精華園 保護者会 赤穂市 香呂子ども会 姫路市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 西土井子ども会 姫路市 

児童デイサービスぴのっきお 川西市 トロワジェーム石川 姫路市 
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日笠子ども会 姫路市 

 
北摂里山大学 宝塚市 

姫路好古学園 史学 B 姫路市 
 

High Five Kids English Daycare&school 宝塚市 

姫路児童デイサービス ふれんど 姫路市 
 

バラホーム保育所子ども会 宝塚市 

自閉症協会 姫路市 
 

ＷＩＴＨの会 宝塚市 

西今宿 6 丁目自治会 姫路市 
 

宝塚市立長尾台小学校地域児童育成会 宝塚市 

平松子ども会 姫路市 
 

駅前子ども会 豊岡市 

安志西会自治会 姫路市 
 

NTT-OB 会 豊岡市 

姫路市身体障害者協会肢体部 姫路市 
 

江野子ども会 豊岡市 

第 44 期園芸 B コミュニティひろば 院 1 年 姫路市 
 

久田谷子ども会 豊岡市 

横関子ども会 姫路市 
 

桜通桜美会 豊岡市 

放課後等デイサービス どんぐりひろば 姫路市 
 

エールサポートクラブ 明石市 

加治谷・亀坪子ども会 福崎町 
 

明石市立魚住小学校親子会 明石市 

西光寺子ども会 福崎町 
 

大久保児童クラブ 明石市 

アキタケ診療所 福崎町 
 

明石市立西八木厚生館 明石市 

アキタケ診療所 福崎町 
 

鳥羽厚生館 明石市 

田尻子ども会 福崎町 
 

朝霧自治会 明石市 

田尻子ども会 福崎町 
 

松が丘校区まちづくり協議会 明石市 

井ノ口子ども会 福崎町 
 

関宮子ども園 保護者会 養父市 

金光教福崎少年少女会 福崎町 
 

万年会 養父市 

神谷子ども会 福崎町 
 

養父市高柳区長会 養父市 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 
   

ボーイスカウト宝塚第１団 宝塚市 
 

■■県外■■ ７７ 
 

五月会老人クラブ 宝塚市 
 

倉敷市障害児学級親の会 岡山県 

北摂里山博物館運営協議会 宝塚市 
 

南本堀子ども会 京都府 

末成スターズ 宝塚市 
 

株式会社丹後ハイテック 京都府 

宝塚市立丸橋小学校地域児童育成会 宝塚市 
 

福知山市丘児童センター 京都府 

安倉里ノ坊キングス 宝塚市 
 

京都市大原野の杜 京都府 

宝塚市エコバスツアー 宝塚市 
 

峰山乳児院付設幼児寮 京都府 

放課後等デイサービスさくらんぼ仁川 宝塚市 
 

京丹市老連 網野女性部 京都府 

宝塚ココステージ 宝塚市 
 

京都府立宮津高等学校 京都府 

北摂里山大学 宝塚市 
 

久御山町ゆうホール 京都府 

宝塚市子ども政策課 宝塚市 
 

放課後等デイサービス フルール 京都府 

高司自治会 宝塚市 
 

NHK 文化センター高松 香川県 

宝塚市上中筋寿会 宝塚市 
 

ロビンクラブ×shosapo 大阪府 

宝塚市立老人福祉ｾﾝﾀｰフレミラ環境自然コース 宝塚市 
 

丹波黒枝豆収穫体験ツアー 大阪府 

放課後等デイサービス ファイン 宝塚市 
 

NPO 法人大阪シニア自然カレッジ 大阪府 

丸橋老人クラブ 宝塚市 
 

さわやかかい 大阪府 

にじ 宝塚市 
 

シニア自然大学高等科 ７期 大阪府 

売布小学校区町づくり協議会 宝塚市 
 

竹の子剣道クラブ 大阪府 

ラ・ビスタ宝塚団地自治会 宝塚市 
 

ＪＳＳ茨城中央スイミングスクール 大阪府 
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JICE 日本国際協力センター 関西支所 大阪府 

 
大阪府高齢者大学同窓会 旭 大阪府 

高槻市老人クラブ 大阪府 
 

大東環境みどり会 大阪府 

高槻市緑化推進連絡会 大阪府 
 

きらく会 大阪府 

里環境の会 OPU 大阪府 
 

ボーイスカウト大阪池田 大阪府 

四条畷市商工会 大阪府 
 

四天王寺太子学園 大阪府 

ＪＲ労組北河内西部支部寝屋川分会 大阪府 
 

ヘルパーステーション優 大阪府 

マックスポーツ緑地公園 大阪府 
 

大窪子供会 大阪府 

ＳＤＡ大阪センター教会 家庭会 大阪府 
 

ジオ千里桃山台シルバー会 大阪府 

鉱物クラブ（吹田市） 大阪府 
 

豊中のぞみ会 大阪府 

吹田市人権啓発推進協議会 大阪府 
 

有限会社豊中駅前まちづくり会社 大阪府 

吹田市立博物館 大阪府 
 

豊中市教育委員会 青年の家いぶき 大阪府 

NPO 法人障害児童見守りの場 わかば 大阪府 
 

豊能町教科教育研究会 大阪府 

いずみの保育園 大阪府 
 

曽根南之町子ども会 大阪府 

ＮＰＯ法人シニア自然大学緑組 大阪府 
 

塩田親睦会 鳥取県 

NPO 法人シニア自然大学校 大阪府 
 

GBIF ワークショップ 東京都 

音色つばさ保育園 大阪府 
 

下町老人クラブ 奈良県 

シニア自然大学校はばたき 大阪府 
 

天五幹部会 奈良県 

英風保育園 大阪府 
 

福井県大野市教育委員会文化財保護室 福井県 

関西広域連合 大阪府 
 

むかわ町農業委員会 北海道 

関西広域連合 大阪府 
   

シニア自然大学 大阪府 
   

関西広域連合 大阪府 
   

いいな三風会 大阪府 
   

ＮＰＯ法人 大阪盲ろう者友の会 大阪府 
   

大阪府北野高校卒業生 大阪府 
   

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 
   

地域と共に生きる教育で生活をすすめる会 大阪府 
   

野田クラブ 大阪府 
   

三西長寿会 大阪府 
   

シニア自然大学校「星組」 大阪府 
   

西住ノ江 2 丁目中町会 大阪府 
   

日本オーチス・エレベーター（株）近畿支店 大阪府 
   

オーヨー株式会社 大阪府 
   

スーパーダンス 大阪府 
   

酉島 6 丁目自治会 大阪府 
   

大宮 9 町会子ども会 大阪府 
   

友永会 大阪府 
   

十八条友愛会 大阪府 
   

花博協会 大阪府 
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来館学校団体一覧 

■■県内■■ 
   

〈保育園・幼稚園〉４９ 
   

はなみずき保育園 宝塚市 
 

群華幼稚園 神戸市 

光の子保育園 三田市 
 

神津こども園 伊丹市 

若草保育園 三田市 
 

宝塚市立長尾幼稚園 宝塚市 

なかよしキッズ 神戸市 
 

すみれ幼稚園 宝塚市 

キッズポート保育園 三田市 
 

三木市立よかわ認定子ども園 三木市 

八木保育園 姫路市 
 

さんだのもり保育園 三田市 

伊丹市立こばと保育所 伊丹市 
 

新清和台幼稚園 川西市 

伊丹市立ひかり保育園 伊丹市 
 

親和女子大学附属親和幼稚園 年長児 三田市 

伊丹市立荻野保育所 伊丹市 
 

北摂第一幼稚園 三田市 

伊丹市立桜台保育所 伊丹市 
 

親和女子大学附属親和幼稚園 年長児 三田市 

伊丹市立西保育所 伊丹市 
 

やよい幼稚園 三田市 

伊丹市立中央保育所 伊丹市 
 

北摂学園幼稚園 三田市 

伊丹市立北保育所 伊丹市 
 

神戸市立長尾幼稚園 神戸市 

園田愛児園 尼崎市 
 

北摂中央幼稚園 三田市 

エミール保育園 加古川市 
 

三田市立小野幼稚園 三田市 

神視保育園 神戸市 
 

ひよどり台幼稚園 神戸市 

西宮市立北夙川保育所 西宮市 
 

〈小学校〉１３０ 

三木市立上の丸保育園 三木市 
 

宝塚市立長尾南小学校 宝塚市 

市場保育園 ぞう組 小野市 
 

伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市 

一宮ひかり保育所 宍粟市 
 

伊丹市立神津小学校 伊丹市 

はなみずき保育園 宝塚市 
 

加東市立三草小学校 加東市 

ふじ幼稚園 三田市 
 

神戸市立春日台小学校 神戸市 

篠山市立大山幼稚園 篠山市 
 

宝塚市立小浜小学校 宝塚市 

宝塚市立末成幼稚園 宝塚市 
 

宝塚市立長尾台小学校 宝塚市 

高羽美賀多幼稚園・高羽幼稚園 神戸市 
 

伊丹市立池尻小学校 伊丹市 

神戸海星女子学院マリア幼稚園 西宮市 
 

宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 

高丸幼稚園 神戸市 
 

伊丹市立桜台小学校 伊丹市 

西舞子幼稚園 神戸市 
 

伊丹市立鈴原小学校 伊丹市 

たちえ幼稚園 神戸市 
 

伊丹市立稲野小学校 伊丹市 

鶴甲幼稚園 神戸市 
 

伊丹市立南小学校 伊丹市 

正英幼稚園 神戸市 
 

伊丹市立伊丹小学校 伊丹市 

宝塚南口幼稚園 宝塚市 
 

伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市 

幼保連携型認定子ども園心の森 神戸市 伊丹市立笹原小学校 伊丹市 
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朝来市立梁瀬小学校 朝来市 
 

芦屋市立岩園小学校 芦屋市 

西宮市立名塩小学校 西宮市 
 

尼崎市立成徳小学校 尼崎市 

尼崎市立浜小学校 尼崎市 
 

朝来市糸井小学校 朝来市 

伊丹市立緑丘小学校 伊丹市 
 

高砂市立阿弥陀小学校 高砂市 

伊丹市立摂陽小学校 伊丹市 
 

高砂市立荒井小学校 高砂市 

姫路市立糸引小学校 姫路市 
 

三田市立弥生小学校 三田市 

伊丹市立有岡小学校 伊丹市 
 

神戸市立井吹東小学校 神戸市 

加東市立福田小学校 加東市 
 

高砂市立北浜小学校 高砂市 

宝塚市立西山小学校 宝塚市 
 

丹波市立黒井小学校 丹波市 

三田市立富士小学校 三田市 
 

稲美町立天満東小学校 稲美町 

神戸市立いぶき明生支援学校 神戸市 
 

稲美町立加古小学校 稲美町 

稲美町立特別支援学級交流バスツアー 稲美町 高砂市立米田小学校 高砂市 

神戸市立唐櫃小学校 神戸市 
 

神戸市立いぶき明生支援学校 神戸市 

小野市立小野東小学校 小野市 
 

神戸市立有野小学校 神戸市 

神戸市立大池小学校 神戸市 
 

神戸中華同文学校 神戸市 

伊丹市立鴻池小学校 伊丹市 
 

篠山市立岡野小学校 篠山市 

伊丹市立天神川小学校 伊丹市 
 

神戸市立櫨谷小学校 神戸市 

明石市立人丸小学校 明石市 
 

猪名川町立白金小学校 猪名川町 

伊丹市立花里小学校 伊丹市 
 

西宮市立段上西小学校 西宮市 

加東市立滝野東小学校 加東市 
 

丹波市立西小学校 丹波市 

尼崎市立成文小学校 尼崎市 
 

川西市立桜が丘小学校 川西市 

明石市立朝霧小学校 明石市 
 

宝塚市立長尾台小学校 宝塚市 

姫路市立城西小学校 姫路市 
 

三田市立藍・つつじが丘小学校 三田市 

西宮市立生瀬小学校 西宮市 
 

姫路市立増位小学校 姫路市 

猪名川町立楊津小学校 猪名川町 神戸市立小束山小学校 神戸市 

マリスト国際学校 神戸市 
 

播磨町立播磨南小学校 播磨町 

西脇市立芳田小学校 西脇市 
 

甲南小学校 神戸市 

明石市立山手小学校 明石市 
 

川西市立桜が丘小学校 川西市 

猪名川町立猪名川小学校 猪名川町 芦屋市立宮川小学校 芦屋市 

宝塚市立安倉北小学校 宝塚市 
 

芦屋市立打出浜小学校 芦屋市 

わくわくアクト 神戸市 
 

加西市立賀茂小学校 加西市 

加古川市立平岡東小学校 加古川市 
 

姫路市立城東小学校 姫路市 

小野市立市場小学校 小野市 
 

姫路市立中寺小学校 姫路市 

姫路市立余部小学校 姫路市 
 

神戸大学附属小学校 神戸市 

川西市立陽明小学校 川西市 
 

三木市立三樹小学校 三木市 

稲美町立天満小学校 稲美町 三木市立上吉川小学校 三木市 

明石市立松が丘小学校 明石市 
 

加古川市立川西小学校 加古川市 

明石市立江井島小学校 明石市 
 

小野市立来住小学校 小野市 
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神戸市立舞多聞小学校 神戸市 〈中学校〉５０ 

小野市立河合小学校 小野市 
 

報徳学園中学校 西宮市 

川西市立多田東小学校 川西市 
 

甲陽学院中学校 西宮市 

神戸市立夢野の丘小学校 神戸市 
 

兵庫県立大学附属中学校 上郡町 

尼崎市立武庫小学校 尼崎市 
 

淳心学院中学校 姫路市 

三田市立狭間小学校 三田市 
 

兵庫教育大学附属中学校 加東市 

姫路市立峰相小学校 姫路市 
 

西播朝鮮初中級学校 姫路市 

小野市立大部小学校 小野市 
 

神戸朝鮮初中級学校 神戸市 

小野市立大部小学校 4 年生 小野市 
 

神戸市立神戸生田中学校 神戸市 

西宮市立用海小学校 西宮市 
 

神戸市立福田中学校 神戸市 

猪名川町立大島小学校 猪名川町 香美町立村岡中学校 香美町 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市 
 

朝来市立生野中学校 朝来市 

篠山市立今田小学校 篠山市 
 

朝来市立朝来中学校 朝来市 

加古川市立鳩里小学校 加古川市 
 

朝来市立和田山中学校 朝来市 

三田市立ゆりのき台小学校 三田市 
 

豊岡市立竹野中学校 豊岡市 

神戸市立神出小学校 神戸市 
 

養父市立大屋中学校 養父市 

川西市立川西北小学校 川西市 
 

香美町立香住第一中学校 香美町 

神戸市立西山小学校 神戸市 
 

猪名川町立中谷中学校 猪名川町 

尼崎市立浜小学校 尼崎市 
 

猪名川町立六瀬中学校 猪名川町 

神戸市立桜が丘小学校 神戸市 
 

豊岡市立出石中学校 豊岡市 

西宮市立広田小学校 西宮市 
 

豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 

神戸市立垂水小学校 神戸市 
 

神戸市立住吉中学校 神戸市 

神戸市立西山小学校 神戸市 
 

小林聖心女子学院中学校 神戸市 

神戸市立丸山ひばり小学校 神戸市 
 

三田市立八景中学校 三田市 

三田市立弥生小学校 三田市 
 

明石市立大久保中学校 情報科学部 明石市 

明石市立高丘西小学校 明石市 
 

南あわじ市立三原中学校 理科部 南あわじ市 

尼崎市立塚口小学校 尼崎市 
 

親和中学校 神戸市 

神戸市立本多聞小学校 神戸市 
 

尼崎市立園田中学校 尼崎市 

福崎町立八千種小学校 福崎町 香美町立香住第二中学校 香美町 

加東市立東条西小学校 加東市 
 

三田市立狭間中学校 三田市 

神戸市立.淡河小学校 神戸市 
 

猪名川町立猪名川中学校 猪名川町 

三田市立あかしあ台小学校 三田市 
 

加古川市立両荘中学校 加古川市 

神戸市立星和台小学校 神戸市 
 

洲本市立洲浜中学校 洲本市 

猪名川町立松尾台小学校 猪名川町 多可町立加美中学校 多可町 

神戸市立魚崎小学校 神戸市 
 

三田市立狭間中学校 三田市 

三田市立広野小学校 三田市 
 

たつの市立揖保川中学校 たつの市 

神戸市立八多小学校 神戸市 
 

たつの市立龍野東中学校 たつの市 

神戸市立いぶき明生支援学校 神戸市 
 

加古川市立別府中学校 加古川市 
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生野学園中学校 朝来市 〈大学〉７ 

神戸市立神陵台中学校 神戸市 流通科学大学 神戸市 

神戸市立大原中学校 神戸市 兵庫教育大学 加東市 

神戸市立垂水東中学校 神戸市 兵庫教育大学 加東市 

神戸大学附属中等教育学校 神戸市 甲南大学 神戸市 

神戸市立筒井台中学校 神戸市 甲南大学 神戸市 

灘中学校 神戸市 関西学院大学総合政策学部 吉野ゼミ 三田市 

滝川第二中学校 神戸市 関西学院大学総合政策学部 三田市 

神戸市立西落合中学校 神戸市 

神戸市立大池中学校 神戸市 〈特別支援学校〉６ 

丹波市立市島中学校 丹波市 県立上野ヶ原特別支援学校 三田市 

丹波市立春日中学校 丹波市 県立上野ヶ原特別支援学校 三田市 

川西市立川西中学校 川西市 県立高等特別支援学校 三田市 

県立阪神特別支援学校中学部 西宮市 

〈高等学校〉２１ 県立阪神特別支援学校中学部 西宮市 

県立宝塚北高等学校 宝塚市 神戸市立青陽須磨支援学校 神戸市 

県立神出学園 神戸市 

クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 ■■県外■■ 

県立宝塚北高等学校 宝塚市 〈小学校〉１８ 

クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 追手門学院小学校 大阪府 

県立篠山東雲高等学校 篠山市 大阪府茨木市立彩都西小学校 大阪府 

神戸市立須磨翔風高等学校 神戸市 大阪府高槻市立南平台小学校 大阪府 

県立尼崎北高等学校 尼崎市 高槻市立阿武野小学校 大阪府 

県立北摂三田高等学校 三田市 高槻市立南大冠小学校 大阪府 

県立北須磨高等学校サイエンスクラブ 神戸市 高槻市立阿武山小学校 大阪府 

神戸市立六甲アイランド高等学校 自然科学部 神戸市 高槻市立北清水小学校 大阪府 

県立三田祥雲館高等学校 三田市 高槻市立清水小学校 大阪府 

県立三田西陵高等学校 三田市 豊能町立光風台小学校 大阪府 

県立西宮今津高等学校 西宮市 吹田市立東佐井寺小学校 大阪府 

県立加古川東高等学校 加古川市 箕面市立萱野東小学校 大阪府 

県立淡路三原高等学校科学部 南あわじ市 大阪教育大学附属池田小学校 大阪府 

県立舞子高等学校 神戸市 池田市立細郷小学校 大阪府 

クラーク記念国際高等学校三田分室 三田市 能勢町立能勢小学校 大阪府 

県立相生高等学校 相生市 箕面市立彩都の丘小学校 大阪府 

GSC 兵庫ひとはくツアー 兵庫県 茨木市立春日小学校 大阪府 

県立三田祥雲館高等学校 三田市 大阪府茨木市立山手台小学校 大阪府 
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大阪府箕面市立豊川南小学校 大阪府 
  

     
〈中学校〉２ 

   
明星中学校 大阪府 

  
開明中学校 大阪府 

  

     
〈高等学校〉９ 

   
京都府立桃山高等学校 京都府 

  
大阪府立泉北高等学校 大阪府 

   
京都府立綾部高等学校 京都府 

   
香川県立観音寺第一高等学校 香川県 

   
群馬県立高崎高等学校 群馬県 

   
関西大学高等部 大阪府 

  
大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 大阪府 

  
愛媛県立松山南高等学校 愛媛県 

   
香川県立観音寺第一高等学校 香川県 

   

     
〈大学校〉４ 

   
大阪府立大学 大阪府 

   
公立鳥取環境大学 鳥取県 

   
大阪大学 大阪府 

  
愛知教育大学 愛知県 
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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
おおやアート村

公募BIG　LABO!!　大恐竜展 丹波竜等の展示 大屋町
3/11-8/31

3811 協力

2
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」
トリバネアゲハの標本展示 姫路科学館

3/11-4/9
4977 協力

3 三田市(環境衛生課) ｢皿池湿原の守り人」始動式 湿原ボランティアの募集 博物館 4/14 39 協力

4
神戸市教委生委員会市社
会教育部文化財課

神戸市埋蔵文化財センター　平
成29年度春季企画展示「発見！
遺跡の動物たち」

遺跡から発掘された動物の展示
神戸市埋蔵文化財
センター

4/15-5/28 7015 協力

5
人と自然の会　めだかの
学校

めだかの学校 子ども向きのワークショップ 博物館
4/2, 6/4, 8/6,
9/3, 10/1, 12/3

331 共催

6 人と自然の会 パネルシアター 星座や星の解説 博物館
4/2, 5/7, 7/2,
8/6, 10/1, 11/5,
12/3, 3/4

429 共催

7 人と自然の会 ドリームスタジオ 親子向きのワークショップ 博物館

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

437 共催

8 人と自然の会 花工房 押し花でしおりをつくる 博物館

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

691 共催

9 希少植物研究会 山野草の栽培と寄せ植え 山野草の栽培の講習会 博物館 4/20 7 共催

10 アピス同好会 愛蜂家基礎講座・上級(4回） 養蜂家向けの基礎講座 博物館
4/22, 5/27, 6/17,
7/22

28 共催

11 人と自然の会
星・宇宙へのとびら～春の星空
案内～

宇宙や星座に関する講座 博物館
4/29, 6/11, 7/9,
8/13, 10/22,
12/24, 2/18, 3/25

455 共催

12 NPO法人こどもとむしの会
第5回ムシのお話５つ星レストラ
ン

昆虫に関する講座
神戸大学瀧川記念
学術交流館

4/30 300 共催

13 六甲山を活用する会
平成29年度｢六甲山魅力再発見
市民セミナー」

こどもむけ六甲山の観察会 六甲山周辺
4/15, 6/24, 8/19,
10/21

125 協力

14 六甲山を活用する会
2017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

六甲山の自然観察会 六甲山周辺 不定期 0 協力

15 六甲山を活用する会
2017年度夏の｢六甲山子ども
パークレンジャーを目指そう！」

こどもむけ六甲山の観察会 六甲山周辺 8/20 30 協力

16 六甲山を活用する会
2018年度冬の｢六甲山子ども
パークレンジャーを目指そう！」

こどもむけ六甲山の観察会 六甲山周辺 1/21 7 協力

17 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29年4月～平
成30年3月31日の不定期)

六甲山の整備に関する事業 六甲山周辺 不定期 16 協力

18
NPO法人北播磨市民活動
支援センター

「NPO法人北播磨市民活動セン
ター　自然観察サポーターチーム
活動への支援事業」

北播磨地域での自然観察会 小野市周辺 不定期 578 共催

19 コモーレ丹波の森専門店 GWフェア丹波竜と化石展 丹波竜の展示 コモーレ丹波の森 4/15-5/31 1000 共催

20 東お多福山周辺
東お多福山草原生物多様性ガイ
ド養成講座

ガイド養成講座
兵庫県神戸県民セ
ンター

6/17,8/26,10/7,10
/21,11/25,12/2

88 共催

21 石ころクラブ 石ころクラブ勉強会 地質や石に関する勉強会 博物館

5/3, 6/11, 7/17,
9/10, 10/9,
11/23, 12/24,
1/8, 2/10

94 共催

22 人と自然の会 公園を歩いて植物を見よう 公園の植物観察会 博物館 5/5 12 共催

23
神戸大学発達科学部児童
文化研究会

ひとはくミュージアムシアター デジタル紙芝居 博物館 5/7 23 共催

24
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
2017

ヒメボタルの観察 猪名川河川敷 5/19,20 500 共催

25 人と自然の会 タンポポと遊ぼう タンポポの観察会
国営明石顔京公園
神戸地区あいな里
山公園

5/20 21 共催

26 人と自然の会 公園を歩いて植物を見よう 公園の植物観察会 博物館 5/5 4 共催

27 アピス同好会 家族で蜂蜜しぼり5月 蜂蜜絞りの体験講座 博物館 5/27 9 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

28
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 6/10 5 共催

29 アピス同好会 家族で蜂蜜しぼり6月 蜂蜜絞りの体験講座 博物館 6/17 18 共催

30 人と自然の会 コケ玉作り コケを使ってミニチュア盆栽つくり 博物館 6/17 15 共催

31 人と自然の会 コケ玉作り コケを使ってミニチュア盆栽つくり
三田市広野市民セ
ンター

6/30 16 共催

32 希少植物研究会 挿し木で増やす希少植物 希少植物の増殖方法の講習会 博物館 6/29 13 共催

33 ラボーンズ 丹波の恐竜化石発掘セミナー 化石発掘体験教室 博物館
6/18, 7/16, 8/6,
8/13, 9/24,
10/15, 3/25

318 共催

34 兵庫県神戸県民センター 第2回「六甲山コレクション展」 六甲山に関する展示
六甲山自然は保護
センター

6/3-8/13 3847 協力

35 タオル美術館
展覧会「ちんげんさいのタヨウ星
人博覧会～サルトビサスケとタヨ
ウ星人～」

タヨウ星人の絵を用いた展示 タオル美術館 7/3-8/6 3000 協力

36
平成29年度夏季企画展「SHIN昆
虫展」

昆虫標本の展示
島根県立三瓶自然
館

7/15-9/24 54187 協力

37 明石海峡公園 わくわく昆虫フェスタ 昆虫の展示 明石海峡公園 7/8-8/31 25895 協力

38
伊丹市立こども文化科学
館

夏の企画展「びっくり・ドッキリ・科
学あそび～恐竜編PART2～」

恐竜化石の展示
伊丹市立こども文
化科学館

7/8-9/29 22317 協力

39 豊岡市立歴史博物館
第31回ミニ企画展「切手に描か
れたいきもの」

昆虫をモチーフとした切手の展示
豊岡市立歴史博物
館

7/15-9/3 1572 協力

40 奇跡の星の植物館
日・タイ修好130年トロピカルガー
デンショー2017－微笑の国から
のメッセージ

熱帯植物の展示 淡路夢舞台温室 7/15-9/18 28648 協力

41 丹波市
丹波竜化石工房　化石クリーニン
グセミナー＆化石発掘体験道場

化石発掘、クリーニングの実習 ちーたんの館
7/16, 10/1, 11/5
12/23

24 協力

42 大船渡博物館
平成29年度大船渡市立博物館
教育普及事業「おおふなとし しぜ
ん　かわらばん2017」

瓦版の展示 大船渡市立博物館
7/18-8/25、
'10/3-29

612 共催

43 面河山岳博物館
面河山岳博物館第51回特別展
「巨大昆虫・微笑昆虫」

昆虫の展示 面河山岳博物館 7/21-9/3 5278 協力

44 徳島県立博物館
平成29年度企画展「ザ・モンス
ター~海と陸のへんてこ生物たち」

海や陸の変わった生き物の展示 徳島県立博物館 7/22-9/10 25986 協力

45 丹波市 夏季特別展「丹波竜と獣脚類展」 丹波竜の展示 ちーたんの館 7/22-8/31 21000 協力

46 あさご芸術の森美術館
企画展「水中の生き物たち　骨格
標本展」

魚など、水辺の生き物の展示
あさご芸術の森美
術館

7/22-9/3 2324 協力

47
宝塚市立老人福祉セン
ター

イベント「しぜんとあそぼう」事業 自然観察会
宝塚市立老人福祉
センター

7/27 123 共催

48 あさご芸術の森美術館
チャイルドアートキャンプおよび
ワークショップ

自然に関するワークショップ
あさご芸術の森美
術館

7/28-29, 8/4-5 40 協力

49 人と自然の会 藍の生葉染め 藍を使った染色実習 八景中学校 7/27 13 共催

50 人と自然の会 J09藍の生葉染め 藍を使った染色実習 博物館 7/29 11 共催

51 人と自然の会
J10『土星の環も見える天体望遠
鏡を作ろう」

天体望遠鏡づくり 博物館 7/29 19 共催

52 人と自然の会 勾玉作り 勾玉作りの実習 博物館 7/30 76 共催

53
野生生物を調査研究する
会

G05身近な自然の観察 公園などの生物の観察 博物館 8/1 24 共催

54
野生生物を調査研究する
会

G09宇宙と水中の世界を知る 水生動物の観察と抗議 博物館 8/2 11 共催

55 西播磨県民局

JR姫新線イベント列車「むしむし
号」で行くむしとりペナントレース
＆むしむしたいけんin西はりま天
文台公園

親子で昆虫採集体験講座 姫路駅から佐用駅 8/5 81 共催

56 国際花と緑の博覧会協会
コスモスセミナー自然観察教室
2017’’集まれ！生きもの好きな
子どもたち”

昆虫などの自然観察 奥猪名健康の郷 8/9-11 30 共催

57
篠山チルドレンズミュージ
アム

大地とくらし・恐竜化石こどもサ
マーキャンプ＠ちるみゅー

恐竜化石の展示
篠山チルドレンズ
ミュージアム

8/7-8 10 後援

58 神戸県民センター
特別展『あれから50年「六甲山の
災害展」』

六甲山の災害に関する展示 神戸総合庁舎 8/15-27 3303 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

59 三田市環境衛生課
三田市皿池湿原　市天然記念物
指定記念見学

湿原観察会
三田市上相野皿池
湿原

8/19 40 協力

60
日本生態学会生態系管理
専門委員会

2017年度日本生態学会生態系
管理演習社会の理解を広げるた
めの共感力養成講座

シンポジウム 奥池ロッジ 8/18-19 20 協力

61 人と自然の会 しおり・コースター作り コースター作りの実習 人と自然の博物館 8/22 16 共催

62
宝塚市立老人福祉セン
ター

いきいきKidsキャラバンin山本山
手子ども館

子供向けワークショップ 山本山手子ども館 8/23 26 共催

63 弥生が丘自治会 弥生ふるさとまつり 地域のお祭り 弥生小学校周辺 8/26 300 協力

64
鳴く虫研究会「きんひば
り」

小さい子どものための秋の鳴く虫
観察会

鳴く虫の観察会 博物館 9/2 27 共催

65
鳴く虫研究会「きんひば
り」

文化と自然の出会い　秋の鳴く虫
観察会

鳴く虫の観察会 博物館 9/23 2 共催

66 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)

昆虫に関する講座 播磨中央公園 9/16 260 共催

67 人と自然の会 西宮阪急から星に願いを 星に関する講義 西宮阪急 9/17 15 共催

68
筑波大学清明環境系田村
研究室

イベント「光る泥だんごをつくろ
う！」

泥団子を作る実習 人と自然の博物館 9/3 81 共催

69 国立淡路青少年交流の家
「親子チャレンジ（その２）」AWAJI
むしむしキャンプ～親子で虫とり
＆テント泊にちゃれんじ！～

親子で昆虫観察と採集
淡路青少年交流の
家

9/9 99 共催

70 国際花と緑の博覧会協会 鶴見緑地昆虫クエスト大作戦 昆虫観察と採集 鶴見緑地 9/23,24 300 協力

71 人と自然の会 愛蜂家養成講座初級（全４回） ミツバチに関する実習 人と自然の博物館
9/23, 10/21,
11/25, 12/23

17 共催

72 北摂中央幼稚園 昆虫標本展示 昆虫の標本展示 北摂中央幼稚園 10/27-11/07 498 共催

73 人と自然の会 ダチョウの卵のストラップ作り
ダチョウの卵を使ったストラップづ
くり

三田市民センター 10/14 75 共催

74 人と自然の会 蜂蜜絞りの学習と体験 蜂蜜絞りの体験講座 尼崎市西武庫公園 10/21 26 共催

75 人と自然の会 タネから育てる希少山野草 希少山野草の栽培実習 人と自然の博物館 10/19 8 共催

76 相生市市民生活環境課
①ハロウィンナイト、②くらしの生
活展

ハロウィンお祭り 相生市 10/28,11/23 2000 協力

77 尼崎工業高校
尼工祭「祝80!あませつ君のあま
ものづくり展」

尼崎工業高校の学園祭 尼崎工業高校 11/03 1000 協力

78 こどもひかりプロジェクト
ミュージムキッズ！Party2017
ユーススタッフ募集説明会

子供向けの自然観察講習会 博物館 11/5 0 協力

79 神戸市立長尾幼稚園
日歩ケ丘での自然環境体験プロ
グラム「日歩であそぼう！」

子供向けの自然観察会 長尾幼稚園 11/14 78 共催

80 富山県中央植物園 第１１回秋のラン展 ラン等の展示 富山中央植物園 11/17-19 1089 協力

81 丹波市
丹波竜フェスタ2017~恐竜を活か
した連携を考える～

恐竜関連の会議 人と自然の博物館 11/26 250 共催

82 人と自然の会 よく回る花の風車つくり 風車作り 淡路 11/11 94 共催

83 人と自然の会 ドリームスタジオスペシャル 子供向けワークショップ 人と自然の博物館 11/19 691 共催

84 明石海峡公園 あわジオフェスティバル2017 恐竜化石などの展示 明石海峡公園 12/9-1/14 18821 協力

85
兵庫県農政環境部環境創
造局環境政策課

ひょうご環境担い手サミット ボランティアのサミット
兵庫県神戸県民セ
ンター

12/27 300 協力

86 大阪市立自然史博物館
テーマ展示「博物館の学校向け
貸し出し資料」、「博物館の学校
向け貸し出し資料研究会」

貸出資料などの展示
大阪市立自然史博
物館

12/16-1/26 8758 協力

87
日本氷雪学会関東以西支
部

新春特別企画・地域研究員によ
るシモバシラ観察会「あ～らふし
ぎ！　植物シモバシラから氷がの
び～る」

シモバシラの観察会 人と自然の博物館 1/6、7 8 共催

88 人と自然の会
ひとはくのお正月「凧作り」「羽根
つき」「いろんな駒回し」他

子供向けのワークショップ 人と自然の博物館 1/3 218 共催

89 淡路市教育委員会 野島断層普及講演会2018 野島断層に関する講演会 淡路市教育委員会 1/14 100 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

90 ユー・アイ・アソシエーション兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災震災追悼のつどい 伊丹市昆陽池公園 1/16-17 272 協力

91 奇跡の星の植物館 特別展淡路夢舞台ラン展2018 蘭などによる展示 奇跡の星地球館 1/20-3/04 16954 協力

92 希少植物研究会
山野草「花の形・タネの形・成長
の形」

山野草のタネの解説 博物館  2/15 7 共催

93 人と自然の会 J1こんにゃく玉つくり コンニャク作りの実習 博物館 2/17 13 共催

94
東お多福山草原・保全再
生研究会

東お多福山草原保全10周年記念
シンポジウム／日本生態学会近
畿地区会公開講座身近な草原の
魅力～生物多様性を次世代に伝
える民間学の共同のあり方～

草原に関するシンポジウム のじぎく会館 2/17 222 共催

95 人と自然の会 冬鳥と遊ぼう！ 冬鳥と遊ぼう！ 博物館 2/18 83 共催

96 尼崎工業高校 あませつ君の図書館ピクニック
図書館で、自然に親しむワーク
ショップ

尼崎工業高校 2/19,29 210 協力

97
丹波地質恐竜化石フィー
ルドミュージアム推進協議
会

丹波地域恐竜化石フィールド
ミュージアム　スタートアップミー
ティング

恐竜関係の会議 丹波の森公苑 3/4 130 協力

98 尼崎工業高校
創立八十周年記念企画「松帆銅
鐸イベント　淡路古代フェスティバ
ル」

淡路島の歴史的な展示
南淡路市美菜恋来
屋

3/4 200 協力

99 阪神北県民局
地球アトリエ～未来へのメッセー
ジ～

新宮晋による交流会 有馬富士 3/21 194 後援
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フロアサービス実績一覧 
デジタル紙芝居（349 回 のべ 15,257 人） 

丹波の恐竜タンタンものがたり(2,747)  

丹波の恐竜たんたんのひとはくナイトミュージアム(1,656) 

アンモナイト物語(1,690)  スミスネズミと 100年の森(1,396) 

ぷくぷくあわわ～森から川へのくりもの(760)   ころころだんちゃん(904) 

コウちゃんの 60 日間(700)  オランとウーたんのジャングル探検記(1,881) 

ぽこぽこぽこ～森をつなぐ～(354)  タヨウ星人スナ・メリメリの冒険(314) 

くるりん･ひらりん空のたび(735)  たんぽぽレストラン(200)  アリマキのドロップ(159) 

ゆめのつづき(1,473)  ススキ草原のオーケストラ(255) うりんぼのごちそう(33) 

展示室ツアー（270 回 のべ 4,237 人） 

ボルネオジャングル探検ツアー(1,785)   ひょうごの自然じまんツアー(875) 

海の仲間たちツアー(476)   ひょうごのどうぶつ(670)  ひとはく不思議発見ツアー(11) 

３階展示室ダイジェストツアー(187)  ３階ダイジェスト(113)  館内ガイダンス(70) 

展示室ツアー(47)  丹波の恐竜化石ツアー(3) 

フロアスタッフとあそぼう（69 回 のべ 3,077 人）

飛ばそう、ハネフクベ(17)  きょうりゅう骨パズル(35) 

  クリスマス☆モビール(23)  風にのってとぶタネ(59)  はばたけ！コウノトリ(35) 

  ジャングルをつくろう(710)  ペーパークラフト(75)   

  たんぽぽコースター(71)  タンバティタニス・ハット(47)   

アドベントカレンダーづくり(41) 

  ハロウィン★クイリング(26)  ハロウィン★ぱたぱたコウモリ(35) 

  恐竜モビール～丹波竜とその仲間たち～(84)  ひかるいきもの(66)  

ひとはく☆クイズ大会～夏の陣～(76)  ひとはく宝さがしラリー(81)  

 ひまわりモビール(76)  ホタルをつくろう！(71)  川でさかなつり(257)  

 画はくの日(646)  イヌワシをとばそう！～(79)  春のチョウをつくろう！(77)  

 万華鏡(70)  トントン紙ずもう～春場所～(67)   クリスマス☆どうぶつビンゴ(58)  

「飛ぶタネの模型をつくろう」(35) ギフチョウのペーパーバッグ(34)   

光るキノコのしおりをつくろう！（33）アンモナイトのレプリカづくり（31） 

ひょうごの妖怪★たてばんこ(27)  オリジナルキノコのしおりづくり(20) 

モールでジャングルづくり(15) 

ワークショップ（29 回  のべ 5,571 人） 

とっても簡単！化石のレプリカづくり(3,679)  トントン紙ずもう(303) 

ひょうごの妖怪★マグネット(244)  ひょうごの妖怪★缶バッチ(235)   

恐竜ストラップをつくろう(201)  化石のレプリカに色をぬろう！(129) 

150



  ラティラノ★ハット(124)  クリスマス☆スノードーム(105) プラ板づくり(105)   

  アクアリウムをつくろう！(83)  昆虫はんこペーパーバッグ(81)  

ツキノワグマだ！ガォ～(75)  モールでジャングルづくり(73) 

 たてばんこをつくろう！(44) はばたけ！コウノトリ(63)   

フロアスタッフのお仕事紹介(27) 

                                           
ひとはく探検隊（12 回 のべ 888 人） 

 冬のむしとりペナントレース(45) いきものミッケ！(33)  ダンゴムシを探そう(31) 

きのこ GETだぜ！(30)  ひとはくの岩石と鉱物(28)  水辺のいきものを捕ろう！(26)  

海の生きもの探険(23)     冬の鳥を観察しよう！(22)  地学系収蔵庫探検(20) 

『さとやま』の中を歩こう(16) 

                                           
はかせと学ぼう（17 回 のべ 274 人） 

  アンモナイト石けんをつくろう(232)   イヌワシ紙飛行機を飛ばそう！(168)   

  ちっちゃな化石をみつけよう(118)  ちょっと観察、この植物（55）ドングリの観察(40) 

飛ぶタネの観察(54)  わらで紙づくり(46)  立体魚拓にチャレンジ(38)   

ならそう草笛(37) 

楽しい草あそび(36)   ろ過実験コンテスト(37)   妖怪の絵をみてみよう！(27) 

                                         
特注（61 回 のべ 2,590 人） 

2017/4/1～2018/3/31  746回 のべ 29,304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
生態系管理に基づく野生動物由来感染症
対策

日本学術振興会 基盤研究(A) 岡部貴美子（森林総
研・昆虫多様性担当
チーム長）

山内健生 182

2
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発

日本学術振興会 基盤研究（B) 鷲谷いづみ（中央大
学・教授）

大谷雅人 65

3
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・教授）

260

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 13

5
適応放散の分子機構解明に向けたビクト
リア湖沼生物ゲノムの多様性の網羅比較

日本学術振興会 基盤研究（B） 二階堂雅人（東京工
業大学・准教授）

高橋鉄美 59

6
津波撹乱域に新規に出現した希少植物群
の保全遺伝学的研究ー地域固有性の解
明と保全

日本学術振興会 基盤研究（B) 牧雅之（東北大学大
学・教授）

藤井俊夫 13

7
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
立大学大学院・教

大平和弘 20

8
竜脚類恐竜Tambatitanis amicitidae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）

169

9

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・教授）

20

10
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 26

11
全寄生植物キヨスミウツボにおける宿主
および繁殖特性の分化過程の解明

日本学術振興会 基盤研究（C） 大谷雅人（兵庫県立
大学・准教授）

91

12
言語音がわかりにくい高次脳機能障がい
者と共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）

31

13
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）

130

14
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・
研究員）

50

15

国内外来爬虫類が分布拡大の最前線で
在来生態系に与える影響

日本学術振興会 基盤研究（C) 本多正尚（筑波大・
教授）

太田英利 12

16

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・教授）

太田英利 20

17
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）

91

18
下部白亜系篠山層群カエル類遊離骨化
石を対象とした分類学的研究

日本学術振興会 若手研究（B） 池田忠広（人博・研
究員）

169

19

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）

65

20
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）

117

21

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）

78

22

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 挑戦的研究（萌
芽）

赤澤宏樹（兵庫県立
大学・准教授）

大平和弘 52

23
iDNAによる哺乳類調査法の確立と実践 日本学術振興会 挑戦的研究（萌

芽）
唐澤重考（鳥取大・
教授）

山内健生 45.5

24
「寄付無し・自主管理」制度による提供公
園の現状と課題　～整備から維持管理ま
での誘導手法～

一般財団法人　住
総研

赤澤宏樹（兵庫県立
大学・准教授）

藤本真里・田原
直樹・大平和
弘・福本優

99.7

25
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 100

26
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と付加刺激の工夫

JR西日本あんしん
社会財団 平成29
年度研究助成

三谷雅純（兵庫県立
大学・准教授）

7
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27

浅海域のタコ類相の実態解明－調査不足
のマメダコ・ヒョウモンダコに着目して

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

和田年史（兵庫県立
大学・准教授）

15

28

環境DNA手法を利用したダイオウイカの
日本海での生息状況の把握

平成29年度兵庫県
立大学特別研究助
成金 先導研究Ｂ
（異分野融合）

和田年史（兵庫県立
大学・准教授）

80

29
琉球列島更新統産爬虫両棲類化石の分
類学的研究

兵庫県立大学部局
特殊化推進費

池田忠広（兵庫県立
人と自然の博物館・
研究員）

16

合計 2,051

◆受託研究等

委託元 金額（円）
1 大阪ガス株式

会社　CSR・環
境部

橋本佳延 石田弘明、大谷
雅人、黒田有寿
茂 1,342,440

2 阪神南県民セ
ンター

橋本佳延

941,220
3 公益財団法人

兵庫県園芸・公
園協会

藤本真里

1,000,000
4 株式会社

Mizkan Partners
藤本真里

750,000
5 棚倉町 石田弘明 八木　剛、大平

和弘、黒田有寿
茂、大谷雅人 1,790,000

6 三田市 橋本佳延 橋本佳延、石田
弘明、黒田有寿
茂、大谷雅人 600,000

7 淡路市教育委
員会

加藤茂弘 古谷　裕、生野
賢司

300,000
8 株式会社竹中

工務店
橋本佳延

909,900
9 関西広域連合 三橋弘宗 橋本佳延

500,000
10 公益財団法人

ひょうご環境創
造協会

石田弘明 黒田有寿茂

108,000
11 三田市 中瀬勲

22,378,896
12 兵庫県立淡路

景観園芸学校
黒田有寿茂

241,500
13 公益財団法人

ひょうご環境創
造協会

布野隆之

105,000
14 丹波市 三枝春生 池田忠広、生野

賢司、久保田克
博 238,080

15 株式会社ヘッズ 大平和弘 加藤茂弘、生野
賢司

500,000

16 神戸大学大学
院理学研究科

佐藤裕司 174,000

　 31,879,036

コーディネーターの育成業務

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

棚倉町里山プロジェクト事業業務

受託者件名

平成29年度　大阪ガス株式会社姫路製造所等における生物多
様性対応関連業務

平成29年度　尼崎の森中央緑地　地域性苗木栽培業務

ブイブイの森（南公園）里山保全・育成プロジェクト里山担い手
養成業務

野島断層の保存・活用に関する研究

合計

平成29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

平成29年度生物多様性情報活用業務

あいな里山公園地域性苗の育成業務

三田市有馬富士自然学習センター　プログラム運営業務

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

平成29年度上山高原自然再生事業動物モニタリング調査

博物館実習に係る業務

川代TN建設工事発生土調査事業業務

鳴門海峡の渦潮世界遺産登録のための学術調査検討に関す
る研究
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