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●館長
日本造園学会 CPD プログラム認定委員会，委員．
日本造園学会，関西支部，顧問．
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．
兵庫自治学会，評議員．
兵庫県立淡路景観園芸学校，顧問．
日本学術会議，特任連携会員．
独立行政法人国立科学博物館評議員会，評議員．

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．

■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）

＜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
■共同研究
基盤研究（A）
（一般）
「幼年期における科学的素
養醸成のための科学コミュニケーションに関す
る学際的研究」
，研究分担者．

＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー
館主催セミナー

中瀬勲，2017.10，特注セミナー「日本の伝統的な自
然観と持続可能なまち・地域」
，講師，鳥取環境
大学，博物館．
（25 名）

■論文・著書

中瀬勲(2017.1)「阪神・淡路大震災後の市民参加の
展開」
，日本造園学会誌「ランドスケープ研究」
特集・関西造園会 50 年の歩み Vol.80 No.4，
326-327．
中瀬勲(2017.5)「世界の人と人を繋げた故上杉武夫
先生」
，平成 28 年度 公園緑地研究所調査研究
報告，93．
中瀬勲(2017.8) 「パークマネジメントの展開と公
園の新しい価値」
，積算資料 公表価格版 2017
年 8 月号 通巻第 173 号，特集 8-13．
大平和裕・中瀬勲(2017.8) 「進化し続ける環境学
習・体験施設―魅力ある施設を保つ組織運営―」
，
廃棄物資源循環学会誌，Vol.28 No.5，332-338．
中瀬勲(2017.9) 巻頭言「身近なみどりの防災効果」
，
機関誌「都市緑化技術」2017 No.104，01．
■その他著作

「ハーモニー」100 号に寄せて」
，ひとはく通信「ハ
ーモニー」No.100．
■インタビュー

中瀬勲(2017.6)「土木構造物（人工物）と自然・環
境保全の両立を探る」
，関西の自然再生 2017，
日刊建設通信新聞社．
■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．
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館外講演

中瀬勲，2017.4，
「基調講演『里山の楽しみ』
」
，講
師，森の自然塾，大阪市．（40 名）
中瀬勲，2017.4，
「六甲山魅力再発見市民セミナー
『六甲山の景観設計を考える』
」
，講師，六甲山
を活用する会，神戸市．（20 名）
中瀬勲，2017.4，
「新たな観点からの自然環境論」
，
講師，
公益財団法人井植記念会 垂水文化講座，
神戸市．
（152 名）
中瀬勲，2017.4，
「住みたいまち〈島本〉環境活動
のすすめ」
，講師，総会記念講演会，島本町．
（60
名）
中瀬勲，2017.5，
「
『参画と協働』の意味と創生塾
での学びに期待するもの」
，講師，ふるさとひょ
うご創生塾，神戸市．
（30 名）
中瀬勲，2017.5，
「環境資源を活かしたまちづくり
－生態系サービスの視点から－」
，講師，たかつ
き市民環境大学，大阪府高槻市．
（40 名）
中瀬勲，2017.7，
「うずしおの会」
，対談，鳴門海
峡の渦潮世界遺産推進合同研修委員会，南あわ
じ市．
（450 名）
中瀬勲，2017.7，
「水風景・今昔」
，講師，水道職
員講習会，高砂市．
（60 名）
中瀬勲，2017.8，
「兵庫県のため池保全の目指すと
ころ」
，講師，ひょうごため池保全推進フォーラ

中瀬勲，2018.2「基調講演『都市公園における民
ム，姫路市．
（500 名）
，講師，第 15
との連携の現状と今後のあり方』
」
中瀬勲，2017.8，
「公園、地域、博物館とコミュニ
回公園管理運営フォーラム，東京都渋谷区．
ティー」
，講師，丹波の森大学，丹波市．
（50 名）
（192
中瀬勲，2017.8，
「いきもの対談『子どもたちに伝
名）
えたいこと』
」
，対談，たからづか環境マイスタ
中瀬勲，2018.2，
「出番ですよ。シニアパワー」
，
ー発足記念講演会「いきもの、自然のすばらし
講師，高槻市民環境大学，大阪府高槻市．
（20
さを伝えよう」
（ココリコ田中直樹氏と対談）
，
名）
宝塚市．
（200 名）
中瀬勲，2018.3，
「自然や景観を学ぶ」
，講師，兵
中瀬勲，2017.9，環境省 第 7 回生物多様性全国ミ
庫県立津名高等学校，淡路市．
（400 名）
ーティング＆生物多様性自治体ネットワークフ
中瀬勲，2018.3，
「新宮晋 地球アトリエ」県政 150
ォーラム「パネルディスカッション－豊かな自
周年事業 対談シリーズ第 1 回 未来へのメッ
然の次世代への継承－」
，コーディネーター，国
セージ，コーディネーター，兵庫県阪神北県民
連生物多様性の日本委員会，神戸市．
（300 名）
局，三田市．
（200 名）
中瀬勲，2017.10，
「造園 1」
（全 2 回）
，講師，神
中瀬勲，2018.3，
「街づくりと造園学」
，講師，日
戸市シルバーカレッジ，神戸市．
（80 名）
本学術会議，東京都．
（40 名）
非常勤講師
中瀬勲，2017.10，
「造園 2」
（全 2 回）
，講師，神
戸市シルバーカレッジ，神戸市．
（80 名）
2017.4-2017.10, 「共生地域創生論」
，兵庫県立大
中瀬勲，2017.11，
「
『京都を取り巻く自然と生物多
学大学院緑環境景観マネジメント研究科（淡路
様性』～京都を取り巻く自然と生物多様性を守
緑景観キャンパス）
．
るために～自然観と持続可能な社会」
，講演・鼎
2017.4, 「楠薫園復活作戦 part1 ～日本の最先
談，環境省 京都御苑（講演会）
，京都市．
（80
端・神戸のランドスケープ～」
，兵庫県立神戸高
名）
等学校．
中瀬勲，2017.11，パネルディスカッション「北摂
2018.1, 「ランドスケープデザイン論」
，国立大学
地域における里山ビジネスの可能性を探る」
，コ
法人 名古屋工業大学．
■キャラバン・主催アウトリーチ事業
ーディネーター，兵庫県阪神北県民局 北摂
SATOYAMA 国際セミナー『地域資源の循環～
2017.1，ひとはく Kids キャラバン，千草保育所，
地域の活性化と里山資源を活用したビジネスの
洲本市．
２．シンクタンク事業
可能性～』
，宝塚市．
（120 名）
■行政等支援
中瀬勲，2017.11，
「学問の鉄人塾『アメリカンラ
委員会等 （計 92 件）
ンドスケープの思想』
」
，講師，公立鳥取環境大
学，鳥取市．
（40 名）
1994.10- 姫路市環境審議会，会長，姫路市．
中瀬勲，2017.11，
「緑を媒介にした都市再生」
，講
1997.8- 建設省近畿地方建設局，自然環境アドバ
師，鳥取県環境学術研究 防災景観と芸術文化
イザー，（国土交通省）建設省．
のまちづくり講演会～住みたくなるまち、ガー
1998.8- （財）ひょうご環境創造協会，環境アド
デンシティ鳥取～，鳥取市．
（100 名）
バイザー．
中瀬勲，2017.12，
「出番ですよ。マナビストの皆
1999.4- （財）都市緑化技術開発機構，研究顧問．
さん！～地域活性化は待ったなし～」
，講師，多
2000.6- （社）大阪自然環境保全協会，里山保全
可町生涯学習講演会，多可町．
（80 名）
アドバイザー．
中瀬勲，2017.12，
「ひょうご環境担い手サミット
2002.12- 兵庫県環境審議会，委員，兵庫県農政環
～次世代の担い手達が語る わたしの環境活動
境部．
～」
，コーディネーター，ひょうご環境担い手サ
2003.6- （社）日本公園緑地協会，研究顧問．
ミット，神戸市．
（300 名）
2003.10- 兵庫県高大連携等推進協議会，委員長，
中瀬勲，2018.1，
「自然環境の保全再生と活用の取
兵庫県教育委員会．
り組みについて」
，滋賀県議会琵琶湖環境対策特
2004.7- 島本町環境保全審議会，会長，島本町．
別委員会，参考人，滋賀県大津市．
（10 名）
2004.7- グリーンスクール審査委員会，委員，兵
中瀬勲，2018.1，
「宝塚の環境の魅力を伝え続ける」
，
庫県教育委員会．
講師・コーディネーター，たからづか環境マイ
2004.12- 国営事業環境配慮アドバイザリーグル
スター記念講演，宝塚市．
（90 名）
ープ，アドバイザー，近畿農政局．
中瀬勲，2018.2，
「マネジメントの事第－参画・協
2005.4- 阪神北ビジョン委員会，アドバイザー，
働の視点から－」
，講師，たかつき市民環境大学，
兵庫県阪神北県民局．
大阪府高槻市．
（40 名）
2005.5- 神戸市建設局指定管理者選定評価委員
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会，委員長，神戸市．
2005.7- 大門寺整備委員会，委員，宗教法人大門
寺．
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．
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．
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- 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- 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．
2009.5- 県立三田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．
2010.2-2017.6 丹波市恐竜を活かしたまちづくり
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- 2018.3 新名神高速道路 大阪府域自然環
境保全検討会，委員長，西日本高速道路株式会
社．
2010.12- 2018.3 新名神高速道路 兵庫県域自然
環境保全検討会，委員長，西日本高速道路株式
会社．
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．
2011.9
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．
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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．
2012.4
（公財）兵庫県園芸・公園協会，理事,
（公財）兵庫県園芸・公園協会．
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，
委員長，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
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．
2012.9-2017.3（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- 新名神高速道路 鵜殿ヨシ原の環境保全
に関する検討会，委員，西日本高速道路株式会
社．
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．
2013.4-2019.12 神戸市公園緑地審議会，委員長，神戸
市．
2013.4-2018.9 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．
2013.6- 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．
2013.7
評価・検証委員会，委員長，（公財）兵
庫県園芸・公園協会．
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
三田市まちづくり基本条例進捗管理委
員会，委員，三田市．
2014.4- ふるさとひょうご創生塾企画運営委員

委員会，実行委員長，株式会社サンテレビジョ
ン．
2017.6- 国立公園六甲山魅力プロジェクト推進委
員会，委員，農政環境部環境創造局自然環境課．
2017.8- 淡路島夢舞台サスティナブル・パーク土
地利用事業に係るプロポーザル候補者選定審議
会，委員，淡路市．
2017.8- 地域遺産活用方策検討委員会，アドバイ
ザー，兵庫県政策創生部．
2017.9-12 神戸市建築工事設計監理外注委員会，
臨時委員，神戸市．
2017.12- 関西広域環境保全計画に関する有識者
会議，委員長，関西広域連合広域環境保全局．
2017.9- 明石城築城 400 周年記念事業 実行委
員会，委員，兵庫県県土整備部．
2018.3- 六甲山再生委員会，委員，神戸市経済観
光局．
2018.3- 長期ビジョン審議会公募委員選考会議，
委員，兵庫県企画県民部ビジョン課．

会，委員長，（公財）兵庫県生きがい創造協会．
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．
2014.7総合企画委員会，委員，（公財）ひょ
うご科学技術協会．
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．
2014.12-2018.2 大阪府日本万国博覧会記念公園
運営審議会，委員，大阪府府民文化部府民文化
総務課．
2015.4- 鳴門海峡の渦潮世界遺産学術調査検討委
員会，委員，兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺
産登録推進協議会．
2015.4- 高槻市立自然博物館，顧問，高槻市立自
然博物館．
2015.5- 兵庫県地域創生戦略会議・地域活力向上
ワーキングチーム，委員，兵庫県企画県民部．
2015.5- 兵庫県地域創生戦略会議，委員，兵庫県
企画県民部．（2017.11.-会議が拡大し、兵庫県
地域創生戦略会議企画委員会となった）
2015.5- ため池の保全等に関する総合推進方針検
討会，委員，兵庫県農政環境部農村環境室．
2015.6- 兵庫県立施設ネーミングライツスポンサ
ー選考委員会，委員，兵庫県企画県民部企画財
政局新行政課．
2015.8- 地域再生大作戦地域再生プロジェクトチ
ーム，構成員，兵庫県丹波県民局．
2015.10- 尼崎 21 世紀の森づくり協議会，委員，
兵庫県県土整備部．
2016.4- 県立但馬ドーム指定管理者候補者選定委
員会，委員，兵庫県産業労働部政策労働局労政
福祉課．
2016.5- 豊岡市公の施設指定管理者選定審査会，
委員，豊岡市政策調整部財政課．
2016.5- ため池の保全等に関する全県検討会，委
員，兵庫県農政環境部農村環境室．
2016.11- フィールドミュージアム等構想策定委
員会，委員，九州国立博物館．
2016.11- 明石城 城と緑の景観づくり検討委員
会，委員，兵庫県県土整備部．
委員，
2017.1- 県政 150 周年記念事業企画委員会，
兵庫県企画県民部政策創生部地域振興課．
2017.4 一般財団法人淡路島くにうみ協会，評議
員，一般財団法人くにうみ協会．
2017.4- 海と日本プロジェクト in ひょうご実行
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個人別成果報告に関する資料
●自然・環境評価研究部

No.2

地球科学研究グループ

■研究発表

佐藤裕司 SATO, Hiroshi

Kitaba, I., Hyodo, M., Nakagawa, T.,Katoh, S., Dettman,
D. and Sato, H. (2017) Cloud formation seems to be
the key that connects cosmic ray and climate. 日本地
球惑星科学連合 2017 年大会，幕張メッセ，千葉
（5 月）
河村幸子・佐藤裕司（2017）子どものための生物多
様性学習プログラムの開発と実践 ～地域の身近
な昆虫とジャコウアゲハから学ぶ ～．日本環境
教育学会第 28 回年次大会，岩手県立大学・岩手
大学，盛岡（9 月）
中西一成・佐藤裕司（2017）アユの目から見た環境
教育プログラムの深化．日本環境教育学会第 28
回年次大会，岩手県立大学・岩手大学，盛岡（9
月）
中西一成・佐藤裕司（2017）新たな価値観を生み出
す ESD プログラムの開発．日本環境教育学会第
28 回年次大会，岩手県立大学・岩手大学，盛岡（9
月）

自然・環境評価研究部
地球科学研究グループ
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．
昭和 32 年大阪府生．神戸大学大学院理学学研究科修士
課程修了．学術博士．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．
＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．事業推進部門

事業推進部長
２．タスクフォース
恐竜事業推進タスクフォース、リーダー
３．研究開発部門
部門調整担当
４．プロジェクト
加東市との連携と環境学習事業への支援．代表者

■学会役員など

日本珪藻学会，査読委員．

＜研究開発＞

■助成を受けた研究

１．調査研究

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．文部科学省科学研究費基盤研究
(C). 代表者（2017 年度 50 万円／総額 160 万円）

■特別課題研究（個人研究）

１．過去 100 万年の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のための環境教育プログ
ラム開発

２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4-2018.3 現生淡水藻類の標本採集．神戸市北
区・加西市・丹波市・上郡町など．
■受贈担当資料
2017.7 觜本コレクション 900 点．

■論文著書

Tanaka, I., Hyodo, M., Ueno, Y. and Sato, H.（2017）
High-resolution diatom record of paleoceanographic
variations across the Early-Middle Pleistocene boundary in
the Chiba Section, central Japan. Quaternary International,
455：141-148．
Sato, H., Ban, F., Katoh, S. and Hyodo, M. (2017)
Sea-level variations during Marine Isotope Stage 7
and coastal tectonics in the eastern Seto Inland Sea
area, western Japan. Quaternary International, 456:
102-116.
■その他著作
佐藤裕司（2017）恐竜化石を活かした地域づくり支
援．伊東未来・泉直亮・李素婷（編）
「五国豊穣
ひょうご 地域とともに歩む大学をめざして」
，
p.50-52，兵庫県立大学地域創造機構ＣＯＣ事業
「ひょうご・地（知）の五国豊穣イニシアティブ」
．

■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
■セミナー
館主催セミナー

◎佐藤裕司，2017.4，オープンセミナー「アンモナ
イト石けんを作ろう！」
，博物館（39 名）
◎佐藤裕司，2017.10，オープンセミナー「アンモナ
イト石けんを作ろう！」
，博物館（30 名）
◎佐藤裕司，2017.11，オープンセミナー「アンモナ
イト石けんを作ろう！」
，博物館（60 名）
◎佐藤裕司，2017.1，オープンセミナー「アンモナ
イト石けんを作ろう！」
，博物館（45 名）
◎佐藤裕司，2017.2，オープンセミナー「アンモナ
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神戸大学博物館実務実習（2017. 2，4 日間）
，理学部
惑星学科学生 10 名

イト石けんを作ろう！」
，博物館（58 名）
佐藤裕司，2017.8，教職員・指導者セミナー「理科‘大
地 の つくり’を考える」
，博物館（25 名）
佐藤裕司，2017.9，特注セミナー「地球史から読み
解く温暖化問題」
，博物館（37 名）
佐藤裕司，2017.10，一般セミナー「住吉川で藻類ウ
ォッ チ ング」
，全 2 回，館外・博物館（11 名）

■収蔵庫・ジーンファームの公開

地学系収蔵庫等の案内，6 回，14 名．
■行政等支援
委員会等 （計 8 件）

2017.6-2018.3 貴重な野生生物等（植物）委員，兵庫
県農政環境部環境創造局自然環境課．
2015.4-2018.3 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．
2015.7-2018.6，希少野生動植物種保存推進員，環境
省自然環境局．
2016.4-2018.3, 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．
2017.4-2018.3，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．
2016.8-2018.8，三田市環境審議会，委員，三田市市
民生活部環境共生室．
2016.4-2017.7，三田市環境審議会第 3 次環境基本計
画策定部会，部会長，三田市市民生活部環境共生
室．
2017.7-2018.7，「数学・理科甲子園 2017」問題作成
委員会，監修委員，兵庫県教育委員会高校教育課

兵庫県立大学・大学院教育

共生博物学（教養教育科目「ひょうご県大特色科
目」
）
，オムニバス形式，代表）
陸・水圏自然史特別演習
特別ゼミナール I（A）(B)
特別ゼミナール II（A）(B)
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）
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.9，第 9 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
■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）
岸本清明，主担当（協働）
東山真也，主担当（協働）
河村幸子，主担当（協働）
成果発表
河村幸子（2018 年 2 月，共生のひろば）
，中西一成
（2018 年 2 月，共生のひろば）

相談・指導助言

来訪者 21 件，36 名．電話・FAX 相談 5 件，メイル
相談 35 件．

■学校教育支援

トライやるウィーク
2017.6，宝塚市立西谷中学校（1 名）
，三田市立狭間中学
校（1 名）
，三田市立けやき台中学校（1 名）
学校団体対応

2017.10，
「水のはなし」
，三木市立上吉川 3 年生（5
名）
2018.2，兵庫県立神戸高校「科学の甲子園」アドバ
イス（2 名）
■研修生等の受入
博物館実習

2017.8，県庁インターンシップ（高校生 3 名、県立
宝塚北高校(1）
、県立篠山鳳鳴高校(1）
、県立篠山
東雲高校(1）
）
，自主就業体験活動（県立武庫荘総
合高校(1)）
卒論生等

2017.4-2018.3，田中俊雄（兵庫県立大学大学院環境
人間学研究科博士課程前期）
，前期更新世におけ
る大阪堆積盆地北西部の環境変遷．
2017.4-2018.3，中西一成（兵庫県立大学大学院環境
人間学研究科博士課程前期）
，アユを用いた環境
学習プログラムの学習効果と課題分析．
２．シンクタンク事業

■受託研究
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■ブログへの情報提供

加藤 茂弘，KATO，Shigehiro

2件

自然・環境評価研究部
地球科学研究グループ
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
ア学会所属．

■研究発表

＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．タスクフォース

資料管理室

資料管理室 副室長，資料審査委員会担当
恐竜タスクフォース
２．研究開発部門

資料担当，博物館紀要編集委員会・委員
３．プロジェクト

地学系収蔵庫の資料整理の推進，分担者
文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業，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

Boisserie, J.-R., Suwa, G., Asfaw, B., Lihoreau, F., Bernor,
R.L., Katoh, S., Beyene, Y. （ 2017 ） Basal
hippopotamines from the upper Miocene of Chorora,
Ethiopia. Journal of Vertebrate Paleontology, DOI:
10.1080/02724634. 2017. 1297718．
◎Hyodo, M., Bradák, B., Okada, M., Katoh, S., Kitaba,
I., Dettman, D.L., Hayashi, H., Kumazawa, K., Hirose,
K., Kazaoka, O., Shikoku, K., Kitamura, A.（2017）
Millennial-scale northern hemisphere Atlantic-Pacific
climate teleconnections in the earliest middle
Pleistocene. Scientific Reports, 7: 10036, DOI:
10.1038/s41598-017- 10552-2
◎Sato, H., Ban, F., Katoh, S., Hyodo, M.（2017）
Sea-level variations during Marine Isotope Stage 7 and
coastal tectonics in the eastern Seto Inland Sea area,
western Japan. Quaternary International, 456, 102-116.
■その他著作

加藤茂弘（2017）アシューリアン石器の年代を決め
る．Ouroboros（東京大学総合研究博物館ニュース）
，
22（2）
，6-8．
加藤茂弘（2018）コラム「エチオピアの大地にデザ
インされた最古の石器を探る」
．ひとはく新聞ハ
ーモニー，100 号，p. 2．
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加藤茂弘・山口 覚・菊池直樹（2017.11）丹後半島
の郷村断層帯，郷西方断層の性状と形成過程．日
本活断層学会 2017 年秋季学術大会，広島大学，
広島市．
◎加藤茂弘・山口 覚（2018.1）大地震の長期予測
の改善に向けた活断層の学際的研究．地球電磁
気・地球惑星圏学会分科会（Conductivity Anomaly
研究会）
，2018 年研究集会「地球内部電磁気現象
の学際的研究分野への展開」
，東京大学地震研究
所，東京都（招待講演）
．
上野友輔・兵頭政幸・楊 天水・加藤茂弘（2017.5）
Winter monsoon intensification during the last
geomagnetic reversal in the Chinese Loess Plateau．日
本地球惑星科学連合 2017 年大会，幕張メッセ国
際会議場，千葉市．
◎北場育子・兵頭政幸・中川 毅・加藤茂弘・デッ
トマン デイビッド・佐藤裕司（2017.5）宇宙線
の増加が雲量の増加に寄与し，気候にも影響を与
えたことを示唆する地質学的痕跡．日本地球惑星
科学連合 2017 年大会，幕張メッセ国際会議場，
千葉市．
三村 明・山口 覚・倉光 伸・小堺 航・金 幸
隆・村上英記・加藤茂弘（2017.5）郷村断層（郷
西方断層・郷村断層・仲禅寺断層）の地下比抵抗
構造．日本地球惑星科学連合 2017 年大会，幕張
メッセ国際会議場，千葉市．
◎倉光 伸・山口 覚・小田佑介・伊東修平・三村
明・村上英記・加藤茂弘・上嶋 誠（2017.5）山
崎断層帯主部南東部の地下比抵抗構造．日本地球
惑星科学連合 2017 年大会，幕張メッセ国際会議
場，千葉市．
◎小堺 航・山口 覚・倉光 伸・三村 明・村上
英記・加藤茂弘・上嶋 誠（2017.5）山崎断層系
大原断層の地下比抵抗構造の再評価．日本地球惑
星科学連合2017 年大会，
幕張メッセ国際会議場，
千葉市．
熊澤亘洋・兵頭政幸・廣瀬孝太郎・加藤茂弘・風岡
修・荻津 達・八武崎寿史（2017.5）Consistent
Matuyama-Brunhes magnetic transition records from
depositional detrital and chemical remanent
magnetizations from the Chiba Section, Japan．日本地
球惑星科学連合 2017 年大会，幕張メッセ国際会
議場，千葉市．
兵頭政幸・Balázs Bradák・岡田 誠・加藤茂弘・北
場育子（2017.5）Decadal-centennial scale features of
the Matuyama-Brunhes magnetic reversal．日本地球
惑星科学連合 2017 年大会，幕張メッセ国際会議
場，千葉市．
Suwa, G., Beyene, Y., Katoh, S., Sano, K., Sasaki, T.,
Asfaw, B.（2017.8）The revised chronology and fauna

of the Chorora Formation, Ethiopia. The 2017
Congress of East-African Association of
Paleoanthropology and Paleontology．Addis Ababa,
Ethiopia．
Asfaw, B., Beyene, Y., Suwa, G., Sano, K., Nakaya, H.,
Katoh, S.（2017.8）The early Acheulean and
paleoenvironments at Konso, southern Ethiopia．The
2017 Congress of East-African Association of
Paleoanthropology and Paleontology．Addis Ababa,
Ethiopia．
兵頭政幸・Balázs Bradák・岡田 誠・加藤茂弘・北
場育子・David L. Dettman・林 広樹・熊澤亘洋・
廣瀬孝太郎・風岡 修・紫谷 築・北村晃寿
（2017.8）
千葉セクションの高精度古海洋記録―千年～百
年スケールの気候変化．日本第四紀学会 2017 年
大会，福岡大，福岡市．
◎山田皓生・崎山なみ穂・北場育子・加藤茂弘・兵
頭政幸（2017.8）大阪湾周辺における中期更新世
の気候変化―MIS 11～15 の降水量増加．日本第四
紀学会 2017 年大会，福岡大，福岡市．
◎Kitaba, I., Hyodo, M., Nakagawa, T., Katoh, S.,
Dettman, D.L., Sato, H.（2017.12）Selective cooling on
land supports cloud formation by cosmic ray during
geomagnetic reversals. 2017 AGU Fall Meeting, New
Orleans, USA．
三村 明・山口 覚・福江一輝・村上英記・加藤茂
弘・上嶋 誠（2018.1）郷村断層帯における
wide-band MT・AMT 観測（序報）
．地球電磁気・
地球惑星圏学会分科会（Conductivity Anomaly 研究
会）
，2018 年研究集会「地球内部電磁気現象の学
際的研究分野への展開」
，東京大学地震研究所，
東京都．
福江一輝・山口 覚・三村 明・吉川大悟・加藤茂
弘・村上英記（2018.1）山崎断層系那岐山断層帯
での AMT 比抵抗観測．地球電磁気・地球惑星圏
学会分科会（Conductivity Anomaly 研究会）
，2018
年研究集会「地球内部電磁気現象の学際的研究分
野への展開」
，東京大学地震研究所，東京都．
■学会役員など

日本活断層学会 2017 年秋季学術大会，座長（2017
年 11 月）
■助成を受けた研究

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．文部科学省科学研究費補
助金（基盤研究 B；平成 28～30 年度）
，研究分担
者（平成 29 年度配分金額 18 万円．内直接経費 15
万円）
並列する活断層群の地下比抵抗構造と各断層の活
動性との関係を明らかにする研究．平成 29 年度
東京大学地震研究所一般共同研究，研究分担者
（総額 35 万円）
２．資料収集・整理
■資料収集
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2017.5, 6, 12 琵琶湖西岸の堅田層の火山灰層およ
び露頭写真．滋賀県大津市．
2017.5, 6, 10 大山火山の軽石・火山灰層およびそれ
らの露頭写真．岡山県蒜山，鳥取県倉吉市など．
2017.11 東播磨地域の白亜紀火山岩類の露頭写真．
加西市北条町，加東市闘竜灘など
■受贈担当資料

2017.7, ブラジル産魚類化石 1 点．
2017.9, 兵庫県産岩石・鉱物（クドウ地科学コレク
ション追加資料）
．黄銅鉱・玄武岩，各 1 点ほか．
■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）
．
岩石（火山岩・堆積岩が主体）
・鉱物標本
＜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，2016.5，一般セミナー「見直される近未
来の南海トラフ巨大地震」
，博物館．
（50 名）
◎石ころクラブ・先山 徹・加藤茂弘，2016.5，一
般セミナー「石ころクラブ勉強会」
，博物館．
（全
9 回，103 名）
◎加藤茂弘，2017.4-5，一般セミナー「偏光顕微鏡
で調べる火山灰」
，博物館．
（全 2 回，11 名）
◎石ころクラブ・先山 徹・加藤茂弘，2017.5-2018.2，
一般セミナー「石ころクラブ勉強会」
，博物館．
（全
9 回，105 名）
◎加藤茂弘，2017.7-12，一般セミナー「火山灰を調
べる：上級編」
，博物館．
（全 6 回，29 名）
◎加藤茂弘，2017.8，教職員指導者セミナー「遊び
を通して学ぶ地震と活断層の科学」
，博物館．
（38
名）
◎加藤茂弘，2018.1，一般セミナー「酒造りに欠か
せない水を育んだ地形地質」
，伊丹市立工芸セン
ター．
（41 名）
◎加藤茂弘，2017.4-5，オープンセミナー「くらや
みで光る岩石や鉱物を見てみよう」
，博物館．
（全
3 回，137 名）
◎加藤茂弘・フロアスタッフ，2017.5，オープンセ
ミナー「ひとはくの岩石と鉱物」
，ひとはく探検
隊，博物館．
（28 名）
加藤茂弘，2018.2-3，オープンセミナー「エチオピ
ア石器展ギャラリートーク」
，博物館．
（全 2 回，
34 名）
加藤茂弘，2017.4，特注セミナー「地震はどうして
起こるのか」
，兵庫県立宝塚北高等学校，博物館．
（2 回，43 名）
加藤茂弘，2017.5，特注セミナー「地震はどうして
起こるのか」
，神戸市立福田中学校，博物館．
（2
回，145 名）
加藤茂弘，2017.6，特注セミナー「地震はどうして

見てみよう」
（小さなアンモナイト化石レプリカ
作り，野島にある岩石や地層を観察してみよう，
これってどんな石？－石の種類を見分けよう）
，
野島断層親子体験教室（第 3 回）
，淡路市教育委
員会（共催）
，北淡震災記念公園セミナーハウス．
（23 名）
加藤茂弘，2017.11，
「アシューリアン型石器の年代
をどのようにして決めたか？」
，東京大学総合研
究博物館本郷本館．
（30 名）
◎加藤茂弘，2017.11，
「白亜紀後期の火成岩類と活
断層を巡る（野外巡検）
」
，大阪鉱物クラブ，加古
川市石の宝殿，加西市五百羅漢寺，加東市闘龍灘
など．
（25 名）
◎加藤茂弘，2011.11，
「中山寺周辺の活断層地形と
1596 年伏見地震の痕跡をたどる」
，宝塚市社会福
祉協議会，いきいき学舎フレミラ，宝塚市中山寺
周辺．
（30 名）
加藤茂弘，2017.11，
「宝塚周辺の活断層と近未来の
大地震」
，宝塚市社会福祉協議会，いきいき学舎
フレミラ．
（25 名）
加藤茂弘，2017.11，
「宝塚周辺の活断層と近未来の
大地震」
，宝塚市社会福祉協議会，いきいき学舎
フレミラ，オープンカレッジ．
（40 名）

起こるのか」
，神戸市立須磨翔風高等学校，博物
館．
（338 名）
加藤茂弘，2017.6，特注セミナー「地震はどうして
起こるのか」
，姫路好古学園史学 B，博物館．
（10
名）
加藤茂弘，2017.8，特注セミナー「エチオピアの大
地に人類進化の謎を探る」
，大阪鉱物クラブ，博
物館．
（31 名）
◎加藤茂弘，2017.8，特注セミナー「暗やみで光る
岩石と鉱物を見てみよう」
，親和中学校，博物館．
（2 回，68 名）
◎加藤茂弘，2017.8，特注セミナー「暗やみで光る
岩石と鉱物を見てみよう」
，加西市役所，博物館．
（50 名）
◎加藤茂弘，2017.9，特注セミナー「火山灰を調べ
る」
，兵庫教育大学，博物館．
（10 名）
加藤茂弘，2017.11，特注セミナー「地震はどうして
起こるのか」
，加東市高齢者大学，博物館．
（90 名）
◎加藤茂弘，2017.12，特注セミナー「六甲山周辺の
地形と地質」
，兵庫県立舞子高等学校環境防災科，
博物館．
（2 回，43 名）
加藤茂弘，2017.12，特注セミナー「地震はどうして
起こるのか」
，クラーク記念国際高等学校三田サ
テライト，博物館．
（25 名）
加藤茂弘，2017.12，特注セミナー「地震はどうして
起こるのか」
，京都府立宮津高等学校，博物館．
（43
名）
◎加藤茂弘，2018.2，特注セミナー「伊丹の地層と
地下水」
，吹田市立博物館，博物館．
（12 名）

■共催・協力・後援事業

2017.7-8, 野島断層親子体験学習講座（全 3 回）
，淡
路市教育委員会，淡路市北淡震災記念公園セミナ
ーハウス．共催／主担当
2018.1, 野島断層普及講演会 2018，淡路市教育委員
会，淡路市北淡震災記念公園セミナーハウス．協
力／主担当

館外講演

加藤茂弘，2017.5，
「見直される近未来の南海トラフ
巨大地震」
，阪神シニアカレッジ 2 年生，宝塚ソ
リオ 2．
（130 名）
加藤茂弘，2017.5，
「アフリカ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，宝塚ソリ
オ 2．
（130 名）
加藤茂弘，2017.5，
「丹波地域の大地の特色とその歴
史」
，
丹波の森公苑 OB 大学 H29 地域文化コース，
丹波の森公苑．
（70 名）
◎加藤茂弘・古谷裕司・生野賢司ほか，2017.7，
「断
層や地震をまなぶ」
（小さなアンモナイト化石レ
プリカ作り，断層をつくってみよう，断層のちか
らのしくみ，野島断層保存館の見学）
，野島断層
親子体験教室（第 1 回）
，淡路市教育委員会（共
催）
，北淡震災記念公園セミナーハウス．
（36 名）
◎加藤茂弘・古谷裕司・生野賢司ほか，2017.8，
「太
古の生き物をまなぶ」
（小さなアンモナイト化石
レプリカ作り，石こうで三葉虫化石をつくってみ
よう，断層のちからとしくみ，野島断層保存館の
見学）
，野島断層親子体験教室（第 2 回）
，淡路市
教育委員会（共催）
，北淡震災記念公園セミナー
ハウス．
（43 名）
◎加藤茂弘・古谷裕司ほか，2017.8，
「岩石や地層を

■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・協働）
南あわじ地学の会，副担当（指導・協働）
舟木冴子，副担当（指導）
野田富士樹，副担当（指導）
成果発表

2018.2, 共生のひろば，石ころクラブの活動報告「有
馬層群のいろいろな石―鏑射山」
，
「有馬層群のい
ろいろな石―丹生山」
，石ころクラブ．指導・協
働
■学校教育支援
講師派遣

2017.6，
「見直される近未来の南海地震」
，兵庫県立
舞子高等学校環境防災科 1 年生．
（40 名）
2017.6，
「断層ペーパークラフトで学ぶ活断層と地
震」
，
兵庫県立舞子高等学校環境防災科 1 年生．
（40
名）
2017.12，
「近未来の南海トラフ大地震を考える」
，
「断
層ドミノで学ぶ活断層と地震」
，兵庫県立尼崎工
業高校．
（350 名）
■研修生等の受入
卒論生等

49

いて．大阪府立大学．
2018.3，熊本県布田川断層帯の保存について．益城
町教育委員会および文化庁．
2018.3，山崎断層帯の断層地形・断層露頭などにつ
いて．岡山大学．

2017.4-2018.3，三村 明（大阪市立大学大学院理学
研究科博士前期課程 1 年）
，郷村断層帯における
wide-band MT・AMT 観測．
2017.4- 2018.3，福江一輝（大阪市立大学理学部地球
学教室 4 年）
，山崎断層系那岐山断層帯での AMT
比抵抗観測．
2017.4-2018.3，山田皓生（神戸大学理学系研究科惑
星学専攻博士前期課程 1 年）
，大阪湾周辺におけ
る中期更新世（MIS11～15）における気候変化の
花粉分析に基づく研究．
■展示

2017.4-2018.3，1 階常設展示コーナー「ひょうごの
岩石と鉱物」
，2 階常設展示コーナー「魅せる収蔵
庫」の展示標本の追加と修繕．責任者．
2018.1，館外企画展「日本酒の自然史 Where culture
meets nature～日本文化を育んだ自然～」
．みやの
まえ文化の郷 伊丹市立郷町館．分担者．
2018.2-4，人と自然の博物館開館 25 周年記念展・ひ
とはく研究員 25 選展
「エチオピア調査写真 25 選」
．
責任者．
2018.2-4，人と自然の博物館開館 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」
（東京大学総
合研究博物館との共催展示）
．責任者．
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．淡路市教育委
員会，研究代表者（30 万円）
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．株式会社ヘッズ，研究分担者（50
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，2 回，4 名．
■行政等支援
委員会等 （計 3 件）

2017.4-2018.3，野島断層活用委員会，委員長，淡路
市教育員会．
2017.7-2018.3，鳴門海峡の渦潮世界遺産学術調査検
討委員会，委員，淡路県民局．
2017.7-2018.3，鳴門海峡の渦潮世界遺産学術調査検
討委員会コア会議，委員，淡路県民局．
相談・指導助言

来訪者 20 件，40 名．電話・FAX 相談 20 件，メイ
ル相談 120 件．
2017.4-2017.10，2016 年熊本地震後のトレンチ調査
等の情報提供．熊本市立博物館．
2017.5，褐鉄鉱ができる条件について．淡路市教育
委員会．
2017.9，兵庫県北部における大山生竹軽石層の分布
について．関西電力株式会社．
2017.10，大山火山周辺の火山灰露頭について．奈良
女子大学．
2017.11-2018.3，台湾での民間信仰対象森の調査につ

50

１．生涯学習事業

古谷 裕 FURUTANI, Hiroshi

■セミナー

自然・環境評価研究部
地球科学研究グループ
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
（後期課程）単位取得満了．理学博士．日本地質学会，
日本古生物学会，日本地学教育学会等所属．

館主催セミナー

古谷 裕，2017.7，一般セミナー「いろいろな場所
のいろいろな石ころを見よう」
，博物館．
（4 名）
古谷 裕，2017.7，一般セミナー「石ころの標本を
つくろう！」
，南あわじ市．
（4 名）
古谷 裕，2017.7，教職員・指導者セミナー「石こ
ろから学ぼう！」
，博物館．
（30 名）
古谷 裕，2017.8，教職員・指導者セミナー「丹波
の地層と化石」
，丹波市，篠山市．
（18 名）
古谷 裕，2017.8，一般セミナー「石ころをしらべ
よう①」
，博物館．
（3 名）
古谷 裕，2017.8，一般セミナー「石ころをしらべ
よう②」
，博物館．
（3 名）
古谷 裕，2017.8，一般セミナー「石ころをしらべ
よう③」
，博物館．
（3 名）
古谷 裕，2017.8，一般セミナー「石ころをしらべ
よう④」
，博物館．
（3 名）
古谷 裕・run♪run♪plaza，2018.3，一般セミナー
「小さな化石で見る生きものの進化」
，博物館，(7
名)
古谷 裕，2018.3，一般セミナー「丹波で地層を見
る」
，丹波市、篠山市．
（8 名）
古谷 裕，2017.5，オープンセミナー「解説！丹波
（26 名）
の恐竜化石」
，博物館．
古谷 裕・フロアスタッフ，2017.5，オープンセミ
「ちっちゃな化石をみつ
ナー（はかせと学ぼう）
けよう」
，博物館．
（62 名）
古谷 裕，2017.6，オープンセミナー「解説！丹波
の恐竜化石」
，博物館．
（36 名）
古谷 裕・半田久美子・清水文美，2017. 8 オープン
セミナー，
「石ころあそび」
，博物館．(210 名)
古谷 裕・半田久美子・清水文美，2017. 8 オープン
セミナー，.「つくってみよう いしころ標本づく
り」
，博物館．(27 名)
古谷 裕・半田久美子・清水文美，2017. 8．オープ
ンセミナー，
「いしころあそび」
，博物館．(200 名)
古谷 裕・半田久美子・清水文美，オープンセミナ
ー，2017. 8「つくってみよう いしころゆびわ」
，
博物館．(34 名)
古谷 裕・半田久美子・清水文美，2017. 8．オープ
ンセミナー，
「いしころあそび」
，博物館．(154 名)
古谷 裕・半田久美子・清水文美，2017. 8 オープン
セミナー「つくってみよう いしころ標本づく
り」
，博物館．(30 名)
古谷 裕・半田久美子・清水文美，2017. 8．オープ
ンセミナー「いしころあそび」
，博物館．(325 名)
古谷 裕・半田久美子・清水文美，2017. 8．オープ
ンセミナー「つくってみよう いしころゆびわ」
，
博物館．(43 名)
古谷 裕・半田久美子・清水文美，2017. 8．オープ
，博物館．(240 名)
ンセミナー「いしころあそび」

＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．プロジェクト

きっぴー山プロジェクト．分担者
Kids サンデープロジェクト．分担者
ゆめはくネットワーク．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
■論文・著書

竹村 静夫, 植野 輝, 竹村 厚司, 菅森 義晃, 古谷
裕 （2017）岡山県東部，超丹波帯ペルム系上月
層中のデボン紀チャート層．地質学雑誌 Vol.124,
No.3．
■その他著作

古谷 裕（2017）石ころに潜む太古からの小さな使
者、厚生会だより ふれあい 7 月号（兵庫県学校
厚生会）
．
古谷 裕(2018)石ころの秘密、宝塚の自然 32 号（宝
塚市自然保護協会会報）
■ブログへの情報提供

10 件
■研究発表

古谷 裕(2017) 小さな子どもたちに対する地学教
育、その目指すもの．日本地学教育学会 平成 29
年度全国大会，神戸市．
古谷 裕・高瀬優子・清水文美・半田久美子・高見
咲恵(2017)小さな子どもたち向けの石ころを使
ったプログラム，日本地学教育学会 平成 29 年
度全国大会，神戸市．
■学会役員など

日本地学教育学会平成２９年度全国大会実行委員
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.11, 岩石資料、新温泉町
■整理同定担当資料

化石（無脊椎動物）
＜事業推進＞

51

倉町文化センター、福島県棚倉町．分担者．
2017.7，
「ひとはくキャラバン，
石ころの標本をつくろう」
，
おおやアート村BIGLABO，養父市，分担者．
2017. 9，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
光の丘幼稚園，神戸市中央区，分担者．
2017. 9，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
姫路保育園，姫路市，分担者．
2017. 9，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
枦谷つぐみ保育園，神戸市西区，分担者．
2017. 9，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
聖ミカエル広畑幼稚園，姫路市，分担者．
2017.9，「ひとはくKidsキャラバン、大きくしてみよう、
さわれる化石」，香島保育園，たつの市，主担当．
2017.9，「ひとはくKidsキッズキャラバン、石ころゆびわ
づくり、石ころヨーヨーづくり」，棚倉町の幼稚園，福
島県棚倉町，分担者．
2017.11，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
たかつか保育園，神戸市垂水区，分担者．
2017.11，「ひとはくSchoolキャラバン、浜坂北小学校周
辺の地層と石」，新温泉町立浜坂北小学校，新温泉町，
主担当．
2017.12，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
陽光こども園，上郡町，分担者．
2017.12，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
高羽美賀多台幼稚園，神戸市西区，分担者．
2017.12，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
神陵台幼稚園，神戸市垂水区，主担当．
2017.12，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，
光の園幼稚園，神戸市東灘区，分担者．
2018.1，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，こ
ろあい自然楽校，稲美町，分担者．
2018.1，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，す
くすくキッズ保育園・夢の木保育園，伊丹市，分担者．
2018.1，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，宝
塚ふたば幼稚園，宝塚市，主担当
2018.1，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，弁
天こども園，神戸市西区，分担者．
2018.1，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，和
坂保育園，明石市，分担者．
2018.1，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，須
磨浦幼稚園，神戸市須磨区，分担者．
2018.2，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，ド
レミキッズ保育園，神戸市垂水区，分担者．
2018.2，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，宝
塚市立米谷保育所，宝塚市，主担当．
2018.2，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，明
南保育所，明石市，分担者．
2018. 3，「ひとはくSchoolキャラバン、身近にある石こ
ろはどこから来たか？」
，
小野市立中番小学校、
小野市，
分担者．
2018.3，「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」，ゆ
たか保育園，明石市，分担者．

古谷 裕，2017.5，特注セミナー「石ころの中の化
石」
，博物館．
（26 名）
古谷 裕，2017.6，特注セミナー「丹波の地層と恐
竜」
，博物館．
（28 名）
古谷 裕，2017.10，特注セミナー「石ころのしらべ
かた～入っている化石」
，博物館．
（24 名）
古谷 裕，2017.12，特注セミナー「丹波の地層と恐
竜」
，博物館．
（38 名）
古谷 裕，2017. 12，特注セミナー「展示解説」
，博
物館．
（38 名）
古谷 裕，2017.12，特注セミナー「化石発掘体験）
」
，
丹波市．
（38 名）
古谷 裕，2018.3，特注セミナー「丹波の地層と恐
竜」
，博物館、丹波市．
（44 名）
館外講演

古谷 裕，2017.7，
「宝塚で見られる地層と化石」
，
フレミラ宝塚，宝塚市．
（33 名）
古谷 裕，2017.7，
「街の中で化石探し」
，フレミラ
宝塚，宝塚市．
（34 名）
古谷 裕，2017.8,「藤岡奥で見られる地層と化石」
，
篠山市．(15 名)
古谷 裕，2017.9,「伊丹の化石」
，伊丹市こども文
化科学館．(30 名)
非常勤講師

2017.9- 2018.3, 「地学実習」
，神戸女学院大学
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017 4, 「ひとはくKids キャラバン、さわれる化石」明石
市立松陰保育所、明石市．分担者．
2017 4, 「ひとはくKids キャラバン、さわれる化石」,芦屋
市立岩園保育所、芦屋市．分担者．
2017 4, 「ひとはくKidsキャラバン、さわれる化石」,認定
こども園ほそだ、神戸市長田区．分担者．
2017 5, 「ひとはくKidsキャラバン、石ころであそぼう、
つるつるの石ざらざらの石」, 丹波市立柏原保育所、
丹波市．主担当．
2017 5, 「ひとはくKidsキャラバン、大きくしてみよう、
石ころであそぼう、アンモナイトのレプリカづくり」,
明星認定こども園、新温泉町．主担当．
2017.6,「アンモナイトのレプリカづくり」，田島保育所菊
池市立泗水西小学校，熊本県菊池市，分担者．
2017.6,「ミュージアムキッズ全国フェア、アンモナイトの
レプリカづくり、
ちっちゃな化石さがしとレプリカづく
り」，熊本県立装飾古墳館，熊本県山鹿市，分担者．
2017.6，「ひとはくSchoolキャラバン」，宝塚市立中山五
月台小学校，宝塚市，主担当．
2017.6，「小さな学校キャラバン」，川西市立川西北保育
所，川西市，主担当．
2017. 7,「ひとはくKids キャラバン、さわれる化石、アン
モナイトのレプリカづくり」，屋形保育所，市川町，主
担当。
2017. 7「ひとはくSchloolキャラバン、石ころ鑑定団！」，
福崎町，分担者．
2017 7, 「ひよこミュージアムinたなぐらまち2017」, 棚

■共催・協力・後援事業
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年記念展示「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」
．博物館，責
任者

古谷 裕，2017. 8. 一般セミナー「いしころけんき
ゅうしつ」
，キッピー山のラボ（三田市有馬富士
自然学習センター）
．(4 名)
古谷 裕，2017. 12-2018. 3. キッピー山のラボ（三
田市有馬富士自然学習センター）冬企画「いし・
すな・ねんど」
，協力者．
古谷 裕，2018. 1. オープンセミナー「いしころえ
んそく in 武庫川」
，宝塚市．(20 名)
古谷 裕，2018. 1. オープンセミナー「いしころさ
んぽ in 有馬富士公園」
，キッピー山のラボ（三田
市有馬富士自然学習センター）
．(20 名)
古谷 裕，2018. 1. オープンセミナー「いしころゆ
びわ」
，キッピー山のラボ（三田市有馬富士自然
学習センター）
．(30 名)
古谷 裕，2018. 2. 一般セミナー「小さな化石ひろ
いにチャレンジ!!」
，キッピー山のラボ（三田市有
馬富士自然学習センター）
．(8 名)
古谷 裕，2018. 2. オープンセミナー「いしころじ
まん大会」
，キッピー山のラボ（三田市有馬富士
自然学習センター）
．18 名)
古谷 裕，2018. 1. オープンセミナー「いしころさ
んぽ in 有馬富士公園」
，キッピー山のラボ（三田
市有馬富士自然学習センター）
．(20 名)
古谷 裕，2018. 2. オープンセミナー「いしころゆ
びわ」
，キッピー山のラボ（三田市有馬富士自然
学習センター）
．(30 名)

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，4 回，70 名．
■行政等支援
相談・指導助言

来訪者 12 件、電話・FAX 相談 6 件，メイル相談 2
件

■担い手成長支援事業
連携活動グループ・地域研究員
連携活動グループ「南あわじ地学の会」主担当，
連携活動グループ「兵庫古生物研究会」主担当
地域研究員「野田富士樹氏」主担当
■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.6.，宝塚市立西谷中学校（1 名）
，三田市立狭間中
学校（1 名）
，三田市立けやき台中学校（1 名）
学校団体対応

古谷 裕，2017.12，特注セミナー「丹波の地層と恐
竜」
，滝川第二中学校．
（38 名）
古谷 裕，2017. 12，特注セミナー「展示解説」
，滝
川第二中学校．
（38 名）
古谷 裕，2017.12，特注セミナー「化石発掘体験）
」
，
滝川第二中学校．
（38 名）
古谷 裕，2018.3，特注セミナー「丹波の地層と恐
竜」
，愛媛県立松山南高等学校．
（44 名）
講師派遣

2017.2，
「西紀中学校周辺の地層と化石」
，篠山市立
西紀中学校 2 年生
2017.10,「播磨南小学校の石ころと小さな化石」,
播磨町立播磨南小学校 6 年生．
2017.12，
「東浦中学校の石ころ・化石」
，淡路市立
東浦中学校 1 年生
■展示

2017.7-2017. 9.，開館 25 周年記念 25 選展開館 25 周
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Mammoths and Their Relatives 2017, 国立自
然科学博物館、台中市、台湾、中華民国
Saegusa, H., Takai, M., Thaung- Htike, ZinZin-Maung-Maung-Thein, Nishioka, Y. (2017) New
materials of the Late Cenozoic proboscideans of
Myanmar. VII International Conference of
Mammoths and Their Relatives 2017, 国立自
然科学博物館、台中市、台湾、中華民国
◎三枝春生・池田忠広・久保田克博・生野賢司・菊
池直樹 (2018) 下部白亜系篠山層群の脊椎動物化
石新産地． 日本古生物学会第 167 回例会，愛媛
大学，愛媛県（2 月）

三枝 春生 SAEGUSA, Haruo
自然・環境評価研究部
地球科学研究グループ
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 年東京生．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．タスクフォース

■学会役員など

投稿原稿の査読：Journal of Vertebrate Paleontology,
Springer monograph on the fossil assemblage from the
late Miocene Baynunah Formation in the United Arab
Emirates, Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology

恐竜事業推進タスクフォース
２．研究開発部門

研究・シンクタンク推進室
３．プロジェクト

地学系収蔵庫の資料整理の推進．分担者

■助成を受けた研究

竜脚類恐竜 Tambatitanis amicitiae の研究．文部科学
省科学研究費基盤研究(C)，研究代表者（金額 130
万円／360 万円）
．

＜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

■海外調査

2017. 6, ミャンマー・タイ
2017. 12, ミャンマー・タイ
2018.3, アルゼンチン

■論文・著書

Wang, S., Saegusa, H., Duangkrayom, J., He, W.,
Chen, S (2017) A new species of Tetralophodon
from the Linxia Basin and the biostratigraphic
significance of tetralophodont gomphotheres
from the Upper Miocene of northern China.
Palaeoworld 26:703-714

２．資料収集・整理
■資料収集

2017.10 - 2018.3, 動物化石．丹波市山南町, 篠山市
西古佐．
■整理同定担当資料

脊椎動物化石（哺乳類，恐竜類）
．

■その他著作

◎三枝春生・池田忠広・久保田克博・生野賢司・菊
池直樹 (2018) 下部白亜系篠山層群の脊椎動物化
石新産地． 日本古生物学会第 167 回例会講演予
稿集，16 p.
三枝春生・高井正成・西岡祐一郎・Thaung- Htike, ZinZin-Maung-Maung-Thein (2017) ミャンマーの上部
新生界産長鼻類化石．化石研究会会誌，50:95-96
Saegusa, H., Takai, M., Thaung- Htike, ZinZin-Maung-Maung-Thein, Nishioka, Y. (2017) New
materials of the Late Cenozoic proboscideans of
Myanmar. VII International Conference of
Mammoths and Their Relatives 2017 Abstracts
Book

＜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，2017.4- 2018. 3，オープンセミナー「解
説！丹波の恐竜化石」
，博物館．
（全 3 回，99 名）
三枝春生，2017.4，特注セミナー「丹波の恐竜化石」
，
追手門学院小学校５年生，博物館．
（155 名）
三枝春生，2017．4，特注セミナー「丹波の恐竜化
石」明星中学校，博物館．
（255 名）
三枝春生・半田久美子，2017.5, 一般セミナー ひ
とはく 25 周年スペシャル企画 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」
，博物館．
（17 名）
三枝春生，2017.7，特注セミナー「丹波の恐竜化石」
，
兵庫教育大学，博物館．
（24 名）
三枝春生，2016.8，一般セミナー「兵庫の大型脊椎
動物化石：２５年間の成果と今後」
，博物館．
（18
名）
三枝春生，2016.11，一般セミナー「大型脊椎動物

■研究発表

三枝春生・高井正成・西岡祐一郎・Thaung- Htike, ZinZin-Maung-Maung-Thein (2017) ミャンマーの上部
新生界産長鼻類化石．第３５回化石研究会総会・学
術大会，福井県立恐竜博物館，福井県
Saegusa, H.（2017）Stegodontidae: A Key to
Understanding the Origin and Evolution of
Elephantidae．VII International Conference of
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の骨格構成と部位名称」
，博物館（25 名）
三枝春生，2016.12，特注セミナー「収蔵庫見学」
，
愛知教育大学，博物館．
（9 名）

プロジェクト学習

2017.5 - 2018.2，10 回，兵庫県立大学附属中学校．7 名
2017.7 - 2017.11，3 回，兵庫県立高等学校探究活動
推進事業，９名

館外講演

三枝春生，2017.8，
「神戸にいた古代サイアミノド
ン」
，㈱イオンモール，イオンモール神戸北イオ
ンホール、
（30 名）
三枝春生，2017.10，
「篠山層群および川代トンネル
岩砕について」
，ＦＭトンネル石砕研修会、丹波
県民局、県立並木道中央公園（ 20 名）
三枝春生，2017. 10， 兵庫県阪神シニアカレッジ
講座，
［恐竜から鳥への進化］
「哺乳類の進化」
，
阪神シニアカレッジ宝塚学習室（２回シリーズ、
125 名）
．
三枝春生，2018. 1，
［解説！兵庫の大型動物化石］
，
三田市有馬富士自然学習センター（34 名）
．
三枝春生，2018. 1，
［日本列島の成立ちと篠山層群］
，
ＦＭトンネル石砕研修会、丹波県民局、県立並木
道中央公園（ 20 名）

■展示

2017.10- 2018.1，トピックス展「北但層群産の魚類
化石群標本」
．主担当．
2017.12- 2018.3, いしすなねんど「三田の化石展示
サンダタンジュウがまってるよ！」
，三田市有馬
富士自然学習センター，三田市，分担者．
2018.2- 4，トピックス展「トンネルから見つかった
恐竜―篠山層群の角竜類―」
．主担当
2018.2- 4，ミニ企画展示「淡路島のモササウルス類」
．
分担者
2018.4，タンバティタニス・アミキティアエ
全身骨格模型(1/10)、頭骨模型の新設展示．主担
当
２．シンクタンク事業
■受託研究

「川代 TN 建設工事発生土調査事業業務」
．分担者，
丹波市．
（23.8 万円）
神戸大学博物館実務実習（2017, 2，4 日間）
，理学部
惑星学科学生 10 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）
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 副議長

■収蔵庫・ジーンファームの公開

地学系収蔵庫の案内，2 回，40 名．

テレビ・ラジオ等出演

2016.8.13，
「ザ・プレミアム・知られざる恐竜王国
ニッポン」
，BS プレミアム, NHK
2017.5.7，ＮＨＫスペシャル「世紀の発見！日本の
巨大恐竜」
，ＮＨＫ
2017.5.12，
「巨大恐竜”むかわ竜”研究最前線」
，お
はよう北海道, ＮＨＫ札幌放送局
2017. 9.10， 「サイエンスラジオ」
，ＦＭ805 たん
ば
2018.2.20， 角竜化石について，ハニーＦＭ
2018.3， 映画「恐竜の詩」
，映画「恐竜の詩」製作
委員会（有限会社ダカーポ内）

■行政等支援
委員会等 （計 4 件）

2015.4-2018.3, 生物多様性ひょうご戦略推進委員
会，委員，兵庫県自然環境課．
2017.10-2017.11, 恐竜骨格ＶＲ制作および設置業
務委託に係る評価委員会，委員，丹波市
2016.4-2018.3 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．
2016.4-2018.3, 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．
相談・指導助言

来訪者 23 件，27 名．電話・FAX 相談 11 件，メイル
相談 394 件．
2017.4-2017.11, ＮＨＫエンタープライズ，取材協力
2017.4-2018.3, 日展，丹波市ちーたんの館展示制作
監修

■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
兵庫古生物研究会 副担当
地域研究員「藤本艶彦氏」主担当
地域研究員「小西逸雄氏」主担当
成果発表
藤本艶彦，2018.2，
「その後の微小レプリカ作成方
法」 ，共生のひろば，博物館．
（指導）
兵庫古生物研究会，2018.2，
「淡路島の後期白亜紀和
泉層群から産出したモササウルス類化石」 ，共
生のひろば，博物館．
（指導）
■学校教育支援

トライやるウィーク
2017.5，宝塚市立西谷中学校（1 名）
，三田市立狭間中
学校（1 名）
，三田市立けやき台中学校（1 名
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イアをさがせ！」
，博物館．
半田久美子，2017.11, 一般セミナー ひとはく 25
周年スペシャル企画 収蔵資料展ひょうごの針
葉樹関連セミナー「化石で見つかる針葉樹の観察
会」
，神戸市立森林植物園．
黒田有寿茂・高橋 晃・半田久美子，2017.11, 一般
セミナー ひとはく25周年スペシャル企画 収蔵
資料展ひょうごの針葉樹関連セミナー「ひょうご
の針葉樹」
，博物館．
（15 名）
半田久美子，2018.3, オープンセミナー「解説！丹
波の恐竜化石」
，博物館．
古谷 裕・run run plaza♪・半田久美子，2018.3, オー
プンセミナー「いしころパラダイス すきな石こ
ろ標本づくり」
，博物館．

半田 久美子 HANDA, Kumiko
自然・環境評価研究部
地球科学研究グループ／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．
＜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

室長
２．プロジェクト

地学系収蔵庫の資料整理の推進．代表者．
恐竜特色化推進プロジェクト．分担者．
ゆめはくプロジェクト．分担者．

■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.4, キッズキャラバン，明石市立松蔭保育園，
明石市，分担者．
2017.4, キッズキャラバン，芦屋市立岩園保育園，
芦屋市，分担者．
2017.5, ひとはくキャラバン，うれしの春のフェス
ティバル 2017「丹波竜がやってくる！」
，嬉野台
生涯教育センター，加東市，主担当．
2017.5, ひとはくキャラバン，ゴールデンウィーク
フェア丹波竜と化石展，コモーレ丹波の森，丹波
市，分担者．
2017.5, キッズキャラバン，芦屋市立大東保育園，
芦屋市，分担者．
2017.6, キッズキャラバン，おりーぶ保育園，加古
川市，主担当．
2017.7, キッズキャラバン，高砂市立曽根保育園，
高砂市，主担当．
2017.7, ひとはくキャラバン，
「公募 BIG LABO!!大
恐竜展」関連イベント，おおやアート村 BIG
LABO，養父市，主担当．
2017.8, 児童館キャラバン，味間児童クラブ／古市
児童クラブ／幼稚園預かり保育，篠山市立古市小
学校／味間小学校，篠山市，分担者．
2017.9, キッズキャラバン，plus はる はおとの森こ
ども園，揖保郡太子町，主担当．
2017.9, キッズキャラバン，いるか保育園，加古川
市，主担当．
2017.9, キッズキャラバン，はとのさと保育園，加
古川市，主担当．
2017.9, キッズキャラバン，こばと幼稚園，西宮市，
分担者．
2017.9, キッズキャラバン，ルンビニー愛児園，神
戸市兵庫区，分担者．
2017.10, ひとはくキャラバン，第 26 回兵小理授業
研究発表会，丹波市立新井小学校，丹波市，分担
者．
2017.11, ひとはくキャラバン，第 67 次兵庫県教育
研究集会（ひょうご教育フェスティバル）
，西宮
市立浜脇中学校，西宮市，分担者．

＜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
■研究発表

古谷 裕・高瀬優子・清水文美・半田久美子・高見
咲恵・兵庫県立人と自然の博物館・こどもひかり
プロジェクト，2017.9，小さな子ども向けの石こ
ろを使ったプログラム．地学教育学会，神戸大学．
２．資料収集・整理
■資料収集
2017.5-2018.3 養父市，加東市，小野市，三木市
■整理同定担当資料

植物化石，無脊椎動物化石ほか
＜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, 2017. 4, 一般セミナー「花粉を顕微鏡で
観察しよう」
，博物館．
三枝春生・半田久美子，2017.5, 一般セミナー ひ
とはく 25 周年スペシャル企画 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」
，博物館．
半田久美子，2017.7, オープンセミナー「解説！丹
波の恐竜化石」
，博物館．
半田久美子，2017.8, 教職員・指導者セミナー「授
業で使える植物化石」
，博物館．
古谷 裕・半田久美子・run run plaza♪，2017.8, オー
プンセミナー「いしころあそび」
，博物館．
（5 日
間）
半田久美子，2017.11, オープンセミナー「解説！丹
波の恐竜化石」
，博物館．
半田久美子，2017.11, オープンセミナー「メタセコ
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2017.12, キッズキャラバン，陽光こども園，赤穂郡
上郡町，分担者．
2018.1, キッズキャラバン，ころあい自然楽校，稲
美町立いなみの水辺の里公園，加古郡稲美町，主
担当．
2018.1, キッズキャラバン，和坂保育園，明石市，
分担者．
2018.3, 学校キャラバン，小野市立中番小学校，小
野市，主担当．
■学校教育支援
学校団体対応

2017.5，
「花のつくりと花粉の観察」
，神戸朝鮮初中
級学校 1 年生，16 名．
2017.10，
「兵庫の化石と大地のつくり」
，吹田市立東
佐井寺小学校 4 年生，107 名
講師派遣

2017.5, 「丹波の恐竜化石」
，講師，宝塚市立高司小
学校 5 年生，67 名．
2017.8, 夏休みこども講座「神戸の化石のおはなし」
，
講師，北神区民センター，20 名．
2017.8, 夏休みワークショップ「ティラノ★ハット
をつくろう」
，講師，イオンモール神戸北，50 名．
2017.8, 第 25 回弥生ふるさとまつり「ひとはくによ
る○×クイズ」
，出演，弥生が丘自治会，三田市
立弥生小学校グラウンド，300 名．
2018.2, いしころまつり「石をわって化石をさがそ
う」
，講師，三田市有馬富士自然学習センター，
10 名．
■展示

2017.7-8, 夏休み特別企画「化石展」
，瑞宝園，神戸
市北区，分担者．
2017.10-2018.1，開館 25 周年記念展示「ひとはく研
究員のいちおし 25 選 岩槻名誉館長が選ぶシダ
25 選」
，分担者．
2017.10-2018.1, 収蔵資料展「ひょうごの針葉樹」
，
分担者．
2017.12-2018.1, テーマ展示「博物館の学校向け貸出
し資料」
，大阪市立自然史博物館，大阪市，主担
当．
2017.12- 2018.3, いしすなねんど「三田の化石展示
サンダタンジュウがまってるよ！」
，三田市有馬
富士自然学習センター，三田市，分担者．
２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会等 （計１件）

2017.4-2018.3 但馬牛博物館展示検討会
相談・指導助言

来訪者 10 件，30 名．電話・FAX 相談 20 件，メイ
ル相談 5 件．
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池田忠広 (2017) 恐竜と共に生きた小さな生物、
カエル・トカゲについて．ハーモニー，97：4．
太田英利・池田忠広・高橋亮雄 (2017) 琉球列島の
更新統から産出する有鱗爬虫類化石について．爬
虫両棲類学報 第 2017 巻 第 1 号，107ｐ.
三枝春生・池田忠広・久保田克博・生野賢司・菊池
直樹 (2018) 下部白亜系篠山層群の脊椎動物化石
新産地． 日本古生物学会第 167 回例会講演予稿
集，16 p.

池田 忠広 IKEDA, Tadahiro
自然・環境評価研究部
地球科学研究グループ
主任研究員
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 准教授．
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．

■研究発表
＜研究部以外の配属室と仕事＞

Ikeda, T., Zelenitsky, D. K., Ota, H., Tanaka, K., and Therrien F.
(2017) Fragmentary mandibles of fossil lizards from the
Upper Cretaceous Oldman Formation, Devil’s coulee, Southern
Canada. 77th Annual Meeting, Society of Vertebrate
Paleontology, Galgary TELUS Convention Center
Calgary, Canada.
三枝春生・池田忠広・久保田克博・生野賢司・菊池
直樹 (2018) 下部白亜系篠山層群の脊椎動物化石
新産地． 日本古生物学会第 167 回例会，愛媛大
学，愛媛県（2 月）

１．企画・調整室

重要施策事業の推進、施策案作成等
２．タスクフォース

恐竜事業推進タスクフォース
３．プロジェクト

文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業．分
担者
国際交流事業 高校生のための生き物体験ツアーin
台湾. 分担者
共生のひろば．分担者
地学系収蔵庫の資料整理の推進．分担者

■助成を受けた研究

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．文部科学省科学研究費若手研
究(Ｂ). 代表者（2017 年度 130 万円／総額 340
万円）
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．代表者（金額 16
万円）

＜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．小型爬虫両生類を対象とした骨学的研究

■海外調査

2017. 8, カナダ アルバータ
2017. 10, タイ マハサラカーム

■論文・著書

２．資料収集・整理
■資料収集

IIijima, M., Momohara, A., Kobayashi, Y., Hayashi, S.,
Ikeda, T., Taruno, H., Watanabe, K., Tanimoto, M., and
Furui, S. (2018) Toyotamaphimeia cf. machikanensis
(Crocodylia, Tomistominae) from the Middle
Pleistocene of Osaka, Japan, and crocodylian
survivorship through the Pliocene-Pleistocene climatic
oscillations. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology 496, 346-360.
高橋亮雄・池田忠広・真鍋真・長谷川善和 (2018) 沖
縄島の更新世港川人遺跡から発見された淡水生
および陸生カメ類化石．群馬県立自然誌博物館研
究報告 22，59-66.

2017.10 - 2018.3, 動物化石．丹波市山南町, 篠山市
西古佐
■整理同定担当資料

脊椎動物化石（小型爬虫両生類）
＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー
館主催セミナー

三枝春生・半田久美子・橋本佳明・池田忠広，2017.
5，一般セミナー「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」
，博物館．
（17 名）
池田忠広，2017. 6，一般セミナー「マイナー古生物
学３ ヘビ化石」
，博物館．
（5 名）
太田英利・池田忠広，2017. 7，一般セミナー「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」
，博物館．
（11 名）
池田忠広，2017. 9，高校連携セミナー「兵庫県下部
白亜系篠山層群から発見された恐竜および小型

■その他著作

池田忠広（2017）台湾国立自然科学博物館．レガシ
ーとしての自然史標本を継承・発信するための事
例集，16−17．
Ikeda, T., Zelenitsky, D. K., Ota, H., Tanaka, K., and Therrien F.
(2017) Fragmentary mandibles of fossil lizards from the
Upper Cretaceous Oldman Formation, Devil’s coulee, Southern
Canada. Journal of Vertebrate Paleontology, Program
and Abstracts 2017: 134-135.
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脊椎動物化石」
，博物館．
（41 名）
池田忠広，201. 2，25 周年記念フォーラム、日本の
恐竜時代を探る！「篠山層群の恐竜・小型脊椎動
物化石、その多様性について」
，ホロンピアホー
ル．
（316 名）
◎池田忠広，2017. 10 – 2018.1，オープンセミナー「解
説！丹波の恐竜化石」
，博物館．
（3 回 110 名）
◎池田忠広・博物館実習生，2017. 8，オープンセミ
ナー「展示解説と化石のレプリカ作り」
，新丹波
竜化石工房．
（1 回 217 名）
池田忠広，2017. 7，特注セミナー「丹波の恐竜化石」
，
博物館．
（1 回 42 名）
池田忠広，2017. 7，特注セミナー「恐竜についても
学ぼう」
，博物館．
（1 回 59 名）
池田忠広，2017. 7，特注セミナー「恐竜と化石の話
と展示解説」
，博物館．
（1 回 29 名）

■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・協働）
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，主担当（指導）
横内悦実，主担当（指導）
松原薫，主担当（指導）
村上鷹夫，主担当（指導）
村上茂，主担当（指導）
友井幹雄，主担当（指導）
友井芳郎，主担当（指導）
鈴木正太郎，主担当（指導）
荒木幸枝，主担当（指導）
大江孝治，主担当（指導）
酒井將瑞，主担当（指導）
中塚達子，主担当（指導）
中西一郎，主担当（指導）
吉竹恵子，主担当（指導）

館外講演

池田忠広，2017. 7-2018. 3，
「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．
（1 回 15 名）
（2 回 17 名）(3 回 12
名)（4 回 13 名）
（5 回 19 名）
池田忠広，2017. 4，
「丹波の恐竜化石」
，三木市，三
木山森林公園．
（1 回，30 名）
池田忠広，2017. 6，
「丹波の恐竜学習＆化石発掘セ
ミナー」
，養父市，BIGLABO．
（20 名）
池田忠広，2017. 7，
「化石から過去の生物多様性を
探る（篠山層群から発見された恐竜・動物化石）
」
，
西宮市，西宮市大学交流センター．
（1 回，130 名）
池田忠広，2017. 7，
「丹波の恐竜化石」
，丹波市，山
南住民センター．
（1 回，30 名）
池田忠広，2017. 7，
「化石発掘調査、アカデミック
キャンプ」
，丹波市・川代公園，篠山市・並木道
中央公園．
（1 回，12 名）
「兵庫県下部白亜系篠山層群か
池田忠広，2017. 8，
ら発見された恐竜および小型脊椎動物化石」
，神
戸市，神戸ポートピヤホテル．
（112 名）
池田忠広，2017.11，
「篠山層群の脊椎動物化石〜現
状と今後の展望」
，丹波市，やまなみホール．
（250
名
池田忠広，2018. 1，
「恐竜について学ぼう」
，兵庫県，
国営明石海峡公園．
（24 名）
池田忠広，2018. 3，
「恐竜について学ぼう」
，兵庫県，
伊丹市立こども文化科学館．
（30 名）

■研修生等の受入
博物館実習

2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,

神戸女子大学 1 名．
神戸学院大学 1 名．
鳥取大学 1 名．
南九州大学 1 名．
首都大学東京 1 名．
京都大学大学院 1 名．
東京農業大学 1 名．
同志社大学 1 名．
放送大学 1 名．

■展示

2018.2- 4，ミニ企画展示「淡路島のモササウルス類」
．
分担者
２．シンクタンク事業
■受託研究

川代 TN 建設工事発生土調査事業業務．丹波市，分
担者（30 万円）
■行政等支援
委員会等 （計 3 件）

2017.4-2019.3, 丹波並木道中央公園円卓会議，委員，
丹波並木道中央公園．
2017.4-2018.3, 並木道祭り，委員，丹波並木道祭り
実行委員会．
2017.4-2018.3, 丹波市恐竜をいかしたまちづくり協
議会，委員，丹波市．

■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017. 11「国立淡路青少年交流の家」
，うずしお科学，
南淡路市．分担者
■共催・協力・後援事業

相談・指導助言

2017. 3- 2017. 8, 公募 BIG LABO!! 大恐竜展，おお
やアート村 BIG LABO，養父市．協力／主担当
2017.7- 2017.9, びっくり・ドッキリ・科学あそび，
伊丹こども文化科学館，兵庫県．協力／主担当
2017.12- 2018.1, あわジオフェスティバル 2017，国
営明石海峡公園，兵庫県．協力／主担当

来訪者 8 件，20 名．電話・FAX 相談 25 件，メイル相
談 105 件．
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ミナー「フロアスタッフとあそぼう「画はくの
日」
」
，博物館．
（54 名）
久保田克博・フロアスタッフ，2017. 9，オープンセ
ミナー「フロアスタッフとあそぼう「画はくの
日」
」
，博物館．
（63 名）

久保田 克博 KUBOTA, Katsuhiro
自然・環境評価研究部
地球科学研究グループ
恐竜化石総合ディレクター
北海道大学総合博物館 資料部 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 54 年群馬県生．筑波大学大学院生命環境科学研究
科博士課程修了．日本古生物学会，日本地質学会，Society
of Vertebrate Paleontology 所属．

館外講演

久保田克博，2017.7，
「モンゴルの恐竜」
（化石発掘
調査アカデミックキャンプ）
，丹波市山南住民セ
ンター，博物館．
（12 名）
久保田克博，2017.10，
「きょうりゅうのおはなしと
アンモナイトレプリカづくり」
，県立丹波並木道
中央公園，丹波なみきみちまつり実行委員会．
（90
名）
久保田克博，2018.3，
「丹波竜化石工房ちーたんの館
解説」
，丹波竜化石工房，丹波地域恐竜化石フィ
ールドミュージアム推進協議会．
（20 名）
久保田克博，2018.3，
「住民参加の発掘調査と化石専
門指導員の養成」
，丹波の森公苑，丹波地域恐竜
化石フィールドミュージアム推進協議会．
（130 名）

＜研究開発＞
１．調査研究
■特別課題研究（個人研究）

篠山層群産化石を活用した地域活性化を目指す人材
育成システムの構築
■論文・著書

Kubota, K., Takakuwa Y. and Hasegawa Y. (2017)
Second discovery of a spinosaurid tooth from the
Sebayashi Formation (Lower Cretaceous), Kanna
Town, Gunma Prefecture, Japan. Bulletin of the
Gunma Museum of Natural History 21, 1-6.
Kubota, K. (2017) Reregistration number in Kanna
Dinosaur Center. Bulletin of the Gunma Museum of
Natural History 21, 113-114.
久保田克博 (2018) 日本産の中生代恐竜化石目録.
人と自然 28, 97-115.

■展示

2018.2-4，臨時展示「川代トンネル岩砕から産出し
た化石展 in ちーたんの館」
．丹波竜化石工房ちー
たんの館，丹波市．
2018.2-4，臨時展示「川代トンネル岩砕から産出し
た化石展 in 太古の生きもの館」
．篠山市立太古の
生きもの館，篠山市．
2018.2-4，臨時展示「丹波市山南町上滝の新化石産
地」
．丹波竜化石工房ちーたんの館，丹波市．

■その他著作

久保田克博監修 (2017) BC キッズ はじめてのきょ
うりゅうずかん 英語つき. 講談社 30p.
久保田克博監修 (2017) 恐竜えほん ティラノサウ
ルス. 金の星社 31p.
三枝春生・池田忠広・久保田克博・生野賢司・菊池
直樹 (2018) 下部白亜系篠山層群の脊椎動物化石
新産地．
日本古生物学会第167 回例会，
愛媛大学，
愛媛県, 16．

２．シンクタンク事業
■受託研究

川代 TN 建設工事発生土調査事業業務．丹波市（23.8
万円）
■行政等支援
委員会等 （計 1 件）

2017.4-2018.3, 丹波市恐竜をいかしたまちづくり協
議会，委員，丹波市．

■研究発表

相談・指導助言

三枝春生・池田忠広・久保田克博・生野賢司・菊池
直樹 (2018) 下部白亜系篠山層群の脊椎動物化石
新産地． 日本古生物学会第 167 回例会，愛媛大
学，愛媛県（2 月）

来訪者 10 件，20 名．電話・FAX 相談 50 件，メイル
相談 100 件．

２．資料収集・整理
■資料収集

2017.10-2018.1, 3, 動物化石．川代１号トンネル岩砕．
2017.11, 動物化石．丹波市山南町．
＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー
館主催セミナー

久保田克博，2017. 9，オープンセミナー「恐竜の組
立をみよう！」
，博物館．
（150 名）
久保田克博・フロアスタッフ，2017. 9，オープンセ
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点

生野 賢司 IKUNO, Kenji

■整理同定担当資料

自然・環境評価研究部
地球科学研究グループ
研究員
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 客員研究員．
平成 2 年東京都生．横浜国立大学大学院環境情報学府博
士課程後期修了．博士（学術）
．日本古生物学会，日本
地質学会，日本動物分類学会，日本地球惑星科学連合所
属．

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

佐藤裕司・生野賢司，2017.4，オープンセミナー「ア
ンモナイト石けんをつくろう！」
，博物館．
（39 名）
生野賢司，2017.4，特注セミナー「私と研究」
，兵庫
県立大学附属中学校 1 年生，博物館．
（76 名）

＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．事業推進部門

■キャラバン・主催アウトリーチ事業

生涯学習推進室

2017.5，ひとはく Kids キャラバン，丹波市立柏原保
育所，丹波市．分担者．
2017.5，ひとはく Kids キャラバン，明星認定こども
園，新温泉町．分担者．
2017.6，ひとはく Kids キャラバン，おりーぶ保育園
・別府幼稚園，加古川市．分担者．
2017.7，ひとはく School キャラバン，福崎町立高岡
小学校，福崎町．分担者．
2017.7，ひとはく Kids キャラバン，桑ノ木幼稚園，
神戸市．分担者．
2017.7，ふるさとミュージアムセミナー，石ころの
標本をつくろう！，南あわじ市，三原ショッピン
グプラザ パルティ．分担者．
2017.7，ふるさとミュージアムセミナー，野島断層
親子体験学習講座，淡路市．分担者．
2017.8，ふるさとミュージアムセミナー，野島断層
親子体験学習講座，淡路市．分担者．
2017.8，ふるさとミュージアムプロジェクト，淡路
キャラバン，うずしお科学館，南あわじ市．分担
者．
2017.8，淡路キャラバン，ひとはく夏休み特別企画
2017，淡路ハイウェイオアシス，淡路市．分担者．
2017.8，ふるさとミュージアムプロジェクト，淡路
キャラバン，南あわじ市立図書館，南あわじ市．
分担者．
2017.9，ひとはく Kids キャラバン，ほうこくこども
園，姫路市．分担者．
2017.9，ひとはく Kids キャラバン，こばと幼稚園，
西宮市．分担者．
2017.9，ふるさとミュージアムプロジェクト，
AWAJI 未来探検隊うずしお探検編その２，国立淡
路青少年交流の家，南あわじ市．講師．
2017.11，ふるさとミュージアムプロジェクト，う
ずしおフェス．主担当．
2017.12，ひとはく Kids キャラバン，千草保育所，
洲本市．分担者．
2017.12，ひとはく Kids キャラバン，丹波市立崇広
幼稚園・丹波市立崇広小学校，丹波市．分担者．
2018.1，
「日本酒の自然誌 Where culture meets nature
～日本文化を育んだ自然～」
，伊丹市．展示解説．

２．タスクフォース

恐竜事業推進タスクフォース
３．プロジェクト

ひょうご・ふるさとミュージアムプロジェクト．分担
者
うずしお科学館運営支援．分担者
鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録に向けた検討支援．分
担者
ゆめはくプロジェクト．分担者
第 13 回共生のひろば．分担者
＜研究開発＞
１．調査研究
■特別課題研究（個人研究）

１．中生代軟体動物の分類学的研究
２．動物命名法に関する研究
３．北海道蝦夷層群の層序学的研究
■論文・著書

Wani, R., Tajika, A., Ikuno, K. and Iwasaki, T. (2018)
Ontogenetic trajectories of septal spacing in Early
Jurassic belemnites from Germany and France, and
their palaeobiological implications. Palaeontology, 61,
pp. 77－88.
■その他著作

三枝春生・池田忠広・久保田克博・生野賢司・菊池
直樹 (2018) 下部白亜系篠山層群の脊椎動物化石
新産地．
日本古生物学会第167 回例会講演予稿集，
p. 16．
■研究発表

三枝春生・池田忠広・久保田克博・生野賢司・菊池
直樹 (2018) 下部白亜系篠山層群の脊椎動物化石
新産地．
日本古生物学会第167 回例会，
愛媛大学．
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.5 和泉層群産軟体動物化石．洲本市．
2017.10-2018.3 篠山層群産脊椎動物化石・軟体動物
化石．丹波市・篠山市．
■受贈担当資料

2017.5 米国テキサス州産中生代軟体動物化石．6
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2018.1，ひとはく Kids キャラバン，明南保育所，明
石市．分担者．
■担い手成長支援事業
連携活動グループ・地域研究員

兵庫古生物研究会，副担当（指導）
成果発表

岸本眞五，2018.2，
「岡山県津山市付近から見つかる
約 1600 万年前のカニ（甲殻類）化石」
，共生の
ひろば，博物館．
（指導）
泉 賢人，2018.2，
「淡路島の和泉層群から産出した
巨大なノストセラス属アンモナイト化石につい
て」
，共生のひろば，博物館．
（指導）
兵庫古生物研究会，2018.2，
「淡路島の後期白亜紀和
泉層群から産出したモササウルス類化石」 ，共
生のひろば，博物館．
（指導）
南あわじ地学の会，2018.3-5，展示企画「みんなが
学んだ淡路の自然」
，大鳴門橋記念館．
（指導）
■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.6，宝塚市立西谷中学校 1 名，三田市立けやき
台中学校 1 名，三田市立狭間中学校 1 名，分担者
学校団体対応

2017.4，兵庫県立大学附属中学校
■展示

2017.7-8，展示企画「兵庫県の鉱物・岩石・化石」
，
瑞宝園，神戸市．責任者．
2018.3-5，うずしお科学館リニューアル 1 周年記念
展示「みんなが学んだ淡路の自然」
，大鳴門橋記
念館，南あわじ市，責任者．
２．シンクタンク事業
■受託研究

「川代 TN 建設工事発生土調査事業業務」
．分担者，
丹波市．
（23.8 万円）
「野島断層の保存・活用に関する研究」
．分担者，
淡路市教育委員会．
（30 万円）
「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」
．分担者，株式会社ヘッズ．
（50
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，2 回，29 名．
■行政等支援
相談・指導助言

来訪者 14 件，28 名．電話・FAX 相談 4 件，メイル
相談 2 件．
■学会開催等支援

2017.6，第 9 回若手分類学者の集い，世話人．
2018.2，第 13 回共生のひろば，分担者．
2018.2，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！」
，運営．
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個人別成果報告に関する資料

No.3

森林多様性研究グループ／

●自然・環境評価研究部

昆虫共生系研究グループ

229-231.
秋山弘之 2017. 東アジア産シダレウニゴケ
Symphyodon perrottetii（ウニゴケ科，蘚類）が内
包する種多様性．蘚苔類研究 11(9): 267.
秋山弘之 2017. アジア産蘚苔類の分類・生態ノ
ート 32. Noguchi (1994)のオオタマコモチイト
ゴケ Aptychella robusta の図版について．蘚苔類
研究 11(8): 234-236.

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 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，国際蘚苔
類研究者連合等所属．

■その他著作

秋山弘之(2018/1)「コケの森へ出発!!」 ひとく
ら通信第 70 号 兵庫県園芸・公園協会 一庫
公園管理事務所
秋山弘之（2017/04）
「このは 新訂版 コケに誘
われコケ入門」
（分担執筆）文一総合出版
秋山弘之（2017/4）特徴がよくわかるコケ図鑑
（監修）家の光協会

＜研究部以外の配属室と仕事＞
1．プロジェクト

国際交流事業（花博協会との共同による「高校生の
ための生きもの調査体験ツアーin 台湾」ひとはく
側代表者
2．個人プロジェクト
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

■研究発表

＜研究開発＞

■学会役員など

Akiyama, H. (2017/7) Systematic Study of The
Genus Yakushimabryum And Related Genera in The
Pylaisiadelphaceae (Musci). International Botanical
Congress, Shinzen (China).
日本植物分類学会 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 評議員
京都府希少野生生物生息地等保全地区検討委員
兵庫県貴重な野生生物等専門委員会委員
環境省希少野生動植物保存推進員
International Association of Bryologists, Council
(2012-2017)
ポーランド植物学会編集委員
サバ大学 ITBC 紀要編集員

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. 西南日本の蘚類相の研究
■論文・著書

Akiyama, H. 2017. Systematic study of the
Yakushimabryum and related genera in the
Pylaisiadelphaceae (Bryophyta). Acta
Phytotaxonomica et Geobotanica 68(3): 145-174.
Akiyama, H., T.-T. Luong & N.-L. Dinh. 2017.
Mosses new to Vietnam. Natural History Bulletin of
the Siam Society [in press].
Shevock, J. R., W.-Z. Ma & H. Akiyama. 2017.
Diversity of the rheophytic condition in bryophytes:
field observations from multiple continents.
Bryophyte Diversity and Evolution 39(1): 75-93.
Suleiman, M., D. P. Masundang & H. Akiyama. 2017.
The Mosses of Crocker Range Park, Malaysian
Borneo. Phytokeys 88: 71-107.
Suleiman, M. D. P. Masundang & H. Akiyama. 2017.
Thamnobryum negrosense（E. B. Bartram） Z.
Iwats. & B. C. Tan (Neckeraceae, Musci), a new
record for Borneo. Bryological Research 11(8):

■助成を受けた研究

日本学術振興会科学研究費 基盤研究（C) 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（代表者）455 万円／286 万
円
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4-2018.3 蘚苔類 （三田市、宝塚市、西宮
市，神戸市、篠山市，香美町，南光町）
2017.8 蘚苔類（鹿児島県屋久島）
■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
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■セミナー
館主催セミナー

◎秋山弘之，2017.5 春のコケ植物観察 神戸市
北区道場 （全 1 回，20 名）
◎秋山弘之，2017.7 夏のキノコ観察 一庫公園
（全 1 回，10 名）
◎秋山弘之，2017.10 ハチ北高原秋の自然観察ツ
アー （全 2 回，22 名）
◎秋山弘之，2017.10 秋のキノコ観察 1 有馬富
士公園 （全 1 回，5 名）
◎秋山弘之，2017.10 秋のキノコ観察 2 有馬富
士公園 （全 1 回，19 名）
◎秋山弘之，2017.10 キノコのすべて （博物館，
全 1 回，44 名）
◎秋山弘之，2016.10 「特注セミナー いろいろ
な苔たち」博物館（全 1 回，40 名）
◎秋山弘之，2017.11 ひとはく探検隊「きのこ
GET だぜ！」
（全 1 回，23 名）
館外講演

2017.5.3 「コケ植物の美と多様性」神戸森林植物
園
兵庫県立大学・大学院教育

2017.4, 人と自然の共生（分担）
産学連携・研究推進機構運営委員
■担い手成長支援事業
成果発表

2018.2 共生のひろば 「高校生のための生きもの
調査体験ツアーin 台湾」活動報告（口頭・展示）
■学校教育支援

県立大学附属中学校におけるプロジェクト学習
を指導（7 名，合計 10 回）
講師派遣

2017.5.4 「苔植物観察会」神戸森林植物園
2017.5.14 「苔観察会」丹波自然友の会
2017.5.27 「苔観察会」京都雲ヶ畑をまもる会
2017.6.18 「苔観察会」法然院森のセンター
2017.6.27 「キノコ観察会」シニア自然大学
201.7.4 「キノコ観察会」シニア自然大学
2017.7.13 「きのこ観察会」シニア自然大学
2017.8.1-8.5 「高校生のための生きもの調査体
験ツアーin 台湾」
（台北市立動物園）
２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会等 （計 3 件）

2017.4－
当委員
2017.4－
2017.4－
2017.4－

環境省絶滅危惧植物（蘚苔類）調査担
環境省希少野生動植物保存推進員
京都府レッドデータブック専門委員
兵庫県レッドデータブック専門委員
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晃.2018. 植物標本の高速デジタル化手法の開発
とその意義について. 口頭発表．日本植物分類
学会第 18 回大会（金沢大学）
．
堀内保彦・藤本悠・高野温子・三橋弘宗.2018.植物
標本の高速デジタル画像化手法の開発.ポスター
発表. 日本植物分類学会第 18 回大会
（金沢大学）
．
■学会役員など
日本植物分類学会，図書幹事（2015．1～）
．
日本植物分類学会，植物分類学会の将来の発展と
普及のための委員会 委員（2016.1～）
Taiwania レフェリー 2 件
Biodiversitas, Journal of Biological diversity レフェ
リー 1 件
Current Science レフェリー 1 件
Plant Systematics and Evolution レフェリー1 件
Genes レフェリー 1 件
Phytokeys レフェリー 1 件
沖縄生物学会 レフェリー １件
人と自然 レフェリー 2 件
Plant Biology レフェリー 1 件

高野 温子，Atsuko TAKANO
自然・環境評価研究部
森林多様性研究グループ／資料管理室
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．タスクフォース

レガシー発信・継承事業 TF
事務局 担当
２．研究開発部門

資料管理室 室長
系統分類研究Ｇ 資料担当
＜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

■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／50 万円）
． ←（平成 29
年度分／総額）

■共同研究

総合共同研究 研究分担者．
共同研究「兵庫の動植物相のさらなる解明」
，研
究分担者．

２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4
2017.5
2017.6
2017.7

西宮市, 篠山市,姫路市
豊岡市
三田市, 高砂市
洲本市，南あわじ市，滋賀県大津市，奈
良県吉野郡上北山村，天川村，和歌山県東
牟婁郡北山村
2017.8 滋賀県大津市
2017.10 三田市
2017.11 赤穂市

■論文・著書

Takano, A.2017. Taxonomic study on Japanese Salvia
(Lamiaceae): Phylogenetic position of S. akiensis, and
polyphyletic nature of S. lutescens var. intermedia.
Phytokeys 80: 87-104.
https://doi.org/10.3897/phytokeys.80.11611
牛島清春・牛島富子・高野温子・黒崎史平 2017.
サイカチの雌雄性について．兵庫の植物 27：13
－20.
高野温子・織田二郎 2017．ヒメシロネとコシロ
ネ（シソ科）の雑種形成について．分類 17(2):
173-178.

■受贈担当資料

小林禧樹植物コレクション 2017
丸岡道行植物コレクション 2017
清水孝之植物コレクション 2017

■その他著作

高野温子.2017. 頌栄標本コレクションのお宝標
本. ミニコラム ハーモニー97 号.p.3.
高野温子.2017. 兵庫県立人と自然の博物館.レガ
シーとしての自然史標本を継承・発信するため
の事例集. 編著：自然史レガシー継承・発信実
行委員会 p.48-49.
高野温子.2017. 自然史レガシー継承・発信事業.
開館 25 周年記念特別版 ひとはくレポート
2012-2016 p.24
高野温子.2018. 触ってはいけない植物. 兵庫県
学校厚生会 厚生会だより no.371. p.21.
■研究発表
高野温子・堀内保彦・藤本悠・三橋弘宗・高橋

972 点
349 点
10 点

■整理同定担当資料

維管束植物
＜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，2017.5，「神鍋高原植物ハイキング
春の花」
，豊岡市,（全 1 回，10 名）
◎高野温子，2017.8，教職員セミナー「教科書に
でてくる植物を学ぶ」，博物館，（全１回，34
名）
◎高野温子，2017.8, オープンセミナー「見てびっ
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（主担当）
2017.10.7-2018.1.8 ボタニカルアートでみる日本
の固有植物 25 選（協力者）

くり！小さな花をかくだいしてみよう」
，博物館，
全 2 回、254 名
◎高野温子，2017.10，お見せします人博のレガシ
ー 5XGo 第 6 回生物系収蔵庫（植物）
（全 1 回、
4 名）
◎高野温子，2018.3, 特別セミナー「固有種のふし
ぎ」 固有種はどうやってできるのか（全 1 回
106 名. 花博記念協会との両主催）
◎橋本佳明・三橋弘宗・高野温子・大平和弘，
2018.2，
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（全 1 回、4 名）

２．シンクタンク事業
■受託研究

文部科学省委託事業「博物館ネットワークによる
未来へのレガシー継承・発信事業」
（副担当）
■収蔵庫・ジーンファームの公開

生物系収蔵庫等の案内，8 回，55 名．
（姫路大学，
国立科学博物館，北淡三原高校，
，(公財)国際花
と緑の博覧会記念協会, 特別セミナー固有種
のふしぎ）
■行政等支援

■連携事業
成果発表

2018.2.11. 小豆むつ子「とっておきの植物画Ⅳ」
第 13 回共生のひろば ポスター発表

委員会等 （計３件）

2013.10－．兵庫県生物多様性アドバイザー．
2015.7-. 希少野生動植物種保存推進員（環境省）
2017.3-. 環境省レッドリスト調査員
相談・指導助言
オチフジクラブ 2013 活動助言
メイル相談 植物同定対応 14 件
視察対応
2017. 9. タイ王国教育関係者交流事業 15 名
2017.10. 兵庫県動物愛護センター 2 名
2017.10. JICA 事業 ミャンマー/ハーバリウム
視察 4 名

■担い手成長支援事業

小豆むつ子
■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.6.6-7．三田市立長坂中１名、八景中１名、
ゆりのき台中１名
学校団体対応

2017. 4, 姫路大学教育学部 博物館資料の保管
と収蔵庫案内（4 名）
2017. 4, 宝塚北高校 DNA 抽出実験（40 名）
2017. 6, 神戸市立大池小学校 「クイズ！兵庫県
の植物」(56 名)
2017. 6, 明石市立人丸小学校 「クイズ！兵庫県
の植物」
（141 名）
2017. 6, 京都府立綾部高校農芸化学科 特注セ
ミナー 「花の解剖とスケッチ」
（30 名）
2017. 8, E.E.Kids 英語で館内展示解説（18 名）
2017. 9, 群馬県立高崎高校「学芸員の仕事と収蔵
庫案内」
（6 名）
2017.10, 西脇市教育委員会 英語で展示解説
（14 名）
2017.10, 芦屋市立宮川小学校「クイズ！兵庫県
の植物」
（108 名）
2017.11, 北摂第一幼稚園「けんきゅういんのお
しごと」
（96 名）
2017.11, 北淡三原高校「収蔵庫案内」
（18 名）
2017.12, 西宮市立広田小学校「クイズ！兵庫県
の植物」
（163 名）
講師派遣

2011．11，博物館研究員体験 キッザニア甲子園
研修生等の受入

2017, 8, 兵庫県立大学院生 インターンシップ
8 月 2,14 日
2017, 8, 県庁インターンシップ３名 (8 月 24 日)
■展示

2018.1.13-1.28 企画展「日本酒の自然史」伊丹市
宮前町 郷町館（分担者）
2017.6.3-7.2 黒崎先生が選ぶ頌栄標本 25 選
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Honda, M. and H. Ota (2017) On the live coloration and
partial mitochondrial DNA sequences in the topotypic
population of Goniurosaurus kuroiwae orientalis
(Squamata: Eublepharidae), with description of a new
subspecies from Tokashikijima Island, Ryukyu
Archipelago, Japan. Asian Herpetological Research
8(2): 96-107.
川上敬弘・東口信行・亀崎直樹・太田英利 (2017) 兵
庫県淡路市のため池で確認されたアフリカツメ
ガエル（両生綱，無尾目, ピパ科）
．爬虫両棲類
学会報 2017(1): 13-17.
加藤悟郎・中島淳志・保田昌宏・岩本俊孝・太田英
利・森田哲夫 (2017) 宮崎県日南市に定着したオ
キナワキノボリトカゲの低温耐性に関する報告.
宮崎の自然と環境 (2): 41-45.
岡本康汰・城野哲平・太田英利・戸田守 (2017) ホ
オグロヤモリのトカラ諸島宝島からの初記録.
Akamata (27): 47-51.
松井正文・疋田努・太田英利 (2017) 新版 小学館の図鑑
NEO. 両生類はちゅう類. 小学館,東京. 173 頁.
太田英利 (2018) 爬虫類・両生類. 7-8, 15, 28-40,
92-93, 101 頁. 兵庫県農政環境部環境創造局自
然環境課 (編), 兵庫の貴重な自然 兵庫県版レ
ッドデーブック 2017 (哺乳類・爬虫類・両生類・
魚類・クモ類). 公益財団法人ひょうご環境創造
協会, 神戸.

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．
＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．プロジェクト

恐竜特色化推進プロジェクト（研究機能強化担当ｻﾌﾞ
ﾘｰﾀﾞｰ）
国際交流事業 高校生のための生き物体験ツアーin
台湾（分担）
博物館研究紀要「人と自然 Humans and Nature」の
編集発行（分担）ほか
２．個人プロジェクト

琉球列島を中心とした熱帯〜温帯アジアの爬虫・両
生類相の多様性と自然史に関する研究（代表）
ブータンの爬虫・両生類の多様性に関する調査研究
（代表）

■その他著作

太田英利 (2017) ゴリス C. リチャード博士の
著作: その功績を偲ぶ. 爬虫両棲類学会報
2017: 213-219.
■研究発表

川上敬弘・太田英利・東口信行・笹井隆秀 (2017)
兵庫県淡路市のため池に定着したアフリカツメガエ
ル繁殖集団について. 日本爬虫両棲類学会第 56 回
大会. 熊本大学, 熊本.
太田英利・岡田滋・長谷川英男・川上敬弘(2017) 鹿
児島県で発見されたアフリカツメガエ Xenopus
laevis 外来個体群について. 日本爬虫両棲類学
会第 56 回大会. 熊本大学, 熊本.
玉山雅浩・河村功一・太田英利 (2017) 分子と形
態情報を用いたニホンカナヘビ (Takydromus
tachydromoides) の集団構造の解明. 日本爬虫両
棲類学会第 56 回大会. 熊本大学, 熊本.
岡本康汰・城野哲平・太田英利・戸田守 (2017) タ
カラヤモリの 6 月採集の標本シリーズにおけ
る体サイズ分布と生殖腺状態. 日本爬虫両棲類
学会第 56 回大会. 熊本大学, 熊本.
Ikeda, T., Zelenitsky, D. K., Ota, H., Tanaka, K., and
Therrien F. (2017) Fragmentary mandibles of fossil
lizards from the Upper Cretaceous Oldman
Formation, Devil’s coulee, Southern Canada. Society
of Vertebrate Paleontology (77th Annual Meeting).
TELUS Convention Center, Calgary, Canada.

＜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: 特にアフリカツメガエル
野外集団の問題を中心として
■共同研究

部門研究「兵庫県の植物相・昆虫相の解明」, 研
究分担者.
■論文・著書

Kurita, T., H. Ota, and T. Hikida. (2017) A new species
of Plestiodon (Squamata: Scincidae) from the
Senkaku Group, Ryukyu Archipelago, Japan. Zootaxa
4254 (5): 520-536.

■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
沖縄生物学会, 学会誌編集委員
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日本生物地理学会, 評議員
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: Asian Herpetological Research,
Biological Journal of the Linnean Society,
Zoological Journal of the Linnean Society, 人と
自然，Current Herpetology, Zoological Science,
Natural History Bulletin of the Siam Society, 生
物地理学会報等々の投稿原稿について計 16 件

思議”内「日本固有の両生爬虫類・鳥類・哺乳類に
ついて」, 博物館（107 名）
館外講演

◎太田英利. 2017.9.9.「レッドリストの変遷と日本
産爬虫類の保全の課題」. 恩賜上野動物園, 東
京（70 名）
◎太田英利. 2017.9.22.「兵庫県の爬虫類・両生類」,
御影公会堂, 神戸市（58 名）
◎太田英利. 2017.10.6.「日本の化石両生類: その
生物地理学的，現生生物学的意義」. 広島大学
ライブラリーホール, 東広島市（57 名）
◎秋山弘之・山内健生・池田忠広・櫻井麗賀・太
田英利. 2017.7.30-8.03. 高校生のための生き物
調査体験ツアーin 台湾. 中華民国台湾,台北市立
動物園, 東眼山自然教育園 （38 名）
◎Hidetoshi Ota. 2017.10.12.「Herpetofauna of the
Ryukyu Archipelago」.環境省漫湖水鳥・湿地セン
ター,那覇(23 名)
◎太田英利. 2018. 3.24. 伊丹市民生きものマイス
ター・スキルアップ講座「生物多様性と外来種」.
伊丹市立中央公民館, 伊丹市（18 名）

■助成を受けた研究

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
学研究費基盤研究(C)，研究分担者（分担分金額
20 万円／130 万円）
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
学研究費基盤研究(C)，研究分担者（分担分金額
12 万円／104 万円）

兵庫県立大学・大学院教育

兵庫県立大学 大学院 環境人間学研究科 共生
博物学部門 修士課程大学院生 2 名の指導（主
指導教員として）

■海外調査

中華民国（台湾）
（2017.8.3〜2017.8.11）

ラジオ・テレビ等協力
2018.1.3「「海を愛して森に恋して～4K で描

２．資料収集・整理

く AMAMI～」 （NHK 総合），陸域の自然の部

■資料収集

2017.4-7. トカゲ類，ヘビ類，カエル類（兵庫県
内）
2017.5-6,8. トカゲ類，ヘビ類．沖縄県．台湾

分を監修（1.3 放送）
■学校教育支援
講師派遣

兵庫県立長田高等学校特色類型国際理解推進部
授業「両生類の多様性と生物地理： 世界、日
本、そして神戸市」2017.4.27, 13:30-15:00 (2
年生 37 名+教諭 3 名)

■整理同定担当資料

ウミガメ剥製（3 点）
、ワニ剥製（1 点）
＜事業推進＞
１．生涯学習事業

■フェスティバル等

「共生の広場」にて審査委員

■セミナー

２．シンクタンク事業

館主催セミナー

◎太田英利, 2017.7.9. 一般セミナー「両生類のか
らだを見てみよう」, 博物館. (3 名)
◎太田英利. 2017.7.22. 一般セミナー「爬虫類のか
らだを見てみよう」, 博物館.（7 名）
◎太田英利・池田忠広. 2017.7.16. 一般セミナー
「お見せします人博のレガシー. 第 3 回液浸系
収蔵庫ツアー」, 博物館（8 名）
◎太田英利. 2017.8.15. 特注セミナー（神戸市シ
ルバーカレッジ 生活環境コース）「ダルマ
ガエルについて」, 博物館 (7 名)
◎太田英利. 2017.11.24. 特注セミナー（西宮市立
用海小学校 3 年生）
「カエルの指、ヤモリの指」,
博物館（児童 135 名+引率者 6 名）
◎太田英利 2018.3.21. 特別セミナー“固有種の不

■収蔵庫・ジーンファームの公開

生物系収蔵庫の案内（上記セミナー以外）
，4 回，
のべ約 25 名．
■行政等支援
委員会等（計 18 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）自然保護委員会
2012.6－. 世界自然保護基金日本委員会（WWF
ジャパン）運営委員会
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
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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
2012.6－. 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
2013.6-2018.3 「奄美・琉球における森林地帯の
絶滅危惧種・生物多様性保全に関する研究」 ア
ドバイザリーボード委員
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
2015.5-. 西表島のシロアゴガエルの防除及び影
響評価に関する検討会
2015.11-. 神戸市環境影響評価委員会委員
2017.9-2018.3 独立行政法人国立科学博物館外部
評価委員会
相談・指導助言

来訪者 31 件，88 名．電話・FAX 相談 24 件，メ
イル相談 34 件．
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警告」 イミダス
橋本佳明（2017）
「ぶらり訪問—初期段階のヒアリ対策
で日本は世界のモデルに」 ペストコントロール
No.182
橋本佳明 (2018.9 発刊予定) 「動物学の百科辞典」 第
11 巻「動物の生態」 第14 章 「擬態」 丸善出版
■研究発表
橋本佳明 (2017) 「ヒアリの特徴」 第72 回日本衛生
動物学会西日本支部大会 京都府民総合交流プラ
ザ「京都テルサ」
Yoshiaki HASHIMOTO (2017) " Fighting invasions of fire
ants in Japan - Cooperation of the Asian ant researchers is
crucial to block the infestation " International Congress of
ANeT Punajbi University, Patiala, India
橋本佳明 (2017) 「」誰も，ヒアリのことを知らないー
相互不達と外来種問題」 第65 回日本生態学会大会
札幌
Yoshiaki HASHIMOTO (2017) " To Bend, or To Beat Conflict between skeletomuscular of flight and petiole
movement in thorax of Aculeate " OIST Mini-Symposium
沖縄
Yoshiaki HASHIMOTO (2017) “Pattern of Ant walk –
Learning from Ant-mimicking spider” SWARM 2017 京
都大学 京都
■学会役員など
DIPWA Network for Establishment of Ant Reference
Collections (ANeT ) 評議委員.
PLOS ONE レフェリー，Ecological Research レフ
ェリー Asian myrmecology レフェリー等

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
＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．タスクフォース

ビジョン実現タスクフォース 副リーダー
２．研究開発部門

系統分類研究部門 研究シンクタンク担当
３．個人プロジェクト
ひとはくの国際交流プロジェクト
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
生物多様性創出機構の解明
ひとはくハチ類コレクションプロジェクト
虫の目で見る里山環境プロジェクト
＜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
５. 外来アリ問題の対策

２．資料収集・整理
■受贈担当資料

羽田ハチ類コレクション(3 万点)の標本整理・登録業務
等実施

■共同研究

部門研究「兵庫県の植物相・昆虫相の解明」
，研
究分担者．

■整理同定担当資料

アリ類とアリ擬態クモ類コレクションの画像撮
影・整理同定

■論文・著書

Mizue Ohashia, Yuko Maekawa, Yoshiaki Hashimoto et al.
(2017) CO2 efflux from subterranean nests of ants and
termites in a tropical rain forest in Sarawak, Malaysia
Applied Soil Ecology 117–118, p147–155
Shingo Hosoishi1, Yoshiaki Hashimoto et al. (2017) A
comparison of ground-dwelling and arboreal ant
assemblages (Hymenoptera: Formicidae) in lowland forests
of Cambodia. RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 65:
416-425
Yamasaki, T., Hashimoto, Y.et al. (2017) A new species of the
genus Sphecotypus O. Pickard-Cambridge, 1895 from
Borneo, with a comparison with the holotype of S.
birmanicus (Thorell, 1897) (Araneae, Corinnidae). Annali
del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria
Vol.110-18: p21-32

＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー
館主催セミナー

「自然のだまし方教えますー擬態の生物学」 ３
回(ひとはくじっくりセミナー )
◎人博２５周年スペシャル 「お見せします人博
のレガシー
ガッツリ収蔵庫ツアー５XGo」
５回
「地球はアリが回しているーアリの基礎生態学」
有馬高校連携セミナー
館外講演

中国四国環境省事務所 ヒアリ講習会
兵庫県港湾組合集会 ヒアリ講習会
神戸市ヒアリ等スクリーニング技術研修
淡路県民局ヒアリセミナー

■その他著作

橋本佳明（2017）
「ヒアリ出現！—本当の怖さと彼らの
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地球環境関西フォーラムセミナー
名古屋市環境衛生職員研修会
兵庫県生活衛生課 ヒアリ講習会
京都府外来アリ勉強会
自然史標本データ研究会
他
兵庫県立大学・大学院教育

兵庫県立大学・大学院教育 共生博物学（分担）
■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
■共催・協力・後援事業

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
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

大阪教育大学付属小学校 ヒアリ講習会
有馬高校連携セミナー「地球はアリが回している
ーアリの基礎生態学」
グローバルサイエンスキャンパス 「研究の仕方」
■展示

緊急速報展「ヒアリとアカカミアリ」作成
常設展示更新「ヒアリ」作成
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
委員会等 （計 4 件）

環境省ヒアリ有識者会議委員
神戸市ヒアリ有識者会議委員
岡山県ヒアリ有識者会議委員
S-Net・GBIF ハチ類生物多様性情報整備事業
相談・指導助言

毎日放送，NHK,読売新聞，神戸新聞，産経新聞，
朝日新聞，他
電話・FAX 相談 1０件，メイル相談 8 件対応等
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virus: a new coltivirus from Haemaphysalis flava
ticks in Japan. Virus Research: 242C: 131-140.
山内健生・柿沼 進 (2018) 山口県の海浜にお
けるウスバカゲロウ科 3 種の記録. 豊田ホタ
ルの里ミュージアム研究報告書, 10: 1-3.
山内健生・辻 雄介 (2018) フライトインター
セプトトラップによるヤマトマダニの採集例.
豊田ホタルの里ミュージアム研究報告書, 10:
157-158.
山内健生・奥島雄一 (2018) 岡山県におけるシ
ラミバエ科 2 種の記録. 倉敷市立自然史博物
館研究報告, 33: 5-6.
◎山内健生・柏尾 翔 (2018) きしわだ自然資
料館に収蔵されているウオノエ科標本. きし
わだ自然資料館研究報告, 5: 55-57.
山内健生・松野茂富 (2018) 四国西部の島嶼に
おけるヒロバカゲロウ科，ウスバカゲロウ科，
ツノトンボ科の記録. 四国自然史科学研究,
11: accepted.
◎今泉忠明・篠永 哲・夏秋 優・山内健生・
城川四郎 (監修) (2017) 学研の図鑑 LIVE（ラ
イブ）ポケット⑤ 危険・有毒生物. 208pp. 学
研プラス, 東京.
◎山内健生 (2017) pp.14-20, 22-23, 68-70, 82-92,
94-95. 小学館の図鑑・NEO 危険生物（根本
徹・北川吉隆・尾和みゆき・泉田賢吾 編）.
191pp. 小学館, 東京.
◎齋藤暢宏・山内健生 (2017) ときどき魚の口
に見られるダンゴムシのような動物は何で
すか？ pp. 77-79. みんなが知りたいシリー
ズ⑥ エビ・カニの疑問 50（日本甲殻類学会
編）. 177pp. 成山堂書店, 東京.

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，都市有害生物管理学会，日本ペストロジー
学会，日本蛾類学会，日本甲虫学会等所属．
＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．研究開発部門

生涯学習推進室
系統分類研究部門 研究担当
２．プロジェクト

国際交流事業（花博協会との共同による「高校生の
ための生きもの調査体験ツアーin 台湾」ひとはく
側参加者
３．個人プロジェクト
ひとはくハチ類コレクションプロジェクト
＜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

◎山内健生・高見咲恵・廣田編子・高瀬優子・
田丸真奈維 (2017) 子供を対象とした蚊の採
集と観察に関する実習の実践. 都市有害生物
管理, 7(1): 15-21.
Osawa, T., Baba, Y. G, Suguro, T., Naya, N. and
Yamauchi, T. (2017) Specimen records of spiders
(Arachnida: Araneae) by monthly census for 3
years in forest areas of Yakushima Island, Japan.
Biodiversity Data Journal. 5: e14789.
◎橋本知幸，皆川恵子，數間 亨，武藤敦彦，
葛西真治，駒形 修，前川芳秀，冨田隆史，
渡辺 護，澤邉京子，白石 都，大石英明，
山内健生，五十嵐真人，池田文明 (2017) 人の
活動域に生息するマダニに対する衛生害虫用殺虫剤
の防除効果. 衛生動物, 68(3): 101-108.
Fujita R, Ejiri H, Lim CK, Noda S, Yamauchi T,
Watanabe M, Kobayashi D, Ito MT, Murota K,
Herrera GP, Minami S, Kuwata R, Yamaguchi Y,
Horiya M, Katayama Y, Shimoda H, Saijo M,
Maeda K, Mizutani T, Isawa H, Sawabe K. (2017)
Isolation and characterization of Tarumizu tick

■その他著作

◎山内健生 (2017) マダニの採集方法いろいろ.
PMP ニュース, 361.
[http://www.hohto.co.jp/pmpnews/pmp361_1/]
山内健生 (2017) とやまの自然と人々と 6 大
塚外次(5). 実業之富山, 72(5): 22-23.
山内健生 (2017) とやまの自然と人々と 7 大
塚外次(6). 実業之富山, 72(7): 22-23.
◎山内健生 (2017) ネコやイヌに寄生するマダ
ニ. PMP ニュース, 364.
[http://www.hohto.co.jp/pmpnews/pmp364_1/]
山内健生 (2017) とやまの自然と人々と 8 大
塚外次(7). 実業之富山, 72(9): 26-27.
◎山内健生 (2017.11.1) マダニから身を守る方
法. PMP ニュース, 367.
[http://www.hohto.co.jp/pmpnews/pmp367_1/]
山内健生 (2017) とやまの自然と人々と 9 大
塚外次(8). 実業之富山, 72(11): 26-27.
山内健生・久後地平・西田昭夫・原 昌久・西
村 登 (2017) 愛惜の生態学者可児藤吉氏の
生地訪問及び墓参り. 兵庫陸水生物, 67/68:
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53-57.
山内健生 (2018) とやまの自然と人々と 10 大
塚外次(9). 実業之富山, 73(1): 52-53.
◎山内健生 (2018) マダニに刺されてしまった
ら. PMP ニュース, 370.
[http://www.hohto.co.jp/pmpnews/pmp370_2/]
◎山内健生 (2018) 編集後記. ひとはく通信ハ
ーモニー, 100: 4.
山内健生 (2018) とやまの自然と人々と 11 大
塚外次(10). 実業之富山, 73(3): 22-23.
◎山内健生 (2018) 2017 年の台湾の旅を振り返
って. 2017 年高校生のための生きもの調査体
験ツアーin 台湾実施報告書（公益財団法人国
際花と緑の博覧会記念協会・兵庫県立人と自
然の博物館 編） 公益財団法人国際花と緑の
博覧会記念協会・兵庫県立人と自然の博物館.

の分類と幼生期形態の解明．科学研究費助成事業
（学術研究助成基金助成金）
（若手研究(B)）
．代
表者（2017 年度 60 万円／総額 320 万円）
iDNA による哺乳類調査法の確立と実践．科学研
究費助成事業（学術研究助成基金助成金）
（挑戦
的研究（萌芽）
）分担者（2017 年度 35 万円／総
額 477 万円）
生態系管理に基づく野生動物由来感染症対策．科
学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）
（基盤研究(A)）分担者（2017 年度 140 万円／
総額 5000 万円）
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（新興・
再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研
究事業）
．分担者（2017 年度 100 万円／総額 840
万円）

■研究発表

■海外調査

2017.8, 台湾・台北

津田良夫，前川芳秀，葛西真治，皆川恵子，数
間 亨，堀口智博，山内健生，沢辺京子 (2017)
岡山市の公共施設と住宅地におけるヒトスジ
シマカの発生状況調査 (2015 年，2016 年). 第
69 回日本衛生動物学会大会 長崎大学（長崎
市）
前川芳秀，津田良夫，山内健生，五十嵐真人，
數間 亨，佐藤裕蔵，金山隆一，沢辺京子
(2017) 山裾の 墓地か ら発 生する ヒト ス
ジ シマカ の移 動に関 する 実験 . 第 69 回日
本衛生動物学会大会 長崎大学（長崎市）
橋 本知幸 ，皆 川恵子 ，數 間 亨 ，武 藤敦
彦 ，葛西 真治 ，前川 芳秀 ，渡辺 護 ，冨
田隆史，駒形修，沢辺京子，山内健生，
白 石 都 ，大 石英明 (2017) 4 種殺虫 剤
の 野外生 息マ ダニに 対す る駆除 効果 . 第
69 回日本衛生動物学会大会 長崎大学（長崎
市）
佐賀由美子，名古屋真弓，長谷川澄代，稲崎倫
子，稲畑 良，米田哲也，板持雅恵，青柳由
美子，
渡辺 護，
山内健生，
小渕正次 (2017) 富
山県におけるマダニの紅斑熱群リケッチアお
よび重症熱性血小板減少症候群ウイルス保有
状況調査. 第 72 回日本衛生動物学会西日本支
部大会 京都テルサ（京都市）

２．資料収集・整理
■資料収集

2017.5-10, マダニ類．兵庫県．
2017.8, 蚊類．兵庫県，島根県，岡山県．
■受贈担当資料

2017.11, 昆虫類（近藤文彦氏コレクション）
．
32,300 点．
2018.3, 昆虫類
（田中将宏氏コレクション）
．
13,000
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，2017.5，オープンセミナー「甲殻類
標本をスケッチしよう」
，博物館．
（22 名）
◎山内健生，2017.6，特注セミナー「身近な衛生
動物の話」
，博物館．
（20 名）
◎山内健生，2017.6，特注セミナー「わくわく昆
虫ワールド」
，博物館．
（19 名）
◎山内健生，2017.6，一般セミナー「虫を見分け
る」
，博物館．
（2 名）
◎山内健生・フロアスタッフ，2017.6，ひとはく
探検隊「いきものミッケ！」
，博物館．
（33 名）
◎三枝春生, 古谷裕, 山内健生，2017.7，特注セ
ミナー「収蔵庫見学」
，博物館．
（26 名）
◎山内健生，2017.7，オープンセミナー「昆虫の
名前しらべ１」
，博物館．
（6 名）
◎山内健生，2017.8，オープンセミナー「昆虫の
名前しらべ２」
，博物館．
（8 名）
◎山内健生，2017.8，オープンセミナー「昆虫の

■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．
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．
日本昆虫分類学会，評議員．
投稿原稿の査読：Crustacean Research，
International Journal of Marine Sciences，Medical
Entomology and Zoology，Bird Research．
■助成を受けた研究

形態と遺伝子に基づく魚類寄生虫ウオノエ科
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い」
2017.9，マダニについて，フジテレビ「その原因 X
にあり」

名前しらべ３」
，博物館．
（38 名）
◎山内健生，2017.8，オープンセミナー「昆虫の
名前しらべ３」
，博物館．
（24 名）
◎山内健生，
2017.9，
一般セミナー
「蚊を調べる」
，
博物館．
（3 名）
◎山内健生，2017.9，特注セミナー「むしとりペ
ナントレース」
，博物館．
（154 名）
◎山内健生，2017.10，一般セミナー「マダニの観
察」
，博物館．
（12 名）
◎山内健生，2017.11，特注セミナー「知っておき
たいマダニの話」
，博物館．
（21 名）
◎山内健生，2017.11，特注セミナー「わくわく昆
虫ワールド」
，博物館．
（21 名）
◎山内健生，2017.12，特注セミナー「わくわく昆
虫ワールド」
，博物館．
（85 名）
◎山内健生，2017.12，特注セミナー「身の回りの
危険生物を知って安全に暮らそう」
，博物館．
（82
名）
◎山内健生・高野温子・布野隆之，2017.12，オー
プンセミナー「収蔵庫ツアー」
，博物館．
（33 名）
◎山内健生，2017.12，特注セミナー「知っておき
たいマダニの話」
，博物館．
（6 名）
◎鈴木武・山内健生，2017.12，特注セミナー「収
蔵庫見学」
，博物館．
（5 名）

■担い手成長支援事業
成果発表

2017.2 共生のひろば 「高校生のための生きもの
調査体験ツアーin 台湾」活動報告（口頭・展示）
■共催・協力・後援事業

企画展「ザ・モンスター～海と陸のへんてこ生物たち
～」，徳島県立博物館
第 11 回秋のラン展，富山県中央植物園
第 31 回ミニ企画展「切手に描かれたいきもの」， 豊
岡市立歴史博物館－但馬国府・国分寺館－
第 51 回特別展「巨大昆虫・微小昆虫」，面河山岳博
物館
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”， 公益財団法人国際花と
緑の博覧会記念協会
■学校教育支援
講師派遣

2017.6，
「スーパーむしむしキャンプ」
，講師，三
田市野外活動センター 159 名
2017.8，
「高校生のための生きもの調査体験ツアー
in 台湾」
，講師，台北市立動物園・東眼山 37 名
2017.8，(公財)国際花と緑の博覧会記念協会コスモ
スセミナー「自然観察教室～集まれ生きもの好
きな子どもたち～」
，講師，兵庫県立奥猪名健康
の郷 30 名
2017.8，第 31 回ミニ企画展関連イベント「昆虫博
士と虫さがし」
，講師，豊岡市立歴史博物館―但
馬国府・国分寺館―25 名
2017.9，森のセミナー「蚊を観察してみよう」
，講
師，姫路自然観察の森 17 名
2017.11，平成 29 年度アカデミック・ツーリズム，
淡路島・沼島 30 名

館外講演

◎山内健生，2017.5，
「こわいけどおもしろい？マ
ダニのはなし」きしわだ自然資料館（17 名）
◎山内健生，2017.8，
「
【サイエンスカフェ】 「招
かれない虫」
のはなし マダ二から身を守る方法
を学ぼう」
，もりのみやキューズモールまちライ
ブラリー（14 名）
◎山内健生，2017.9，平成 29 年度第 38 回都市緑
化のための土壌･農薬･病害虫対策研修会，兵庫
県民会館（31 名）
◎山内健生，2018.2，大阪府ペストコントロール
協会「知っておきたいマダニの話」
，ホテルアウ
ィーナ大阪（61 名）
◎山内健生，2018.3，サイエンストライやる「吸
血害虫の世界」
，宝塚市立高司中学校（119 名）

■展示

2017.7～9，開館 25 周年記念展示「山内研究員が
選ぶ衛生動物 25 選」
，担当者
2018.3～，常設展示「稲原延夫コレクション」
，
担当者

兵庫県立大学・大学院教育

兵庫県立大学 大学院 環境人間学研究科 共生博
物学部門 修士課程大学院生 1 名の指導
（副指導
教員として）

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，15 回．

テレビ・ラジオ等出演

■行政等支援

2017.7，蚊について，読売テレビ「かんさい情報ネ
ット ten」
2017.7，マダニについて，フジテレビ「Mr．サンデ
ー」
2017.7，マダニについて，関西テレビ「みんなのニ
ュース 報道ランナー」
2017.7，マダニについて，テレビ朝日「羽鳥慎一の
モーニングショー」
2017.7，マダニについて，毎日放送「ちちんぷいぷ

相談・指導助言

来訪者 20 件，25 名．電話・FAX 相談 30 件，メイ
ル相談 30 件．
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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

No.4

流域生態研究グループ／
動物共生研究グループ

高橋 鉄美 TAKAHASHI, Tetsumi

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．文部科学省科学研
究費基盤研究(B)．分担者（2017 年度 59 万円／総
額 170 万円）

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 生態研究部門
教授．
昭和 46 年北海道生．北海道大学大学院水産学研究科博士
後期課程単位取得退学．博士（水産学）
．アメリカ魚類爬
虫類学会，日本魚類学会，日本動物分類学会，日本進化
学会，日本水産学会，日本生態学会所属．

■学会役員など

Hydrobiologia 誌，ゲストエディター
査読：Behavioral Ecology, Ecology and Evolution の投稿
原稿について計 2 件
■海外調査

2017.7 - 9, ザンビア・ムプルング
2017.11 - 12, ザンビア・ムプルング
2018.2 - 3, ザンビア・ムプルング

＜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

２．資料収集・整理

自然・環境マネジメント研究部 部長
研究・シンクタンク推進室 室長

■資料収集

2017.7 - 9, 魚類．ザンビア・ムプルング近郊．
2017.11 - 12, 魚類．ザンビア・ムプルング近郊．
2018.2 - 3，魚類．ザンビア・ムプルング近郊．

２．プロジェクト

共生のひろば 主担当

■整理同定担当資料

魚類（シクリッド科）
．

＜研究開発＞
１．調査研究
■特別課題研究（個人研究）

＜事業推進＞

１．アフリカ・タンガニイカ湖産シクリッド科魚類の
系統分類学的研究
２．シクリッド科 Cyprichromis 属魚類の集団内色彩多
型に関する進化生態学的研究
３．シクリッド科 Telmatochromis temporalis の体サイズ
進化に関する生態学的研究
４．南米・ティティカカ湖産 Orestias 属魚類の系統分類
学的研究

１．生涯学習事業
■セミナー
館主催セミナー

高橋鉄美，2017.6.2，ひとはくセミナー「アフリカ・
タンガニイカ湖の魚たち」
，博物館．
（43 名）
高橋鉄美，2017.6.10，ひとはくセミナー「アフリカ・
タンガニイカ湖での調査研究」
，博物館（3 名）
高橋鉄美，フロアスタッフ，2017.7.23，オープンセ
ミナー「ひとはく探検隊『水辺のいきものを捕ろ
う』
」
，博物館．
（26 名）
高橋鉄美，2017.7.26，オープンセミナー「魚の解剖」
，
博物館．
（32 名）
高橋鉄美，2017.7.28，オープンセミナー「魚の解剖」
，
博物館．
（30 名）
高橋鉄美，2017.7.28，特注セミナー「魚の解剖」
，博
物館．
（28 名）
高橋鉄美，2017.7.30，ひとはくセミナー「魚の解剖」
，
博物館．
（5 名）
高橋鉄美，2017.9.24，ひとはくセミナー「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」
，博物館．
（5 名）
高橋鉄美，2017.10.24，特注セミナー「研究の進め方」
，
博物館．
（44 名）
高橋鉄美，田原直樹，2017.10.24，特注セミナー「収
蔵庫見学」
，博物館．
（44 名）

■論文・著書

Takahashi, T. (2018) Function of nuchal humps of a
cichlid fish from Lake Tanganyika: inferences from
morphological data. Ichthyological Research First
Online.
■その他著作

高橋鉄美（2017）巨大な湖の小さな家族，ハーモニ
ー99 号．
■助成を受けた研究

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．文部科学省科学研究費基盤研究(B)．代
表者（2017 年度 260 万円／総額 1,573 万円）
脊椎動物の社会進化モデルとしてのカワスズメ科魚
類の社会構造と行動基盤の解明．文部科学省科学
研究費基盤研究(B)．分担者（2017 年度 10 万円／
総額 30 万円）
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高橋鉄美，2017.11.19，オープンセミナー「身近な魚
を使って魚拓をつくろう！」
，博物館．
（150 名）
館外講演

高橋鉄美，2017.9.14，
「武庫川で魚捕り」
，三田市立
本庄小学校．
（19 名）
高橋鉄美，2017.10.31，
「動物のくらしやなかまと生
物の変遷」
，伊丹市立荒牧中学校．
（10 名）
兵庫県立大学・大学院教育

2017.6 - 7, 「進化生態学概論」
■学校教育支援
プロジェクト学習

2017.4 - 2018.3，10 回，兵庫県立大学附属中学校．7
名
トライやるウィーク

2017.6.1，三田市内の中学生．2 名
2017.11.9，三田市内の中学生．3 名
２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会（4 件）

関西広域連合 生物多様性検討委員
兵庫県 生物多様性アドバイザー
兵庫県立大学 人権啓発委員
自然・環境科学研究所 研究倫理委員会委員長
相談・指導助言

来訪者 4 件，4 名．電話・FAX 相談 7 件，メイル相
談 12 件．
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arrangement and photophore formation in the early
development of swordtip squid Uroteuthis (Photololigo)
edulis. Fisheries Science 84(1): 9-15.

和田 年史 WADA, Toshifumi
自然・環境マネジメント研究部
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，日本貝類学会，日本甲殻類学会
等所属．

■その他著作

和田年史（2017）
「兵庫のイカ・タコ類（頭足類）25
選.」. ひとはく通信ハーモニーNo. 97, 2017/6/30.
■ブログへの情報提供

5件
■研究発表

徳田悠希・江﨑洋一・久一沙彩・杉本雄祐・今野仁
志原口展子・和田年史（2017）山陰海岸の海食洞
内に分布するイシサンゴ類．日本古生物学会 2017
年年会，北九州市立自然史・歴史博物館，福岡．
和田年史・秀野真理（2017）招待講演「カブトガニ
津屋崎個体群の絶滅危機の現状とそれまでの過程」
シンポジウム「ヒト、カブトガニ、干潟－海はだ
れのもの？」
．北九州自然史歴史博物館（いのちの
旅博物館）
．
大角一尋・大角涼斗・大角潤矢・大角美早・和田年
史・渡部哲也（2017）兵庫県相生湾周辺のカニ類
調査～私たちの生まれ育つ地域のカニが知りたく
て～．日本甲殻類学会第 55 回大会，東京大学大気
海洋研究所，東京．
和田年史（2018）スナガニ類の生態および生息に適
した砂浜環境．研究会「生物の巣穴・巣穴の物理」
，
名古屋大学理学部，愛知．

＜研究部以外の配属室と仕事＞
1．事業推進部門 資料管理室
2．プロジェクト

生態系研究部（流域生態および動物共生）の部門研究．
分担者
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
文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業．分担
者
ミュージアムボックスおよび４Ｆひとはくサロンの整備．
分担者
共生のひろば．分担者
中山間地域の学校における地域資源開発・人材育成型の
学習教育プログラムづくり．分担者
博物館ネットワークを通じた生物多様性情報の活用と標
本整備．分担者
芦屋市打出浜小学校における干潟を活用した学習プログ
ラムの開発．代表者
あいおい播磨灘の里海活動の支援．代表者

■学会役員など

論文査読：Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences; Cancer; Current Biology; Fisheries Science;
Journal of Ocean University of China; PLOS ONE
研究紀要「人と自然 Humans and Nature」, 編集委員
■助成を受けた研究・事業

平成 29 年度兵庫県立大学自然・環境科学研究所部局
特色化推進費：研究課題名「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」. 代表者（2017 年度 15 万円）
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）
：研究課題名「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」. 代表者（2017 年度 80 万円）

＜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

■賞罰

2017.10, 日本甲殻類学会第 55 回大会特別奨励賞：口
頭発表「兵庫県相生湾周辺のカニ類調査～私たち
の生まれ育つ地域のカニが知りたくて～.」by 大
角一尋・大角涼斗・大角潤矢・大角美早・和田年
史・渡部哲也

■論文・著書

◎ 和田年史（2017）
「生物にとっての健全な砂浜環境
とは」, 須田有輔 編著『砂浜海岸の自然と保全』
（分
担執筆）, 第 7 章, pp 147-164,（株）生物研究社（2017
年 9 月出版）.
◎ 和田年史（2017）
「野外におけるスナガニ（スナガ
ニ科）の幼生放出および幼生放出前移動の初記録」,
Cancer, 2017, 26: 59-63.
◎ 和田年史（2017）
「スナガニ観察・調査ハンドブッ
ク」
（監修）, 19 pp, 公益財団法人 環日本海環境協力
センター（2017 年 12 月出版）.
◎ Taiju Toyofuku, Toshifumi Wada (2018) Chromatophore

２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4- 2018.3, 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．
■受贈担当資料

海洋生物（頭足類、甲殻類，貝類，海産魚類等）
．
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2016.6-2017.3, 特別非常勤講師，兵庫県立香住高等学
校．

■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）
．

■担い手成長支援事業
＜事業推進＞

連携活動グループ・地域研究員

１．生涯学習事業

兵庫県立大学学生団体「いきものずかん」
（主担当）

■セミナー

青山 茂（主担当）

館主催セミナー

中村清美（副担当）

和田年史，2017.4，特注セミナー「解剖して“イカ”
を知ろう！」
，博物館．
（大阪府立泉北高等学校
120 名）
和田年史，2017.5，特注セミナー「相生湾の魅力と兵
庫県の海の生きもの」
，相生市環境課 こども里海
クラブ活動．
（22 名）
和田年史，2017.5，ひとはくセミナー「博物館で学ぶ
「動物行動学」基礎講座」
，博物館（5 名）
和田年史，2017.6，ひとはくセミナー「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」
，
豊岡市竹野スノーケルセンター（9 名）
和田年史，2017.6，特注セミナー「海の生きものの繁
殖・誕生」
，博物館．
（クラーク記念国際高等学校 2・
3 年生 37 名）
（学生 37 名、引率 2 名）
和田年史，2017.7，ひとはくセミナー「海の生きもの
調べサマースクール in いえしま（第 1 回）
」
，兵
庫県立いえしま自然体験センター（参加者子供 7
名）
和田年史，2017.7，ひとはくセミナー「海の生きもの
調べサマースクール in いえしま（第 2・3 回）
」
，
兵庫県立いえしま自然体験センター
（参加者子供 8
名）
和田年史，2017.7，教職員・指導者セミナー「生徒に
魅力が伝わる「イカの解剖実習」
」
，博物館（28 名）
和田年史，2017.8，ひとはくセミナー「海の生きもの
調べサマースクール in いえしま（第 4 回）
」
，博
物館
（参加者子供8名＋保護者10名
（＋同伴9名）
）

■展示

2017.7- 9, 開館 25 周年記念展示「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」
，主担当
２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会（3 件）
兵庫県生物多様性アドバイザー，委員
国際自然保護連合専門家メンバー IUCN SSC Member，委
員
国土交通省国土技術政策総合研究所「海辺の生物国勢調査
に関する研究会」委員
相談・指導助言

来訪者 15 件，30 名．電話・FAX 相談 50 件，メイル相
談 60 件．

館外講演

和田年史，2017.5，野外体験授業「身近な干潟の生き
もの」
，芦屋市立打出浜小学校．
（91 名）
和田年史，2017.6，
「相生湾の身近な生きもの」
，相生
市立小学校．
（10 名）
和田年史，2017.6，講話「身近な海の生きもの」
，芦
屋市立打出浜小学校．
（91 名）
和田年史，2018.1，香住高校「海洋科学科」の魅力を
全国に発信しよう！～課題研究と小型地曳網によ
るアマモ場・稚魚調査～，兵庫県立香住高等学校
海洋科学科アクアコース．
（16 名）
（学生 14 名、教
員 2 名）
和田年史，2018.2，海洋生物（魚類）の分類と生態の
研究～浅海域の稚魚調査と日本海の中層・深海性
魚類の研究～，兵庫県立香住高等学校海洋科学科
アクアコース．
（10 名）
（学生 9 名、教員 1 名）
兵庫県立大学・大学院教育

2017.4-5, 「海洋生物生態学」
非常勤講師
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おける機能別ゾーニングの試行. 応用生態工学,
19(2), 211-220
◎ 丹羽英之・三橋弘宗 (2018) 河川植生の在不在デ
ータを用いた流域スケールの流程区分. 保全生態
学研究, 22(2), 257-264

三橋 弘宗 MITSUHASHI, Hiromune
自然・環境マネジメント研究部
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 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，応用生態工学会，
日本陸水学会，アメリカベントス学会，日本展示学会，
国際保全生物学会等所属．

■その他著作

三橋弘宗（2017）自然史系博物館における学校教
育の支援と地域への展開. 兵庫教育, No.799, 4-7
三橋弘宗・鎌田磨人（2017）特定外来生物のヒア
リ類に対する緊急的および継続的な対策に関す
る要望書．日本生態学会，
http://www.esj.ne.jp/esj/Activity/2017Hiari.html.
大串健一・中野孝教・陀安一郎・横山正・三橋弘
宗・山本雄大・蛯名邦禎 (2017) 千種川の水環境
に関する共同研究プロジェク卜の予察的報告.
神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要,
10(2), 165-173.
田中充・會田義明・真田純子・片谷教孝・西浩司・
三橋弘宗 (2017) 2016 年度環境アセスメント
学会 第 15 回大会 企画委員会主催シンポジウ
ム 「技術ガイドの賢い利用を目指して」 パネ
ルディスカッション. 環境アセスメント学会誌,
15(1), 40-50.
橋本佳延・西田貴明・三橋弘宗 (2018) 生物多様性
協働フォーラム開催の背景と目指すところ (生
物多様性協働フォーラム)--(はじめに). 季刊政
策・経営研究= Quarterly journal of public policy &
management, 2018(1), 1-8.
西田貴明・橋本佳延・三橋弘宗・佐久間大輔・宮
川五十雄・上原一彦・舛田陽介 (2018) 生物多様
性の主流化に向けた課題と展望 (まとめ)(生物
多様性協働フォーラム)--(これまでの取り組みと
今後の展望). 季刊政策・経営研究= Quarterly
journal of public policy & management, 2018(1),
106-115.

＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．事業推進部門 企画・調整室
ビジョン実現タスクフォース 副リーダー
兵庫県森林動物研究センター 協力研究員
２．プロジェクト

生態系研究部（流域生態および動物共生）の部門研究．
分担者
液浸収蔵庫および生物系収蔵
（脊椎動物・昆虫）
の整備．
代表者
文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業．代表
者
ミュージアムボックスおよび４Ｆひとはくサロンの整
備．代表者
共生のひろば．副代表
中山間地域の学校における地域資源開発・人材育成型の
学習教育プログラムづくり．代表者
博物館ネットワークを通じた生物多様性情報の活用と
標本整備．分担者
芦屋市打出浜小学校における干潟を活用した学習プロ
グラムの開発．分担者
「ドリームスタジオ・スペシャル」プロジェクト．分担
者
＜研究開発＞

■ブログへの情報提供

1件

１．調査研究

■研究発表

■特別課題研究（個人研究）

１．河川生態系における生態系機能と生息地評価に関
する研究
２．自然環境情報の活用とデータベース整備に関する
研究
３．樹脂を活用した標本および展示物の作製技法に関
する研究

三橋弘宗（2017）招待講演「なぜ身近な自然は失
われるのか？—自然再生の新たな方法論を構築
する」
．応用生態工学会（ELR2017）公開シンポ
ジウム，名古屋大学．
山本雄大、陀安一郎、中野孝教、角皆潤、中川書
子、横山正、三橋弘宗、SHIN Ki-Cheol、藪崎 志
穂、太田 民久、大串 健一 (2017) 兵庫県千種川
の水質に関する地球化学的研究，日本地球科学
惑星連合 2017 年大会，幕張メッセ，浦安市．
橋本佳延・西田貴明・三橋弘宗・佐久間大輔・宮
川五十雄・上原一彦（2018）多様な主体の参画
と協働を促す交流イベントの生物多様性の主流
化への効果 －普及啓発イベント「生物多様性協
働フォーラム」の実践とその効果の検証．日本
生態学会第 65 回大会，札幌コンベンションセン

■論文・著書

◎ Katano, I., Mitsuhashi, H., Doi, H., Isobe, Y., & Oishi,
T. (2017). Distribution and drift dispersal dynamics of a
caddisfly grazer in response to resource abundance and
its ontogeny. Royal Society open science, 4(1), 160732.
◎ 丸谷佳代・三橋弘宗・角野康郎. (2017). 兵庫県産
水生植物の分布データベース: 概要と課題. 水草
研究会誌, (105), 1-8.
◎ 大澤剛士・三橋弘宗 (2017) 日本の農業生態系に
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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～」
，博物館．
（33 名）
（子供 17 名、大人 16 名）
三橋弘宗，2017.9，オープンセミナー「はかせと学
ぼう！立体魚拓にチャレンジ」
，博物館．
（38 名）
（子供 33 名、大人 5 名）
三橋弘宗，2017.9，オープンセミナー「ひとはく探
（子供
検隊海の生きもの探検」
，博物館．
（23 名）
13 名、大人 10 名）
三橋弘宗，2017.9，オープンセミナー「水理模型を
用いたい総合治水に関する実験」
，博物館．
（65
名）
（子供 34 名、大人 31 名）
三橋弘宗，2017.10，ひとはくセミナー「プラステ
ィック封入標本をつくろう」
，博物館．
（23 名）
（子供 12 名、大人 11 名）
三橋弘宗，2017.10，特注セミナー「博物館で海の
生き物を観察しよう」
，博物館，芦屋市立打出浜
小学校（芦屋市）
（96 名）
三橋弘宗，2017.11，オープンセミナー「はかせと
学ぼう！～ろ過実験コンテスト～」
，博物館．
（37
名）
（子供 23 名、大人 14 名）
三橋弘宗，2017.11，特注セミナー「川のしくみ，
博物館，姫路市立峰相小学校（44 名）
三橋弘宗，2017.11，特注セミナー「水辺の生き物
とそのくらし」
，博物館，川西市立川西北小学校
（71 名）
三橋弘宗，2017.12，ひとはくセミナー「生態学基
礎講座（2 日間）
」
，博物館．
（22 名）
三橋弘宗，2018.1，ひとはくセミナー「まちかど博
物館のつくりかた」
，いたみホール，レガシー事
業（67 名）
Mitsuhashi,H., 2018.1, Special lecture " Sustainable
forest/natural resources management based on market
mechanism”, JICA （15 名）

ター，札幌市．
Mitsuhashi, H. (2018）”Fire ants panic in Japan : now
and future”．What we, ecologists, have to do against
the invasion of the red important fire ant?. 65th
Annual Meeting of the Ecological Society of Japan.
Sapporo Convention Center，Sapporo．
■学会役員など

日本生態学会 近畿地区会会長
日本生態学会 第 66 回大会実行委員会副委員長
ＮＰＯ法人西日本自然史系博物館ネットワーク理
事
論文査読：日本生態学会誌、応用生態工学会誌
■助成を受けた研究・事業

鉱質土壌湿原の成立条件と生物群集の解明．文部科
学省科学研究費基盤研究(B)．分担者（2017 年度
598 万円／総額 55 万円）
平成29年度生物多様性情報活用業務．
関西広域連合．
代表者（50 万円）
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4-, 河川の底生動物．豊岡市，丹波市，神戸市，
上郡町．
■受贈担当資料

2018.3, 国土交通省豊岡河川国道事務所・円山川水
系河川水辺の国政調査標本,豊岡市.
2018.3, 兵庫県県土整備部兵庫の川自然環境調査資
料（加古川水系の魚類・底生動物）
．加古川市な
ど．
■整理同定担当資料

陸水域における水生動物（水生昆虫、魚類、両生は
虫類、甲殻類等）
．
＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー

館外講演

三橋弘宗，2017.4，
「小さな自然再生のすすめ」
，サ
イエンスコミュニケーション in 関西，理化学研
究所．
（30 名）
三橋弘宗，2017.6，野外実習授業「水生生物の調査」
，
西脇市立日野小学校．
（45 名）
三橋弘宗，2017.6，特別講義「地理情報システムの
活用」
，兵庫県立加古川東高校．
（12 名）
三橋弘宗，2017.6，ENEOS わくわく生き物学校「湿
地の生物観察および湿地再生について」
，田結湿
地（豊岡市）
三橋弘宗，2017.6，ヒアリ対策緊急対策勉強会「概
要説明」
，日本生態学会近畿地区会，神戸市（65
名）
三橋弘宗，2017.7，芦屋川探検隊，ＮＰＯ法人さん
ぴぃす，芦屋市芦屋川(50 名)
三橋弘宗，2017.7，野外実習授業「東条川の生き物
調査」
，加東市立東条東小学校．
（51 名）
三橋弘宗，2017.7，水生生物観察会「河原探検」
，

館主催セミナー

三橋弘宗，2017.4，特注セミナー「川のしくみ」
，博
物館，京都府立桃山高校（89 名）
三橋弘宗，2017.4，ガイダンスキャンプ「川のしく
み」
，博物館，兵庫県立大付属中学校（76 名）
三橋弘宗，2017.4，特注セミナー「水辺の生き物と
そのくらし」
，博物館，ガッツクラブ（80 名）
（子
供 72 名、大人 8 名）
Mitsuhashi,H., 2017.6, Special lecture "GIS and Remote
Sensing utilized for Biodiversity Information System
and Participatory Approach toward Biodiversity
Conservation Actions”, JICA （8 名）
三橋弘宗，2017.7，ひとはくセミナー「テナガエビ
をつかまえよう」
，尼崎市（武庫川）
．
（42 名）
（子
供 15 名、大人 27 名）
三橋弘宗，2017.8，ひとはくセミナー「川の水生昆
虫調べと授業への活用」
，博物館．
（13 名）
三橋弘宗，2017.10，ひとはくセミナー「石を使っ
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三橋弘宗，2018.2，野外実習授業「東条川の生き物
調査」
，加東市立東条東小学校．
（51 名）
三橋弘宗，2018.2，水辺の小さな自然再生 in 秋
田・斉内川「小さな自然再生のすすめ」
，日本河
川・流域再生ネットワーク／秋田県建設部，秋
田県大仙市(102 名)
三橋弘宗，2018.2，特別講義「地理情報システムの
活用」
，兵庫県立小野高等学校．
（12 名）
三橋弘宗，2018.2，特別講義「プラナリアの生態な
ど」
，兵庫県立御影高等学校．
（12 名）
三橋弘宗，2018.2，文部科学省レガシー事業「自然
史標本の継承・発信実践研修 ―樹脂封入標本
製作を中心に―」
，国立沖縄県立博物館（那覇市）
（25 名）
三橋弘宗，2018.2，
「ヒアリの樹脂封入標本の製作
法」
，沖縄科学技術大学（恩納村）
（14 名）
三橋弘宗，2018.2，特別講義「自然再生について」
，
兵庫県立福崎高等学校．
（12 名）

丹波市・佐治川（40 名）
三橋弘宗，2017.7，土木施工管理技士会講習会「河
川生態系の保全と環境配慮」
，一般社団法人兵
庫県建設業協会，西宮市（120 名）
三橋弘宗，2017.8，関西広域連合自治体職員向け
講習「自然環境情報活用のためのＧＩＳ実習（3
日間）
」
，兵庫県立人と自然の博物館（57 名）
三橋弘宗，2017.8，夏の水生生物観察会,加東市環
境課,東条川 (60 名)
三橋弘宗，2017.8，花博協会コスモスセミナー「水
生昆虫の観察」
，奥猪名健康の郷（猪名川町）
．
（25 名）
三橋弘宗，2017.9，特別講義「プラナリアの生態
など」
，兵庫県立御影高等学校．
（12 名）
三橋弘宗，2017.9，環境技術研修会「河川生態系
管理の基本的な考え方と実践事例」
，国土交通
省近畿地方整備局，近畿技術事務所（枚方市）
（40 名）
三橋弘宗，2017.10，封入標本作製講座，ＮＰＯ
法人西日本自然史系博物館ネットワーク，富山
市科学館 (25 名)
三橋弘宗，2017.10，
水辺の小さな自然再生 in 福
井・九頭竜川「小さな自然再生のすすめ」
，日
本河川・流域再生ネットワーク, 福井河川国道
事務所(80 名)
三橋弘宗，2017.10，
「モリアオガエルの産卵池整
備について」
，ひょうご環境体験館（佐用町）
．
（6 名）
三橋弘宗，2017.11，兵庫「咲いテク」プログラム
「シミュレーションで読み解く都市の自然環
境」
，兵庫「咲いテク」事業推進委員会，博物
館．
（30 名）
三橋弘宗，2017.11，環境省主催環境影響評価研修
「環境影響評価に関する技術的な動向（自然環
境）
」
，都久志会館（福岡市）
．
（80 名）
三橋弘宗，2017.11，野外実習授業「東条川の生き
物調査」
，加東市立東条東小学校．
（51 名）
三橋弘宗，
2017.11，
地理情報システム活用実習
「生
物分野における定量的把握手法に関するセミ
ナー」
，環境省九州地方事務所．
（25 名）
三橋弘宗，2017.12，STiPS Handai 研究会「自然史
博物館が創りだす新しいコミュニケーション
のかたち」
，大阪大学（吹田）
．
（20 名）
三橋弘宗，2017.12，水辺の小さな自然再生 in 岡
山・吉井川「小さな自然再生のすすめ」
，日本
河川・流域再生ネットワーク，西粟倉村／森の
学校(45 名)
三橋弘宗，2018.1，河川講習会「多自然川づくり
の基本的な考え方と「ひょうごの川・自然環境
アトラス」の活用について」
，兵庫県県土整備
部（70 名）
三橋弘宗，2018.2，野外実習授業「水生生物の調
査」
，加東市立鴨川小学校．
（15 名）

兵庫県立大学・大学院教育

2017.9, 「共生博物学」
2017.4- 兵庫県立大学産学連携・研究推進機構運
営委員
非常勤講師

2017.4，学校評議員，兵庫県立篠山東雲高等学校．
2017.4-，特別非常勤講師，兵庫県立祥雲館高等学
校．
2017.4-，特別非常勤講師，兵庫県立御影高等学校．
2017.4-，非常勤講師，甲南大学理工学部
2017.10-，
「自然環境をあつかう実務とキャリア・
プランニング」
，横浜国立大学．
2018.2－, 特別非常勤講師，兵庫県立福崎高等学校．
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2018.1, 文部科学省委託レガシー事業「Where
culture meet nature 日本酒の自然誌」
，伊丹市郷町
館，伊丹市．主担当
■共催・協力・後援事業

2017.6，ENEOS わくわく生き物学校，豊岡市，共
催／主担当
2018.3，ひょうご「子どもの水辺」交流会，ひょう
ご「子どもの水辺」交流会実行委員会，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
水辺のフィールドミュージアム研究会, 主担当（協働）
；
兵庫県立大学学生団体「いきものずかん」
（副担当）
；
NPO 里山レンジャー, 主担当（協働）
；アピス同好会,
主担当（協働）
；丹波地域のホトケドジョウを守る会,
主担当（協働）
；野生生物を調査研究する会, 主担当（協
働）
；いきものずかん, 副担当（協働）
；谷本卓弥, 主担
当（協働）
；溝田浩美, 副担当（協働）
；森本靜子, 主担
当（協働）
；河田 航路, 主担当（協働）
；脇坂 英弥, 副
担当（協働）
；渡辺 昌造, 主担当（協働）
；丹羽 信
彰, 主担当（協働）
；青山 茂, 副担当（協働）
；中村 清
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美, 主担当（協働）
■展示

2017.9-10, ミニ企画展「みんなで取り組む総合治
水展」
（兵庫県県土整備部との共催）. 主担当
2017.2- 5, ミニ企画展
「六甲山のきのこ展 2017」
（兵
庫県立御影高等学校との共催）..主担当
2018.2- 5, ミニ企画展
「六甲山のきのこ展 2018」
（兵
庫県立御影高等学校との共催）. 主担当
２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会（11 件）

2013.4-,兵庫県環境影響評価審査会，委員，兵庫県
2015.4- ひょうごの川自然環境調査（加古川水系）,
アドバイザー, 兵庫県県土整備部.
2013.4－ 武庫川水系に生息・生育する生物及びその
生活環境の持続に関する 2 つの原則に係る専門検
討委員会，委員長，兵庫県県土整備部．
2010.10- , 多自然川づくり近畿地方ブロック担当者
会議, 委員長, 国土交通省近畿地方整備局.
2014.4- , 河川水辺の国勢調査アドバイザー（円山
川）, アドバイザー, 国土交通省豊岡河川国道事務
所.
2007.7- , 円山川水系自然再生推進委員会，委員，国
土交通省
2007.7- , 円山川水系自然再生推進委員会技術部会，
委員，国土交通省
2009.4-，GBIF 日本ノード運営委員会, 委員，JBIF
（国立科学博物館）
2013.4-，市川砥堀工区河道計画検討委員会，委員，
兵庫県県土整備部
2016.4－，希少野生動植物種保存推進員，推進員，
環境省自然環境局
2016.7-，とよおか湿地のアクションプラン，委員，
豊岡市
相談・指導助言

来訪者 90 件，50 名．電話・FAX 相談 200 件，メイ
ル相談 150 件．
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29 年度上山高原自然再生事業動物モニタリング
調査報告書．
坂井 誠・布野隆之・谷川明男（2017）菅生ダムで
確認した兵庫県新記録のクモ．関西クモ研究会機
関誌「くものいと」
．
■研究発表
布野隆之（2017）上山高原におけるススキ草地の試
験管理がノウサギの生息状況に与える影響．平成
29 年度上山高原自然再生事業動物モニタリング
調査報告会，上山高原ふるさと館，新温泉町．
布野隆之（2017）落葉広葉樹林帯に生息するイヌワ
シ quila chrysaetos japonica の生態とその保全．第 3
回とりがく KANSAI，大阪市内会議室，大阪．
向井喜果・安藤温子・布野隆之・関島恒夫（2017）
DNA バーコーディング法と安定同位体比分析を
組み合わせたオオヒシクイの食性解析．平成 29 年
度日本鳥学会．筑波大学，つくば市．
向井喜果・布野隆之・関島恒夫（2017）安定同位体
比分析を用いたガン・ハクチョウ類における餌種
の利用頻度推定．平成 29 年度日本鳥学会．筑波大
学，つくば市．
布野隆之（2017）上山高原におけるススキ草地の試
験管理がノウサギの生息状況に与える影響．平成
29 年度上山高原自然再生事業動物モニタリング調
査報告会．上山高原ふるさと館，新温泉町．
■学会役員など

布野 隆之 FUNO, Takayuki
自然・環境マネジメント研究部
流域生態研究グループ
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

ビジョン実現タスクフォース
2.研究開発部門

紀要編集担当
3.プロジェクト

NPO 法人人と自然の会による主催イベント「ドリーム
スタジオ・フェスタ 2017」支援プロジェクト．代表
者
文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業プロ
ジェクト．分担者．
第 13 回共生のひろばプロジェクト．分担者
中山間地域の学校における地域資源開発・人材育成型
の学習教育プログラムづくりプロジェクト．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
的とした行政支援プロジェクト．分担者．
博物館ネットワークを通じた生物多様性情報の活用と
標本整備．分担者．
ひょうご・ふるさとミュージアムプロジェクト．協力
者．

日本鳥学会員近畿地区懇談会 事務局
日本鳥学会基金運営委員
日本鳥学会学黒田賞選考委員
日本鳥学会学中村司賞選考委員

＜研究開発＞

日本鳥学会内田奨学賞選考委員

■助成を受けた研究
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）
．
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．公益財団法人ひょうご環境創造協会（金
額 10 万円）
．
■賞罰
日本鳥学会 平成 29 年度ポスター賞（保全・形態・
遺伝・整理・その他分野）

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
■共同研究

1．生物多様性に配慮した大型ダムの管理・運営に関す
る研究
■論文・著書
布野隆之・井上博基（2017）兵庫県上郡町における
家庭ごみ集積場の分布とカラス対策の実施状況の
可視化．野生復帰，19-25．
布野隆之・関島恒夫・城 斗志夫・阿部 學（2017）
イヌワシ Aquila chrysaetos japonica の主要餌動物に
おける栄養成分と消化速度．野生復帰，13-18．
■その他著作物
布野隆之（2017）サイエンス・カフェ#2「カラスの
生態とごみ問題」
．豊かな森川海第 23 号 p4-6．
布野隆之（2017）上山高原におけるススキ草地の試
験管理がノウサギの生息状況に与える影響．平成

２．資料収集・整理

■資料収集
2017.4.1～2017.3.31 小型鳥類．50 点，三田市．
■受贈担当資料
2017.7.2, 鳥類本剥製．1 点，伊丹市．
2017.7.19, 鳥類本剥製．1 点，神戸市．
2018.1.10, 大型鳥類冷凍標本．1 点，豊岡市．
■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
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高野温子，橋本佳明，山内健生，布野隆之，2018.3.21
特設セミナー固有種のふしぎ~日本の生きものを
もっと学ぶ~「収蔵庫ツアー 鳥類標本の特徴と活
用事例の紹介 第 3 回目」
，博物館，20 名．
高野温子，橋本佳明，山内健生，布野隆之，2018.3.21
特設セミナー固有種のふしぎ~日本の生きものを
もっと学ぶ~「収蔵庫ツアー 鳥類標本の特徴と活
用事例の紹介 第 4 回目」
，博物館，20 名．
高野温子，橋本佳明，山内健生，布野隆之，2018.3.21,
特設セミナー固有種のふしぎ~日本の生きものを
もっと学ぶ~「収蔵庫ツアー 鳥類標本の特徴と活
用事例の紹介 第 5 回目」
，博物館，15 名．
フロアスタッフ・布野隆之，2018.3.25, 「ひとはく
探検隊 冬の鳥をさがそう」
，博物館，25 名．

■セミナー
館主催セミナー

布野隆之，2017.6.14, 一般セミナー「カラスによる
ごみ被害を解決する」
，博物館，10 名．
布野隆之，2017.7.12, 一般セミナー「落葉広葉樹林
帯に生息するニホンイヌワシの生態とその保全」
，
博物館，5 名．
布野隆之，2017.7.15, 特注セミナー「円山川水系に
生息するコウノトリの生態特性」
，博物館，15 名．
布野隆之，2017.7.20, 特注セミナー「カラスの生態
とごみ被害」
，博物館，18 名．
布野隆之，2017.7.20, 特注セミナー「展示解説 イヌ
ワシ営巣地の特徴」
，博物館，18 名．
布野隆之，2016.7.24,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，2017.8.6, 特注セミナー「カラスによるご
み被害を解決する」
，博物館，48 名．
布野隆之，2017.8.20, 特注セミナー「収蔵庫ツアー
第 1 回目」
，博物館，10 名．
布野隆之，2017.8.20, 特注セミナー「収蔵庫ツアー
第 2 回」
，博物館，8 名．
布野隆之，2017.8.20, お見せします人博のレガシー
「第 4 回 生物系（鳥類）収蔵庫ツアー」
，博物館，
20 名．
フロアスタッフ，布野隆之，2016.9.16, フロアスタ
ッフとあそぼう「イヌワシグライダーを飛ばそ
う！」
，博物館，60 名．
フロアスタッフ，布野隆之，2016.9.17, フロアスタ
ッフとあそぼう「イヌワシグライダーを飛ばそ
う！」
，博物館，60 名．
布野隆之，2017.9.22, 「タカの渡り観察会」
，塩尾寺
休憩所，宝塚市，12 名．
高橋鉄美・布野隆之・櫻井麗賀 2017.10.24, 特注セ
ミナー「液浸収蔵庫ツアー 第 1 回目」
，博物館，
15 名．
高橋鉄美・布野隆之・櫻井麗賀, 2017.10.24, 特注
セミナー
「液浸収蔵庫ツアー 第2回目」
，
博物館，
15 名．
布野隆之，2017.11.9, 特注セミナー「カラスによる
ごみ被害を解決する」
，博物館，40 名．
フロアスタッフ，布野隆之，2016.11.19, 「イヌワシ
グライダーを飛ばそう！」
，博物館，100 名．
NPO 法人人と自然の会かわせみの会・布野隆之
2017.2.11 「コウノトリの生態と営巣地の特性」
，
ホロンピアホール，120 名．
高野温子，橋本佳明，山内健生，布野隆之，2018.3.21,
特設セミナー固有種のふしぎ~日本の生きものを
もっと学ぶ~「収蔵庫ツアー 鳥類標本の特徴と活
用事例の紹介 第 1 回目」
，博物館，20 名．
高野温子，橋本佳明，山内健生，布野隆之，2018.3.21,
特設セミナー固有種のふしぎ~日本の生きものを
もっと学ぶ~「収蔵庫ツアー 鳥類標本の特徴と活
，博物館，20 名．
用事例の紹介 第 2 回目」

館外講演など

布野隆之，2017.4.9, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－平成29年度研究
成果報告－」
，講師，菅生川，博物館，三田市，5
名．
布野隆之，2017.4.29, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－羽化昆虫類の捕
獲調査第 1 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，3 名．
布野隆之，2017.4.30, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－羽化昆虫類の捕
獲調査第 2 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，3 名．
布野隆之，2017.5.5, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－平成30年度研究
成計画発表－」
，講師，博物館，三田市，5 名．
布野隆之，2017.5.15, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－鳥類の捕獲調査
第 1 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，3 名．
布野隆之，2016.9.27, 「実物大のイヌワシの巣をつ
くろう」
，講師，深田総合公園，三田市，12 名．
布野隆之，2017.5.31, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－支流域における
栄養塩フロー調査第 1 回目－」
，講師，菅生川，姫
路市，7 名．
布野隆之，2017.6.1, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－支流域における
栄養塩フロー調査第 2 回目－」
，講師，菅生川，姫
路市，7 名．
布野隆之，2017.6.2, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－支流域における
栄養塩フロー調査第 3 回目－」
，講師，菅生川，姫
路市，7 名．
布野隆之，2017.6.5, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－羽化昆虫類の捕
獲調査第 3 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，3 名．
布野隆之，2017.6.6, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－羽化昆虫類の捕
獲調査第 4 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，3 名．
布野隆之，2017.7.2, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－鳥類の捕獲調査
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第 1 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，7 名．
布野隆之，2017.7.3, 「菅生川水系における水域から
陸域への栄養塩フローの解析－鳥類の捕獲調査第
2 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，7 名．
布野隆之，2017.7, 「菅生川水系における水域から陸
域への栄養塩フローの解析－鳥類の移動追跡調査
第 1 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，2 名．
布野隆之，2017.9, 「菅生川水系における水域から
陸域への栄養塩フローの解析－鳥類の移動追跡調
査第 2 回目－」
，講師，菅生川，姫路市，3 名．
布野隆之，2017.7.16, 「菅生川水系における水域か
ら陸域への栄養塩フローの解析－平成30年度中間
報告－」
，講師，博物館，三田市，5 名．
布野隆之，2017.7.20, シニア自然大学羽ばたきセミ
ナー「カラス類の生態特性とごみの散乱被害の解
決法」
，講師，博物館，三田市，23 名．
布野隆之，2017.7.20, シニア自然大学羽ばたきセミ
ナー「展示解説 イヌワシ営巣地の特徴」
，講師，
博物館，三田市，23 名．
布野隆之，2017.8.6 サイエンス・カフェ#2「カラス
の生態とごみ問題」
，多聞台地域福祉センター，講
師，神戸市，25 名．
布野隆之，2017.8.29, 平成 29 年度自然保護指導員研
修会「官学連携事例－兵庫県立大学付属中学校平
成25年度プロジェクト学習人とカラスの共生チー
ムの取り組み」
，講師，神戸市教育開館大ホール，
神戸市，100 名．
布野隆之，2017.8.29, 平成 29 年度自然保護指導員研
修会「兵庫県内における生物多様性保全の実現に
向けた NPO 活動のあり方」
，講師，神戸市教育開
館大ホール，神戸市，100 名．
布野隆之，2017.10.31, 「実物大のコウノトリの巣を
つくろう 第 1 回目」
，講師，深田総合公園，三田
市，12 名．
布野隆之，2017.11.7, 「実物大のコウノトリの巣を
つくろう 第 2 回目」
，講師，深田総合公園，三田
市，8 名．
布野隆之，2017.11.14, 「実物大のコウノトリの巣を
つくろう 第 3 回目」
，講師，深田総合公園，三田
市，10 名．
布野隆之，2017.11.15, 高齢者大学いきいき学舎・フ
レミラ（環境・自然コース）
「はじめての野鳥観察」
，
講師，フレミラ宝塚，宝塚市，60 名．
布野隆之，2017.11.15, 高齢者大学いきいき学舎・フ
レミラ（環境・自然コース）
「宝塚の野鳥」
，フレ
ミラ宝塚，宝塚市，60 名．
布野隆之，2018.1.13, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，220 名．
布野隆之，2018.1.14, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，

伊丹市，190 名．
布野隆之，2018.1.16, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，80 名．
布野隆之，2018.1.17, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，60 名．
布野隆之，2018.1.19, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，40 名．
布野隆之，2018.1.20, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，180 名．
布野隆之，2018.1.21, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，160 名．
布野隆之，2018.1.23, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，60 名．
布野隆之，2018.1.24, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，80 名．
布野隆之，2018.1.25, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，50 名．
布野隆之，2018.1.26, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，40 名．
布野隆之，2018.1.27, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，180 名．
布野隆之，2018.1.28, 文科省博物館ネットワークに
おけるレガシー事業「展示解説 日本酒を育んだ
米・水・麹の特徴」
，講師，みやのまえ文化の郷，
伊丹市，200 名．
布野隆之，2018.2.24, 第 5 回宍粟市学講座「落葉広
葉樹林帯に生息するイヌワシ quila chrysaetos
japonica の生態とその保全」
，宍粟防災センター，
宍粟市，60 名．
布野隆之，2018.3.25, 地緑団体対象「カラス対策講
座」
，西宮市市民交流センター，西宮市，15 名．
テレビ・ラジオ等出演

2017.6.29, 「ツバメの巣を乗っ取るスズメ」
，CBC
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ラジオ多田しげおの気分爽快～朝から P.O.N
■キャラバン・主催アウトリーチ事業
2018.1.13-1.28, 企画展「日本酒の自然史」
，日本文化
を育んだ自然 where culture meets nature，みやのま
え文化の郷，伊丹市，分担者．
■共催・協力・後援事業
2017.12.9-2018.5.31, 干支展「ネコ？ニャンでやね
ん」
，
神戸市立王子動物園，
神戸市，
協力／展示作成．
2017.7.22-2017.8.24, 夏季展示「自然のふしぎをあそ
ぼう」
，吹田市立博物館，吹田市，協力／展示作成．
■担い手育成支援事業

人と自然の会，博物館，展示制作．
■学校教育支援
トライやるウィーク
2017.11,7-8 神戸市立北神戸中学校（1 名）
，神戸市立有野
中学校（1 名）
，神戸市立有野北中学校（1 名）
学校団体対応

香川県立観音寺第一高等学校，48 名．
ロシアハバロフスク少年少女視察団 15 名．
兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科，6
名．
兵庫県立大学環境人間学部 4 回生，3 名．
兵庫県立大学環境人間学部 2 回生，2 名．
大阪府立豊中高等学校 1 年生，3 名．
大阪府立豊中高等学校 2 年生，3 名．

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）

■展示
2017.11.20 常設展示「実物大のコウノトリの巣」
．
責任者．

成果発表

大阪府立豊中高等学校生物部，2017.11.23 ツバメの
ねぐら入りと照度関係の研究，第 69 回大阪府高等
学校生物教育研究会生徒生物研究発表会．
大阪府立豊中高等学校生物部，2017.11.23 森林棲小
型鳥類の食性の研究，第 69 回大阪府高等学校生物
教育研究会生徒生物研究発表会．
NPO 法人人と自然の会かわせみの会，2017.2.11 実
物大！コウノトリの巣の展示，ドリームスタジ
オ・フェスタ 2017，連携活動ブループ．
アピス同好会，2017.11.19 ミツバチの生活とはち
みつの瓶詰体験，
ドリームスタジオ・フェスタ 2017，
連携活動ブループ．
兵庫県立大学学生団体いきものずかん，2017.11.19
オリジナル紙芝居「ゆうたくんとイヌワシ」の
読み聞かせ，ドリームスタジオ・フェスタ 2017．
NPO 法人人と自然の会かわせみの会，2017.2.11 実
物大！コウノトリの巣の展示，ドリームスタジ
オ・フェスタ 2017，連携活動ブループ．
楠瀬雄三，2017.2.11 高知市浦戸湾の干潟における
水辺の鳥，第 13 回共生のひろば，地域研究員．
兵庫県立大学学生団体いきものずかん，2018.2.11
オリジナル紙芝居「ゆうたくんとイヌワシ」を
用いた環境教育活動，第 13 回共生のひろば．
大阪府立豊中高等学校生物部，2017.2.11 森林棲小型
鳥類の食性，第 13 回共生のひろば．
日本野鳥の会ひょうご，2017.2.11 親子バードウォ
ッチング ～子どもたちが野鳥をはじめとした自
然環境に興味・関心を持ち、学んでもらうために
～，第 13 回共生のひろば．
日本野鳥の会ひょうご 親子バードウォッチングチ
ーム，2017.2.11 紙芝居「やまばとになったわら
し」
，第 13 回共生のひろば．
協力事業

2017.11.20 ドリームスタジオ・フェスタ 2017，人と
自然の会，博物館．
2018.2.18 ドリームスタジオ「冬鳥を観察しよう」
，

２．シンクタンク事業

■収蔵庫・ジーンファームの公開
2017.4.9 生物系収蔵庫案内，日本野鳥の会大阪支部，
2 名．
2017.7.20 生物系収蔵庫案内１回目，シニア自然大
学羽ばたき，13 名．
2017.7.20 生物系収蔵庫案内 2 回目，シニア自然大
学羽ばたき，10 名．
2017.11.1 生物系収蔵庫案内，国立台湾博物館，5
名．
2017.11.1 生物系収蔵庫案内，鳥類彫刻家，1 名．
2017.12.12 生物系収蔵庫案内，鳥類蒔絵師，1 名．
2017.12.19 生物系収蔵庫案内，日本野鳥の会大阪支
部，1 名．
2018.2.6 生物系収蔵庫案内，アイデアルデザイン製
作所，1 名．
2018.2.12 生物系収蔵庫案内，千葉県立中央博物館，
1 名．
2018.2.13 生物系収蔵庫案内，千葉県立中央博物館，
1 名．
■行政支援（計 9 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― 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
2016.7- 兵庫県環境審議会 特別委員
2014.8- 兵庫県環境審議会自然環境部会 特別委員
2017.3- 京都府環境影響評価専門委員会 委員
2018.11- 大阪府河川周辺地域の環境保全等審議会委
員
相談・指導助言

来訪者 20 件，60 名．電話・FAX 相談 100 件，メイ
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ル相談 10 件．
■学会開催等支援
2017.12.2 第 116 回日本鳥学会近畿地区懇談会兵庫
大会，大会幹事．
2017.2.11 第 13 回共生のひろば，分担者．
2017.2.18 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！」
，協力者．
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をつくろう」鉱石の道明延実行委員会, 養父市大
屋町明延振興館. (60 名)
櫻井麗賀，2018.2,「色とりどりの昆虫」兵庫県相生
市子ども環境会議，相生市文化会館扶桑電通なぎ
さホール．(50 名)

櫻井 麗賀 SAKURAI, Reika
自然・環境マネジメント研究部
生態研究グループ
研究員
昭和 57 年東京都生．京都大学大学院理学研究科博士後期
課程修了．日本生態学会，日本動物行動学会所属

兵庫県立大学・大学院教育

2017.4, COC 概論（分担）
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.6.28, Kids キャラバン, 川西市立川西北保育所,
分担者.
2017.10.28 – 29, ふれあいの祭典, 播磨科学講演都市
芝生広場, 上郡町, 主担当.
2017.11.21, Kids キャラバン, たかつか保育園, 分担
者.
2017.12.7, Kids キャラバン, 高羽美賀多台幼稚園, 分
担者.
2018.1.13 – 28,「日本文化を育んだ自然 日本酒の自然
誌 where culture meets nature」
，伊丹市伊丹郷町館，
伊丹市，分担者．
2018.1.13, 「お酒をつくるカビと酵母のはなし」伊丹
市立美術館, 伊丹市, 分担者.
2018.1.20, 「お酒の蘊蓄−酒米編−」伊丹市立美術館,
伊丹市, 分担者.
2018.1.27,「まちかど博物館のつくりかた」東リいた
みホール, 伊丹市, 分担者.
2018.1.28, 「クジラの今と昔と大昔」旧岡田家住宅,
酒蔵, 分担者.
2018.2.5,「博物館の集客力を高める WEB の活用につ
いて」大阪市立自然史博物館, 大阪市, 分担者
2018.2.21,「博物館の展示解説の多言語化〜どうやっ
てる？これからどうしよう？〜」栃木県立博物館,
宇都宮市, 分担者.

＜事業部での配属室と仕事＞
１．事業推進部門

企画・調整室
2．プロジェクト

生態系研究部（流域生態および動物共生）の部門研究．
分担者
文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業．分担
者
共生のひろば．分担者
＜研究開発＞
１．調査研究
■特別課題研究（個人研究）

１．鱗翅目昆虫の捕食回避戦略に関する研究
■その他著作

櫻井麗賀（2017）新入館員自己紹介，ひとはく通信
ハーモニー97 号．
櫻井麗賀（2018）高校生のための生き物調査体験ツ
アーin 台湾を終えて, 2017 年高校生のための生き
もの調査体験ツアーin 台湾実施報告書（公益財団
法人国際花と緑の博覧会記念協会・兵庫県立人と
自然の博物館編）.
■研究発表

櫻井麗賀（2017）鳥の糞に擬態する昆虫の生き残り
術, 日本鳥学会員近畿地区懇談会第 116 回例会,
京都
櫻井麗賀（2018）モデルとの距離が擬態の捕食回避
効果に与える影響, 第 65 回日本生態学会大会, 札
幌

■連携事業
共催事業

2017.8.1-5, 高校生のための生き物調査体験ツアーin
台湾 （日本人生徒 17 名、台湾人生徒 20 名） 引
率スタッフ
■担い手成長支援事業

＜事業推進＞

成果発表

１．生涯学習事業

2016.2, 共生のひろば 「高校生のための生きもの調
査体験ツアーin 台湾」活動報告

■セミナー

■学校教育支援

館主催セミナー

高橋鉄美・布野隆之・櫻井麗賀, 2017.10, 特注セミ
ナー「液浸収蔵庫ツアー 第 1 回目」
，博物館.（15
名）
高橋鉄美・布野隆之・櫻井麗賀, 2017.10, 特注セ
ミナー「液浸収蔵庫ツアー 第 2 回目」
，博物館.
（15 名）
櫻井麗賀，2017.11, スーパードリームスタジオ・フ
ェスタ「蝶の鱗粉転写をしよう！」博物館．
（138
名）

2017.4 - 2018.3, 10 回，兵庫県立大学附属中学校プロ
ジェクト学習．7 名
■展示

2018.1, 館外企画展
「日本文化を育んだ自然 日本酒
の自然誌 where culture meets nature」
，分担者
２．シンクタンク事業
■行政等支援
収蔵庫・ジーンファームの公開

生物系収蔵庫等の案内，1 回, 25 名．

館外講演

相談・指導助言

大平和弘・櫻井麗賀，2017.10,「あけのべの木の模型

来訪者 2 件，2 名. 電話・FAX 相談 3 件．
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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

No.5

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

日本都市計画学会, 論文校閲委員．

藤本 真里 FUJIMOTO, Mari

２．資料収集・整理

自然・環境マネジメント研究部
環境計画研究グループ／企画・調整室
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．

■資料収集

2017.4- 2018.3, 景観情報.神戸市, 明石市, 養父市, 宝
塚市.
＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー
館主催セミナー

藤本真里，2017.4, 「絵本の国」, 博物館.（68 人）
藤本真里，2017.4, 「公の空間をみんなで育む」,
兵庫県立大学付属中学ガイダンスキャンプ, 博物
館.（76 人）
藤本真里，2017.4, 大東環境みどり会, 視察 49 名
藤本真里，2017.6, 「絵本の国」, 博物館.（96 人）
藤本真里，2017.6, 「クイズ うんちく博物館」, 伊
丹市立摂陽小学校．(71 名)
藤本真里，2017.6, 「公園利用者とすすめるパーク
マネージメント(入門編)」, 博物館．(41 名)
藤本真里，2017.8, 「絵本の国」, 博物館.（73 人）
藤本真里，2017.10, 「絵本の国」, 博物館.（60 人）
藤本真里，2017.10, 「ようこそ、ひとはくへ」, 有
限会社豊中まちづくり会社, 博物館.（61 名）
藤本真里，2017.11，
「料理&うんちく DE 地域再発
見「三田牛」, 博物館．(17 名)
藤本真里，2017.11, 「クイズ うんちく博物館」, 垂
水東中学校博物館．(147 名)
藤本真里，2017.12, 「絵本の国」, 博物館.（36 人）
藤本真里，2018.3, 「住民参画型公共施設運営」西
脇（25 名）
藤本真里，2018.3, 「住民参画型公共施設運営」西
脇（25 名）

＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．企画・調整室

月例報告会運営，中期目標見直し等担当．
２. プロジェクト

ゆめはく. 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
ありまふじ休養ゾーン活性化プロジェクト．代表者
地域資源を活かした「明延」のまちづくり支援. 分担
者
古写真の活用プログラム開発. 分担者
＜研究開発＞
１．調査研究
■特別課題研究（個人研究）

１．住民参画型の公共施設運営に関する研究
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

川口将武・大平和弘・上田萌子・藤本真里・赤澤宏
樹(2017)東大阪市の街路樹における市民要望と空間
的・環境的要因の関係性, 環境情報科学論文集 31,
p.225-230.
◎大平和弘・鈴木 武・八木 剛・藤本真里・中瀬
勲（2017）博物館のアウトリーチ活動
~地域資源
を活かした科学教育の実践と可能性~, 日本科学教育
学会年会論文集 41, p.219-220.

館外講演

藤本真里，2017.4.18, 「高校生が自然を楽しむため
の夢プログラムづくり」,講師,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)
藤本真里，2017.5, 「みんなでワイワイ宝塚魅力発
見」, 講師, いきいき学舎フレミラ ふるさと発
見コース, 宝塚市立老人福祉センター１年生, 宝
塚市．
（35 名）
藤本真里，2017.5,「絵本の国」
，兵庫県阪神北県民
局と共催, 有馬富士公園，三田市．(32 名)
藤本真里，2017.7,「絵本の国」
，兵庫県阪神北県民
局と共催, 有馬富士公園，三田市．(42 名)

■その他著作

◎ 藤本真里・上田萌子 (2018) 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．株
式会社 Mizkan Partners 受託研究報告書．
◎ 藤本真里 (2018) コーディネーター育成業務．公益
財団法人兵庫県園芸・公園協会受託研究報告書．
■学会役員など

日本造園学会, 日本造園学会学会賞選考委員会委員,
論文校閲委員．
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2017.6.30, Kids キャラバン, 延命保育園, 姫路市,
主担当.
2017.7.5, Kids キャラバン, キッズランド西しかま,
姫路市, 主担当.
2017.7.12, Kids キャラバン, 姫路市立城陽保育所,
姫路市, 主担当.
2017.8.11, キャラバン, うずしお科学館, 南あわ
じ市, 副担当.
2017.7.20,-2017.8.31, 出張展示, 淡路ハイウエイオ
アシス, 淡路市, 主担当.
2017.8.12, キャラバン, 淡路ハイウエイオアシス,
淡路市, 主担当.
2017.8.13, ふるさとミュージアム, 南あわじ市立図
書館, 南あわじ市, 副担当.
2017.8.26, キャラバン, キューズモール森ノ宮, 大
阪市, 主担当.
2017.9.7, Kids キャラバン, さくらんぼの家ほうこ
く保育園, 姫路市, 主担当.
2017.9.13, Kids キャラバン, 姫路保育園, 姫路市,
主担当.
2017.9.15, Kids キャラバン, ルンビニー愛児園, 神
戸市兵庫区, 副担当.
2017.9.21, Kids キャラバン, 聖ミカエル広畑幼稚園,
姫路市, 主担当.
2017.10.21, 武庫まつり, 西武庫公園, 尼崎市, 副
担当.
2017.11.22, Kids キャラバン, にじいろ保育園, 姫路
市, 主担当.
2017.11.24, Kids キャラバン, ゆめさき保育園, 姫路
市, 主担当.
2017.11.29, Kids キャラバン, 青山保育園, 姫路市,
主担当.
2018.3.2, Kids キャラバン, 芦屋市立緑保育所, 芦屋
市, 副担当.

藤本真里，2017. 7, 「みんなでなんでもできる公園
をつくろう」,講師, 一般財団法人日本図園修景協
会, 神戸市．
（40 名）
藤本真里，2017.8, 「みんなでなんでもできる公園
をつくろう」,講師, くらしのたね,岡山市共催, 岡
山市．
（73 名）
藤本真里，2017.9, 「仲間づくりのために」,講師, 第
２１期ふるさとひょうご創生塾,（公財）兵庫県生
きがい創造協会,神戸市．
（20 名）
藤本真里，2017.11, 「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．
（24 名）
藤本真里，2017.11, 「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．
（29 名）
藤本真里，2017.11, まちづくりに関する学習会, コ
ーディネーター, 猪名川町楊津地区. （30 名）
藤本真里，2017.11,「絵本の国」
，兵庫県阪神北県民
局と共催, 有馬富士公園，三田市．(79 名)
藤本真里，2017.12, 「高校生が自然を楽しむための
夢プログラムづくり」振り返り,講師,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)
藤本真里，2017.12, 「花と緑からはじめよう まち
づくり」
，講師，兵庫県阪神シニアカレッジ，宝
塚市．
（46 名）
藤本真里，2018.1,「絵本の国」
，兵庫県阪神北県民
局と共催, 有馬富士公園，三田市．(72 名)
藤本真里，2018.2,「絵本の国」
，兵庫県阪神北県民
局と共催, 有馬富士公園，三田市．(69 名)
藤本真里，2018.2, 第１回楊津ここからはじまる未
来会議, コーディネーター, 猪名川町楊津地区.
（25 名）
藤本真里，2018.3, 第２回楊津ここからはじまる未
来会議, コーディネーター, 猪名川町楊津地区.
（20 名）

■共催・協力・後援事業
協力事業

2017.4-5, クロード・ルフェーヴル写真展「The Fuzei
in the Japanese Garden」
，京都御苑閑院宮邸跡レク
チャールーム．協力／分担者
2017.10，一円電車まつり，鉱石の道明延実行委員
会・NPO 法人一円電車あけのべ・養父市，養父市
明延振興館前広場，養父市．協力／分担

兵庫県立大学・大学院教育

人と自然の共生（分担）
都市設計論および演習（分担）
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

■担い手成長支援事業

2017.4.25, Kids キャラバン, 明石市立松陰保育所,
明石市，副担当.
2017.5.3, COC 事業, 養父市大屋町明延, 養父市，副
担当.
2017.5.5, ありまふじフェスティバル, 県立有馬富
士公園, 三田市, 主担当.
2017.5.11, Kids キャラバン, 芦屋市立大東保育所,
芦屋市，副担当.
2017.6.16, Kids キャラバン, 田島保育園, 熊本県菊
池市, 主担当.

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

2017.6,
2017.6,
2017.6,
2017.6,

三田市立ゆりのき台中学校 1 名
三田市立富士中学校 1 名
三田市立長坂中学校 1 名
神戸市立有馬中学校 1 名

■展示

2017.4-5, クロード・ルフェーヴル写真展「The Fuzei
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in the Japanese Garden」
，京都御苑閑院宮邸跡レク
チャールーム．分担者

相談・指導助言

来訪者 70 件，130 名．電話・FAX 相談 60 件，メ
イル相談 250 件．

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の自然環境資源を発掘・活
用する手法に関する研究」
．研究代表者, 株式会社
Mizkan Partners．
（75 万円）
「コーディネーター育成業務」
．研究代表者，公益
財団法人兵庫県園芸・公園協会．
（100 万円）
■行政等支援
委員会等 （計 21 件）

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.
2016.4- 公益財団法人しそう森林王国観光協会, 理
事, 財団法人しそう森林王国協会.
2017.3 しあわせの森管理運営検討会，委員，神戸
市．
2017.12- 公益社団法人 日本造園学会学会賞選考
委員会, 委員, 公益社団法人 日本造園学会.
2013.5- 尼崎２１世紀の森づくり協議会, 委員, 兵
庫県阪神南県民局.
2008.6- 姫路市提案型協働事業審査会, 委員, 姫路
市.
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.
2009.6- 市民活動・ボランティアサポートセンター
運営会議, 委員長, 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.
2013.7-2017.10 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.
2012.5- 2017.5 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.
2015.9- 2017.3 猪名川町地域創生有識者会議, 委員,
猪名川町.
2015.7- 2017.7 あんばい ええまち かわにし創生
総合戦略推進会議委員, 委員, 川西市.
2016.4- 千里南公園パークカフェ整備事業に関する
事業者選定会議, 委員, 吹田市.
2016.5-2016.8 加古川市建築物設計事業者選定委員
会, 委員, 加古川市.
2018.3- 第６次宝塚市総合計画検討懇話会,委員, 宝
塚市.
2017.7- みどりのプラットホーム設置・運営事業者
選定審査会, 委員, 枚方市.
2017.8- 三田市地域振興部指定候補者選定委員会,
委員, 三田市.
2017.6 平成２９年度第１回兵庫県職員採用選考試
験にかかる業績審査, 委員, 兵庫県人事委員会.
2017.7- 平成２９年度しみん基金・こうべ助成事業,
審査員, 認定 NPO 法人 しみん基金・こうべ.
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◎田原直樹・福島徹・三宅康成・伊東洋一・高橋隼・
赤澤宏樹・大平和弘（2018）多自然地域再生系プ
ロジェクト活動報告，兵庫県立大学地域創造機構
地域連携教育研究センター，21-24．
◎赤澤宏樹（2018）地域課題を解決する公園（パー
クマネジメント）
，みどりのマネジメントガイド
ブック，城の西パークマネジメント協議会，2-4．
◎赤澤宏樹（2018）公園を使うルールをつくる，み
どりのマネジメントガイドブック，城の西パーク
マネジメント協議会，12-14．
◎赤澤宏樹（2018）みどりを地域で循環させる，み
どりのマネジメントガイドブック，城の西パーク
マネジメント協議会，21-23．
◎赤澤宏樹（2018）公園であそぼ！～これからの公
園のつかいかた～，広報あしや，1221，芦屋市，
4．

赤澤 宏樹 AKAZAWA, Hiroki
自然・環境マネジメント研究部
環境計画研究グループ／ビジョン実現タスクフォース
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，World Urban Parks (WUP)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

ビジョン実現タスクフォース

ビジョン実現タスクフォース
２．プロジェクト

世界の都市公園リサーチ PJ．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
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
西武庫公園再生支援．代表者
佐用町での薬草による地域づくりの支援．代表者
文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業．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
有馬富士公園 人材育成．分担者
地域資源を活かした「明延」のまちづくり支援．分担
者
古写真を中心とした環境系資料活用による地域支援．
分担者
近畿・中国・四国のランドスケープ遺産取りまとめ．
分担者
吹田市 千里南公園パークマネジメントプロジェク
ト．分担者

■研究発表

◎上田萌子・大平和弘・藤本真里・田原直樹・赤
澤宏樹（2017）旧城下町の景観形成に向けた街
路シークエンス景観の分析に基づく重点エリア
の抽出，日本造園学会，日本大学，神奈川県．
◎川口将武・大平和弘・上田萌子・藤本真里・赤
澤宏樹（2017）東大阪市の街路樹における市民
要望と空間的・環境的要因の関係性，環境情報
科学センター学術研究論文発表会，日本大学，
東京都．
■学会役員など

日本造園学会，論文集委員会，委員・テーブル幹事．
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，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）
．
日本造園学会関西支部，パークマネジメント研究会，
代表．
日本都市計画学会，学術委員会，委員．
日本都市計画学会，＜都市や地域に関する知の冒険
＞プロジェクト，メンバー・幹事.
日本都市計画学会，校閲委員.
韓国伝統造景学会，校閲委員.
日本緑化工学会，校閲委員.
World Urban Parks（WUP）ジャパン，理事．

＜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

■助成を受けた研究

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, 文部科学
省科学研究費挑戦的萌芽研究，研究代表者（25 万
円／50 万円）
◎「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研究助成，研究代表者（金
額 99.7 万円）

■論文・著書

川口将武・大平和弘・上田萌子・藤本真里・赤澤宏
樹（2017）東大阪市の街路樹における市民要望と
空間的・環境的要因の関係性，環境情報科学論文
集，31，225-230．
◎赤澤宏樹（2018）第 4 章 多自然地域再生系，五
国豊穣ひょうご 地域とともに歩む大学をめざ
して，兵庫県立大学地域創造機構，55-56．
■その他著作

２．資料収集・整理
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西支部．
（20 名）
赤澤宏樹，2017.10，
「公園緑地の新たな利活用」
，
神戸市役所，講師，神戸市．
（20 名）
赤澤宏樹，2017.11，
「公園・緑地の使いこなし」
，
神戸市勤労会館，講師，兵庫県立淡路景観園芸学
校．
（15 名）
赤澤宏樹，2017.12，
「アメリカのまちの緑と市民参
画」
，KaRuTa，講師，宝塚 NPO センター．
（20 名）
「アメリカの公園・広場の使い
赤澤宏樹，2017.12，
こなしとルール」
，芦屋市役所，講師，芦屋市．
（15
名）
赤澤宏樹，2017.12，
「みんなでつくる都市と自然」
，
兵庫県立西宮南高等学校，講師，兵庫県立西宮南
高等学校．
（880 名）
赤澤宏樹，2018. 2，
「元茨木川緑地の可能性と 使い
こなし」茨木市役所，講師，茨木市．
（50 名）
赤澤宏樹，2018. 2，
「緑のまちづくりと宝塚ガーデ
ンフィールズ跡地の利活用（1 年生）
」
，フレミラ
宝塚，講師，いきいき学舎・フレミラ．
（50 名）
赤澤宏樹，2018. 2，
「緑のまちづくりと宝塚ガーデ
ンフィールズ跡地の利活用（2 年生）
」
，フレミラ
宝塚，講師，いきいき学舎・フレミラ．
（50 名）
赤澤宏樹，2018. 3，
「景観まちづくりと養父市の取
り組み」
，養父市立八鹿公民館，講師，養父市立
八鹿公民館．
（50 名）
赤澤宏樹，2018. 3，
「海外の公園のデザインとマネ
ジメント」
，UR 都市機構西日本支社，講師，UR
都市機構西日本支社．
（20 名）
田原直樹・赤澤宏樹・大平和弘，2018.2，
「多自然
地域再生系プロジェクト活動報告」
，兵庫県県民
（120 名）
会館，講師，兵庫県立大学．
田原直樹・赤澤宏樹・藤本真里・大平和弘・福本優，
2017.5，
「あけのべ子どもまつり（虫のお絵かきと
泥団子づくり）
」
，明延振興館前広場，講師，鉱石
の道明延実行委員会．
（200 名）
田原直樹・赤澤宏樹・藤本真里・大平和弘・福本優，
2018.1，
「あけのべ空き家ワーク」
，養父市立あけ
のべ自然学校，講師，兵庫県立大学自然環境科学
研究所・人と自然の博物館・明延区．
（20 名）

■資料収集

2017.4-2018.3 国内のパーク・マネジメントに関す
る資料収集，兵庫県・大阪府・東京都．
＜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，2017.4，特注セミナー「ミニ逆さカメラ
をつくろう 」
，博物館．
（42 名）
赤澤宏樹，2017.4，特注セミナー「ミニ逆さカメラ
をつくろう②」
，博物館．
（42 名）
赤澤宏樹，2017.4，特注セミナー「ミニ逆さカメラ
をつくろう③」
，博物館．
（43 名）
赤澤宏樹，2017.7，オープンセミナー「泥だんごを
つくろう！」
，博物館．
（136 名）
赤澤宏樹，2017.8，教職員指導者セミナー「牛乳パ
ックでカメラをつくって撮影しよう」
，博物館．
（10 名）
赤澤宏樹，2017.8，教職員指導者セミナー「ピカピ
カ泥だんごの作り方」
，博物館．
（56 名）
赤澤宏樹，2017.8，オープンセミナー「泥だんごを
つくろう！」
，博物館．
（150 名）
赤澤宏樹，2017.8，オープンセミナー「泥だんごを
つくろう！」
，博物館．
（100 名）
赤澤宏樹，2017.8，一般セミナー「ピカピカ泥だん
ごをつくろう！」博物館．
（26 名）
赤澤宏樹，2017.10，特注セミナー「ピカピカ泥だ
んご 」
，博物館．
（64 名）
赤澤宏樹，2017.10，特注セミナー「ピカピカ泥だ
んご 」
，博物館．
（65 名）
赤澤宏樹，2017.11，特注セミナー「逆さカメラを
つくろう」
，博物館．
（43 名）
館外講演

赤澤宏樹，2017.5，
「第 1 回公園都市緑化技術研修
「米国における公共空間の使いこなしとマネジ
メント」
」
，大阪府庁，講師，大阪府．
（50 名）
赤澤宏樹，2017.7，
「米国におけるランドスケープ
分野の動向」淡路景観園芸学校，講師，淡路景観
園芸学校．
（20 名）
赤澤宏樹，2017.8，
「ぴかぴか泥だんごをつくろう」
，
国営明石海峡公園淡路地区，講師，兵庫県園芸公
園協会．
（90 名）
赤澤宏樹，2017.8，
「ぴかぴか泥だんごをつくろう」
，
国営明石海峡公園淡路地区，講師，兵庫県園芸公
園協会．
（90 名）
赤澤宏樹，2017.9，
「米国のランドスケープ分野と
市民参画～宝塚ガーデンフィールズ跡地の活用
に向けて～」
，宝塚男女協働参画センター，講師，
宝塚文化芸術施設及び庭園整備事業市民勉強会．
（20 名）
赤澤宏樹，2017.10，
「公園・緑地のマネジメント」
，
関西大学梅田キャンパス，講師，都市計画学会関

兵庫県立大学・大学院教育

ランドスケープ計画特論（主任）
都市設計論及び演習（主任）
COC 概論（分担）
共生博物学（分担）
テレビ・ラジオ等出演

2017.5，
「海を渡った日本庭園」
，ラジオ関西「時間
です！林編集長」
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.5，あけのべ子ども祭り，養父市立あけのべ自
然学校，養父市．分担．
2017.10，明延一円電車祭り，あけのべ自然学校，
養父市．分担．
■共催・協力・後援事業
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市．
2017.7-2018.3 淡路市佐野運動公園第1 野球場夜間
照明設備指定管理者候補者選定委員会，委員，淡
路市．
2017.7- 県立都市公園指定管理者候補者選定委員
会，委員，兵庫県．
2017.7- 丹波地域創生戦略会議，座長，兵庫県丹波
県民局．
2017.9- 公園利活用市民プロジェクトミーティン
グ，座長，芦屋市．
2017.9- 地域遺産活用方策検討委員会，委員，兵庫
県．
2017.10- 尼崎の森中央緑地・茅葺き民家利活用検
討会，委員，兵庫県尼崎港管理事務所．
2017.11-2018.3 東遊園地再整備アドバイザーミーテ
ィング，アドバイザー，神戸市．
2017.12- 地域創生ユースチーム，アドバイザー，
委員．
2018.1- 鵜殿ヨシ原の環境保全検討に関するモニ
タリング WG，委員，NEXCO 西日本．
2018.2- 兵庫県立有馬富士公園運営協議会，会長，
兵庫県園芸公園協会．
2018.3- 丹波の森公苑運営委員会，委員，公益財団
法人兵庫丹波の森協会．

協力事業

2017.10，一円電車まつり，鉱石の道明延実行委員
会・NPO 法人一円電車あけのべ・養父市，養父市
明延振興館前広場，養父市．協力／分担
■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.6, 三田市立ゆりのき台中学校 1 名
2017.6, 三田市立富士中学校 1 名
2017.6, 三田市立長坂中学校 1 名
2017.6,神戸市立有馬中学校 1 名
学校団体対応

2017.4，大阪府立泉北高等学校．
2017.10，学校法人 甲南学園甲南小学校
■研修生等の受入
博物館実習

2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,

神戸女子大学 1 名．
神戸学院大学 1 名．
鳥取大学 1 名．
南九州大学 1 名．
首都大学東京 1 名．
京都大学大学院 1 名．
東京農業大学 1 名．
同志社大学 1 名．
放送大学 1 名．

２．シンクタンク事業

相談・指導助言

来訪者 50 件，120 名．電話・FAX 相談 20 件，メイ
ル相談 50 件．

■行政等支援
委員会等 （計 33 件）

2009.9- 尼崎市総合計画審議会，委員，尼崎市．
2012.11-2017.10 尼崎市環境審議会，委員，尼崎市．
2013.5- 尼崎市公園緑地審議会，副会長，尼崎市．
2015.3- 環境審議会みどり環境部会，
委員，
伊丹市．
2017.4- 都市景観・屋外広告物審議会，委員，西宮
市．
2017.4- 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．
2017.4- 都市景観・屋外広告物審議会都市景観部会，
委員，西宮市．
2017.4- 景観審議会，委員，宝塚市．
2017.4- 景観審議会デザイン協議部会，委員，宝塚
市．
2017.4- 景観審議会，委員，三田市．
2017.4- 景観審議会審査部会，委員，三田市．
2017.9- 都市計画審議会常務委員会，
委員，
大阪府．
2017.10- 都市計画審議会，委員，兵庫県．
2017.11- 環境審議会，副委員長，尼崎市．
2018.1- 公園緑地審議会，委員，神戸市．
2018.1- 住環境審議会，委員，尼崎市．
2010.7- 三田市景観形成推進員，三田市．
2013.10- 兵庫県生物多様性アドバイザー，兵庫県．
2014.6- 行政改革推進会議，委員，三田市．
2015.7- 行政評価委員会，副委員長，三田市．
2016.5- 一般財団法人 公園財団 研究顧問
2017.5- 市政への市民参加推進委員会，委員，三田
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樹（2017）東大阪市の街路樹における市民要望と
空間的・環境的要因の関係性，環境情報科学論文
集，31 巻，225-230．
上田萌子・大平和弘・押田佳子・浦出俊和・上甫木
昭春（2018）鹿児島県指宿市有形民俗文化財に指
定されたモイドンの保全に関する現状と課題，ラ
ンドスケープ研究，81 巻 5 号，565-570．
押田佳子・松尾あずさ・浦出俊和・上田萌子・大平
和弘・上甫木昭春（2018）奄美大島におけるノロ
祭祀空間の継承状況に関する研究，ランドスケー
プ研究，81 巻 5 号，571-576．
◎大平和弘（2018）鉱山資源を活かした明延のまち
づくり．伊東未来・泉直亮・李素婷（編）
「五国
豊穣ひょうご 地域とともに歩む大学をめざし
て」
，p.56-64，兵庫県立大学地域創造機構ＣＯＣ
事業「ひょうご・地（知）の五国豊穣イニシアテ
ィブ」
．

大平 和弘 OHIRA, Kazuhiro
自然・環境マネジメント研究部
環境計画研究グループ／企画・調整室
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 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．
＜事業部での配属室と仕事＞
１．企画・調整室

ひとはくレポート企画・編集，ひとはくプロジェクト
集約，館報発刊，中期目標見直し等担当．
２．研究開発部門

研究担当
３．プロジェクト

■その他著作

鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録に向けた検討支援．代
表者
うずしお科学館運営支援．代表者
幼児期の環境学習ネットワーク推進事業への支援．代
表者
ひょうご・ふるさとミュージアムプロジェクト．代表
者
地域資源を活かした「明延」のまちづくり支援．代表
者
古写真を中心とした環境系資料活用による地域支援．
代表者
博物館トイレ改修プロジェクト．代表者
近畿・中国・四国のランドスケープ遺産取りまとめ．
代表者
但馬牛博物館改修支援．分担者
ありまふじ休養ゾーン活性化プロジェクト．分担者
棚倉町里山再生・活用プロジェクト．分担者
佐用町での薬草による地域づくりの支援．分担者
文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業．分
担者
三田市景観計画策定支援．分担者
西武庫公園再生支援．分担者
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

◎大平和弘・中瀬勲（2017）進化し続ける環境学習・
体験施設 -魅力ある施設を保つ組織運営-，廃棄
物資源循環学会誌，28 巻 5 号，332 -338．
◎大平和弘・鈴木武・八木剛・藤本真里・中瀬勲
（2017）
博物館のアウトリーチ活動 ~地域資源を活かし
た科学教育の実践と可能性~，日本科学教育学会
年会論文集，41 巻，219-220．
◎田原直樹・福島徹・三宅康成・伊東洋一・高橋隼・
赤澤宏樹・大平和弘（2018）多自然地域再生系プ
ロジェクト活動報告，兵庫県立大学地域創造機構
地域連携教育研究センター，21-24．
■研究発表

◎大平和弘・鈴木武・八木剛・藤本真里・中瀬勲
（2017）
博物館のアウトリーチ活動 ~地域資源を活かし
た科学教育の実践と可能性~，日本科学教育学会
年会，サンポート高松．
◎上田萌子・大平和弘・藤本真里・田原直樹・赤澤
宏樹（2017）旧城下町の景観形成に向けた街路シ
ークエンス景観の分析に基づく重点エリアの抽
出．日本造園学会全国大会，日本大学藤沢キャン
パス．
川口将武・大平和弘・上田萌子・藤本真里・赤澤宏
樹（2017）東大阪市の街路樹における市民要望と
空間的・環境的要因の関係性，環境情報科学 学
術研究論文発表会，日本大学会館．
■学会役員など

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，ランドスケープ遺産研究会，関西支
部担当．

＜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

■助成を受けた研究

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．文部科
学省科学研究費若手研究(B)，代表者（2017 年度

■論文・著書

川口将武・大平和弘・上田萌子・藤本真里・赤澤宏
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50 万円／総額 234 万円）
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．文部科学
省科学研究費挑戦的萌芽研究，分担者（2017 年度
50 万円／総額 299 万円）
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．文部科学省科学
研究費基盤研究(C)，分担者（2017 年度 182 万円
／総額 481 万円）
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，分担者（43 万円）
「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研究助成，分担者（99.7 万円）

いて（学習発表会）
」
，博物館．
（89 名）
大平和弘，2018.1，特注セミナー「環境系収蔵資料
の紹介と活用」
，博物館．
（12 名）
大平和弘，2018.1，特注セミナー「収蔵庫見学」
，
博物館．
（12 名）
大平和弘・橋本佳明他，2018.2「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」
，
博物館．
（4 名）
館外講演

藤本真里・大平和弘，2016.4，
「京都御苑・御所ツ
アー」
，コーディネーター，京都御苑・京都御所．
（11 名）
田原直樹・赤澤宏樹・藤本真里・大平和弘・福本優，
2017.5，
「あけのべ子どもまつり（虫のお絵かきと
泥団子づくり）
」
，明延振興館前広場，講師，鉱石
の道明延実行委員会．
（200 名）
大平和弘，2017.5，
「三田景観まちあるき」
，三田駅
周辺，講師，兵庫県立淡路景観園芸学校．
（4 名）
大平和弘，2017.5，
「むかしの資料でみるひょうご
の風景」
，宝塚市立老人福祉センター，講師，宝
塚市立老人福祉センター．
（30 名）
大平和弘，2017.5，
「ひょうごの妖怪ばなし」
，宝塚
市立老人福祉センター，講師，宝塚市立老人福祉
センター．
（30 名）
大平和弘，2017.6，
「地域資源を活かした景観まち
づくり」
，三田文化センター，講師，三田市生涯
学習サポートクラブ．
（150 名）
大平和弘，2017.6，
「八重山地域のオン（御嶽）に
みる祭祀と空間の継承方法の現状と課題」
，アイ
サイトなんば，話題提供者，大阪府立大学．
（7 名）
．
大平和弘・八木剛，2017.6，
「園庭のたからものさ
がし」
，神戸市立神戸幼稚園，講師，兵庫県農政
環境部環境創造局環境政策課．
（65 名）
．
大平和弘，2017.8，
「ミュージアムの地域支援」
，ル
ネサンス棚倉，講師，子どもひかりプロジェクト．
．
（14 名）
大平和弘・生野賢司，2017.9，
「AWAJI 未来探検隊
うずしお編 うずしお水理模型で大実験」
，国立
淡路青少年交流の家・うずしお科学館，講師・企
画委員，国立淡路青少年交流の家．
（54 名）
．
大平和弘・櫻井麗賀，2017.10，
「あけのべの木の模
型をつくろう」
，養父市大屋町明延振興館，鉱石
の道明延実行委員会．
（20 名）
．
大平和弘・八木剛，2017.10，
「園庭のたからものさ
がし」
，プレスクールかみごおり，講師，兵庫県
農政環境部環境創造局環境政策課．
（25 名）
．
大平和弘・小舘誓治・八木剛，2017.10，
「園庭のた
からものさがし」
，三木志染保育所，講師，兵庫
県農政環境部環境創造局環境政策課．
（68 名）
．
大平和弘，2017.10，
「園庭マップづくり」
，三木志
染保育所，コーディネーター，兵庫県農政環境部
環境創造局環境政策課．
（8 名）
．
大平和弘・生野賢司，2017.11，
「化石クイズ」
，国

■海外調査

2016. 3, 台湾
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4-2018.3 古写真とその記憶収集．養父市・佐
用町・三田市・南あわじ市．
2017.4-2018.3 習俗および祭りの映像記録収集，兵
庫県内・愛媛県・山口県・岡山県．
■整理同定担当資料

古写真（養父市・佐用町・三田市・南あわじ市）
＜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，2017.4，オープンセミナー「チョキペタ！
まちや公園をつくろう」
，博物館．
（97 名）
大平和弘，2017.5，特注セミナー「チョキペタ！公
園をつくろう」
，博物館．
（65 名）
大平和弘，2017.5，特注セミナー「ひとはくの仕事
と環境系収蔵資料の活用」
，博物館．
（24 名）
大平和弘，2017.5，特注セミナー「収蔵庫見学」
，
博物館．
（24 名）
大平和弘，2017.6，一般セミナー「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」
，博物館．
（8 名）
大平和弘，2017.6，オープンセミナー「チョキペタ！
お庭の立体カードをつくろう」
，博物館．
（192 名）
大平和弘・フロアスタッフ，2017.7，オープンセミ
ナー「はかせと学ぼう！～妖怪の絵をみてみよ
う！～」
，博物館．
（27 名）
大平和弘，2017.8，一般セミナー「ジオラマをつく
ろう 海や川へん」
，博物館．
（15 名）
大平和弘，2017.9，特注セミナー「深田公園につい
て」
，博物館．
（21 名）
大平和弘，2017.11，一般セミナー「ジオラマをつ
くろう 森や林へん」
，博物館．
（5 名）
大平和弘，2017.12，特注セミナー「深田公園につ
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立淡路青少年交流の家，演者，国立淡路青少年交
流の家．
（120 名）
．
大平和弘，2017.11，
「三田景観まちあるき～三輪・
三田地区編～」
，さんだ市民センター，講師，建
築士会三田支部．
（10 名）
．
大平和弘，2017.11，
「園庭マップづくり」
，プレス
クールかみごおり，コーディネーター，兵庫県農
政環境部環境創造局環境政策課．
（8 名）
．
大平和弘，2017.12，
「チョキペタ！公園をつくろう」
，
兵庫県立大学環境人間学部キャンパス，講師，兵
庫県立大学環境人間学部．
（26 名）
．
大平和弘，2017.12，
「災害から妖怪まで ～伝承が
息づくまちづくり～」
，ホテルアイボリー，講師，
豊中駅前まちづくり会社．
（17 名）
大平和弘，2017.12，
「環境担い手サミット」
，デザ
イン・クリエイティブセンター神戸 KIITO，ファ
シリテーター，兵庫県農政環境部環境創造局環境
政策課．
（250 名）
．
田原直樹・赤澤宏樹・藤本真里・大平和弘・福本優，
2018.1，
「あけのべ空き家ワーク」
，養父市立あけ
のべ自然学校，講師，兵庫県立大学自然環境科学
研究所・人と自然の博物館・明延区．
（20 名）
．
田原直樹・赤澤宏樹・大平和弘，2018.2，
「多自然
地域再生系プロジェクト活動報告」
，兵庫県県民
会館，講師，兵庫県立大学．
（120 名）
．
大平和弘，2018.3，
「何が大事？ 何をどうする？鉱
山資源の保全と活用」
，養父市立八鹿公民館，講
師，養父市立八鹿公民館．
（50 名）
．
大平和弘・生野賢司，2018.3，
「うずしお科学館ア
イデアワーク」
，うずしお科学館，ファシリテー
ター，うずしお科学館．
（6 名）
．
大平和弘，2018.3，
「渦潮と世界遺産～鳴門海峡の
渦潮世界遺産登録に向けた学術調査検討支援プ
ロジェクト～」
，兵庫県立淡路景観園芸学校，講
師，兵庫県立淡路景観園芸学校．
（16 名）
．

スレジデンス，ルネサンス棚倉，福島県棚町．分
担者．
2017.9，ふるさとミュージアムプロジェクト，
AWAJI 未来探検隊うずしお探検編その２，国立淡
路青少年交流の家，南あわじ市．講師．
2017.10，明延一円電車祭り，あけのべ自然学校，
養父市．主担当．
2017.10，ふれあいの祭典 西播磨ふれあいフェステ
ィバル，播磨科学公園都市，上郡町．分担者．
2017.11，ふるさとミュージアムプロジェクト，う
ずしおフェス．分担者．
2017.12，ひとはく Kids キャラバン，千草保育所，
洲本市．主担当．
2018.1，ひとはく Kids キャラバン，宝塚ふたば幼稚
園，宝塚市．分担者．
■共催・協力・後援事業
共催事業

2017.3-4，
「淡路のむかしの写真展 〜しぜん・ま
ち・くらし〜」
，南あわじ市立図書館．共催／分
担者
2018.3-5，うずしお科学館リニューアル 1 周年記念
展示「みんなが学んだ淡路の自然」
，大鳴門橋記
念館うずしお科学館．共催／分担者
協力事業

2017.4-5, クロード・ルフェーヴル写真展「The Fuzei
in the Japanese Garden」
，京都御苑閑院宮邸跡レク
チャールーム．協力／責任者
2017.10，一円電車まつり，鉱石の道明延実行委員
会・NPO 法人一円電車あけのべ・養父市，養父市
明延振興館前広場，養父市．協力／主担当
2017.12，
「環境担い手サミット」
，デザイン・クリ
エイティブセンター神戸 KIITO，兵庫県農政環境
部環境創造局環境政策課．協力／分担者
■担い手育成支援事業
成果発表

ガールスカウト兵庫県第 95 団，2018.3- 5, 制作物
展示「みんなが学んだ淡路の自然」
，大鳴門橋記
念館うずしお科学館．

兵庫県立大学・大学院教育

都市設計論及び演習（分担）
COC 概論（神戸商科キャンパス）
（分担）
COC 概論（姫路工科キャンパス）
（分担）
地域課題実践演習（分担）

■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.6,
2017.6,
2017.6,
2017.6,

■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.5，あけのべ子ども祭り，養父市立あけのべ自
然学校，養父市．主担当．
2017.6, ひとはく kids キャラバン，田島保育園，熊
本県菊池市．分担者．
2017.8, ひょうご・ふるさとミュージアムプロジェ
クト，大鳴門橋記念館うずしお科学館，南あわじ
市．責任者．
2017.8, ひょうご・ふるさとミュージアムプロジェ
クト，淡路ハイウェイオアシス，淡路市．分担者．
2017.8, ひょうご・ふるさとミュージアムプロジェ
クト，南あわじ市立図書館，南あわじ市．責任者．
2017.8, 棚倉町里山再生・活用プロジェクト ユー

三田市立ゆりのき台中学校 1 名
三田市立富士中学校 1 名
三田市立長坂中学校 1 名
神戸市立有馬中学校 1 名

学校団体対応

2017.5，兵庫県立淡路景観園芸学校
2017.5，大阪府立大学
2017.6，兵庫県立大学環境人間学部・経済学部・経
営学部・看護学部
2017.6，兵庫県立大学工学部・理学部
2017.9，三田市立弥生小学校
2017.11-12，兵庫県立大学環境人間学部
2017.12，三田市立弥生小学校

97

2015.8- うずしお科学館アドバイザリー会議，委員，
南あわじ市．
2016.4- 阪神南地域ビジョン委員会，専門委員，
兵庫県阪神南県民局．
2016.11- 但馬牛博物館展示検討会，委員，兵庫県
農政環境部農林水産局．
2017.4- 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．
2017.4- AWAJI 未来探検隊企画委員会，企画委員，
国立淡路青少年交流の家．
2017.4- 「鉱石の道」明延実行委員会，オブザー
バー，養父市大屋地域局．
2017.7- 鳴門海峡の渦潮世界遺産学術調査検討委
員会，委員，兵庫県淡路県民局．
2017.7- 鳴門海峡の渦潮世界遺産学術調査検討委
員会コア会議，委員，兵庫県淡路県民局．

成果発表

2017.12，三田市立弥生小学校，公開学習発表会
講師派遣

2017.5-2018.2，「プロジェクト学習 まちの風景を
考える」，兵庫県立大学附属中学校 3 年生，10 回
■研修生等の受入
博物館実習

2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,
2017. 8,

神戸女子大学 1 名．
神戸学院大学 1 名．
鳥取大学 1 名．
南九州大学 1 名．
首都大学東京 1 名．
京都大学大学院 1 名．
東京農業大学 1 名．
同志社大学 1 名．
放送大学 1 名．

■展示

相談・指導助言

2017.3-4, 「淡路のむかしの写真展 〜しぜん・ま
ち・くらし〜」
，南あわじ市立図書館．分担者
2017.4-5, クロード・ルフェーヴル写真展「The Fuzei
in the Japanese Garden」
，京都御苑閑院宮邸跡レク
チャールーム．責任者
2017.7，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．責任者
2017.7，
「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」
．責
任者
2017.10-2018.1，
「ひとはく研究員のいちおし 25 選
開館 25 周年記念展示「中瀬館長が選ぶ"にわ"25
選」
．分担者
2017.10-2018.1，収蔵資料展「ひょうごの針葉樹」
．
分担者
2018.3-5，うずしお科学館リニューアル 1 周年記念
展示「みんなが学んだ淡路の自然」
，大鳴門橋記
念館うずしお科学館，南あわじ市，分担者．

来訪者 20 件，30 名．電話・FAX 相談 20 件，メイ
ル相談 30 件．

２．シンクタンク事業
■受託研究

「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」
．代表者，株式会社ヘッズ．
（50
万円）
「棚倉町里山プロジェクト事業業務」
．棚倉町役場．
分担者（178.74 万円）
■収蔵庫・ジーンファームの公開

2017.5 環境系収蔵庫の案内，大阪府立大学，24 名．
2018.1 環境系収蔵庫の案内，第 8 期阪神北地域ビ
ジョン委員会ニューツーリズム，12 名．
■行政等支援
委員会等 （計 11 件）

2013.10- 三田市景観形成推進員，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．
2015.8- 鳴門海峡の渦潮世界遺産学術調査検討委
員会，作業部会，兵庫県淡路県民局．
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田原直樹，2017.10.14，一般セミナー「都市の歩き
方・名所編 明石界隈（明石市大蔵・本町）を歩
く」
，明石市.（17 名）
田原直樹，2018.1.13，一般セミナー「都市の歩き方・
番外編 伊丹界隈を歩く」
，伊丹市.（23 名）
田原直樹，2018.1.14，一般セミナー「都市の歩き方・
番外編 伊丹界隈を歩く」
，伊丹市.（19 名）
田原直樹，2017.5.4，オープンセミナー「展示みど
ころトーク」
，三田市.（8 名）
田原直樹，2017.10.7，オープンセミナー「展示みど
ころトーク」
，三田市.（8 名）
田原直樹，2017.10.24，特注セミナー「博物館とは」
，
博物館.（44 名）
，
田原直樹，2017.10.24，特注セミナー「収蔵庫見学」
博物館.（44 名）
田原直樹，2017.12.7，特注セミナー「環境と共生す
る都市を考える」
，三田市.（125 名）
田原直樹，2017.12.13，特注セミナー「環境と共生
する都市を考える」
，.（125 名）

田原 直樹 TAHARA, Naoki
自然・環境マネジメント研究部
環境計画研究グループ
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，ビジョン実現タスクフォース リー
ダー
２．プロジェクト

恐竜化石推進 PJ．サブリーダー
多自然地域再生 PJ．代表者
キッピー山プロジェクト.分担者
古写真を中心とした環境系資料活用による地域支援．
分担者
佐用町での薬草による地域づくりの支援．分担者
地域資源を活かした「明延」のまちづくり支援．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

館外講演

田原直樹，2017.9.27，
「書を片手に町へ出よう〜ま
ち歩きのすすめ〜」
，平成 29 年度たちばな大学一
般教養講座，太子町．
（170 名）
田原直樹，2018.2. 14，姫路市政策課題研究助成成
果発表会講評，姫路市．
（100 名）
田原直樹，2018.2.25，
「播磨の三飛行場を活かした
まちづくりシンポジウム」コーディネータ，平成
29 年度たちばな大学一般教養講座，太子町．
（100
名）

＜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

兵庫県立大学・大学院教育

環境文化特別演習（主任）
COC 概論（分担）

■論文・著書

◎田原直樹（2018）環境デザインからみた播磨の建
築、建築ジャーナル 2018 年 4 月号

■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.5，あけのべ子ども祭り，養父市立あけのべ自
然学校，養父市．分担．
2017.10，明延一円電車祭り，あけのべ自然学校，
養父市．分担．

■その他著作

◎田原直樹・福島徹・三宅康成・伊東洋一・高橋隼・
赤澤宏樹・大平和弘（2018）多自然地域再生系プ
ロジェクト活動報告，兵庫県立大学地域創造機構
地域連携教育研究センター，21-24．

■共催・協力・後援事業
協力事業

2017.10，一円電車まつり，鉱石の道明延実行委員
会・NPO 法人一円電車あけのべ・養父市，養父市
明延振興館前広場，養父市．協力／分担

＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー

■担い手成長支援事業

館主催セミナー

連携活動グループ・地域研究員

田原直樹，2017.4.22，一般セミナー「都市の歩き方・
名所編 大阪野田・福島界隈を歩く」
，大阪市.（16
名）
田原直樹，2017.5.13，一般セミナー「都市の歩き方・
名所編 尼崎市久々知・神崎界隈を歩く」
，尼崎市.
（26 名）
田原直樹，2017.5.27，一般セミナー「都市の歩き方・
街道編 中国街道を歩く（西宮小松町から尼崎市大
物まで）
」
，尼崎市.（15 名）

山崎敏昭，主担当（協働）
■展示

2016.7- 11, 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」
．分担者
２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会等 （計 17 件）

2017.4-, 兵庫県国土利用計画審議会，
委員，
兵庫県．
2017.4-, 兵庫県生物多様性アドバイザー，兵庫県．
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2017.4-, 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．
2017.4-, 加古川東高校 SSH 運営指導委員会，委員，
兵庫県教育委員会．
2017.4-, 姫路市都市計画審議会，委員，姫路市．
2017.4-, 姫路市景観広告物審議会，委員，姫路市．
20174-, 姫路市景観広告物審議会デザイン部会，会
長，姫路市．
2017.4-，姫路市まちづくり研究助成事業意見提案会，
座長，姫路市
2017.4-，姫路市文化コンベンション施設整備アドバ
イザー，姫路市
2017.5-，姫路市中央卸売市場移転予定地における土
壌汚染対策等に関する専門家会議，委員，姫路市
2017.4-11, 篠山市都市計画審議会，会長，篠山市
2017.4-, 篠山市空き家等対策協議会，委員，篠山市
2017.4-, 加西市都市計画審議会，会長，加西市．
2017.4-, 加西市土地利用調整委員会，
委員，
加西市．
2017.4-，加西市鶉野ミュージアム（仮称）および地
域活性化施設検討委員会，委員長，加西市
2017.4-，加西市北条町東高室地区公募型プロポーザ
ル選定委員会，委員長，加西市
2017.4-, 丹波 OB 大学運営委員会，委員，
（公財）丹
波の森協会．
相談・指導助言

来訪者 10 件，25 名．電話・FAX 相談 5 件，メイル
相談 5 件．
平成 29 年度姫路市契約業務意見聴取 2 件．
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士中学校．1 名，三田市立長坂中学校．1 名，神戸
市立有馬中学校．1 名

福本 優 FUKUMOTO, Yu
自然・環境マネジメント研究部
環境計画研究グループ／ビジョン実現タスクフォース
研究員
昭和 58 年大阪府生．関西大学大学院修士課程修了．
日本都市計画学会，日本建築学会，都市住宅学会．

２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会等 （計 1 件）

2017.10-，兵庫県立 有馬富士公園 企画調整会議，
委員．

＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．事業推進部門

ビジョン実現タスクフォース
２．プロジェクト

吹田市 千里南公園パークマネジメントプロジェク
ト．代表者
ニュータウンの団地設計思想の研究．代表者
博物館トイレ改修プロジェクト．分担者
＜研究開発＞
１．調査研究
■特別課題研究（個人研究）

１．地域の住環境価値を醸成する集住環境の再編手法
に関する研究
２．地域の住環境価値に寄与する公共空間マネジメン
トに関する研究
■論文・著書

福本優・岡絵理子（2017）ベトナムの社会主義団地の
オープンスペースの商業利用実態と住民意識に関
する研究．都市計画論文集，52(3), 323-328
福本優（2018）地域空間としての集合住宅団地の空間
概念の再構築．関西大学大学院博士論文
■その他 著書

福本優・辻村修太朗・橋本華名（2017）建築士．Vol.66
No.780．20-21．公益社団法人 日本建築士会連合会
■学会役員など

日本都市計画学会．＜都市や地域に関する知の冒険＞
プロジェクト 委員
＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー
館主催セミナー

福本優，2018.2，特注セミナー「環境と共生する都市
を考える」
，博物館．
（30 名）
館外講演

福本優，2017.12，
「Park Cafe 社会実験の目指すもの」
，
芦屋市役所，講師，芦屋市．
（15 名）
福本優，2018.3，
「花とみどりのまちづくりシンポ
ジウム～公園をもっと楽しくする仕組みづくり」
，
千里市民センター，パネリスト，吹田市 花とみ
どりの情報センター．
（150 名）
■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.6, 三田市立ゆりのき台中学校 1 名，三田市立富

101

個人別成果報告に関する資料
●自然・環境再生研究部

No.6

生物資源研究グループ／
コミュニケーション・デザイン研究グループ

（編著）
，
「図説 日本の植生 第 2 版」
，160-161，朝
倉書店，東京．
鐵 慎太朗・黒田有寿茂・石田弘明（2017）絶滅危惧
種トウテイラン（オオバコ科）の 分布・生育立地と
現存個体数. 植物地理・分類研究, 65: 69-76.

石田 弘明 ISHIDA, Hiroaki
自然・環境再生研究部
生物資源研究グループ
研究部長
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 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）
．植生学会，日本生態学会，森林立
地学会，日本緑化工学会所属．

■その他著作

橋本佳延・石田弘明・黒田有寿茂・大谷雅人（2017）兵庫
県三田市南公園（ブイブイの森）におけるナラ枯れの発
生状況．人と自然，28:87−95.
■研究発表

石田弘明（2017）植生学を生物多様性保全と地域づ
くりに活かす．植生学会第 22 回大会，沖縄県男女
共同参画センター「てぃるる」
，沖縄．

＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．企画・調整室

室長

■学会役員など

２．研究開発部門

研究部長
３．プロジェクト

北摂里山博物館構想の支援．代表者
棚倉町里山再生・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
ありまふじ休養ゾーン活性化プロジェクト．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
乾燥種子標本の収集・活用．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（2017）森林のサイズと生物多様性．福嶋 司
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植生学会，運営委員．
植生学会，編集委員長．
■賞罰
2017 年10 月，植生学会 学会賞．
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4- 2018.3, 植物・植生・景観等の写真．養父市，
朝来市，丹波市，三田市，川西市，猪名川町，大
分県九重町，福島県棚倉町など．
■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，2017.5，一般セミナー「ジーンファーム
見学会－講義と観察－湿地林・カザグルマ」
，博物
館．
（16 名）
石田弘明，2017.6，特注セミナー「里山林の特徴・
課題・保全」
，博物館．
（23 名）
石田弘明，2017.6，一般セミナー「身近な植物の生
存戦略」
，博物館．
（7 名）
石田弘明，2017.6，キャラバンセミナー「里山林の
生きもの」
，宝塚市．
（36 名）
石田弘明，2017.6，特注セミナー「里地里山の植物」
，
博物館．
（40 名）
石田弘明，2017.7，特注セミナー「里山林の生きも
の」
，博物館．
（24 名）
石田弘明，2017.9，オープンセミナー「風にのって
飛ぶタネの模型をつくろう」
，博物館．
（38 名）
石田弘明，2017.9，特注セミナー「川西市のエドヒ
ガン」
，博物館．
（57 名）

石田弘明，2017.9，キャラバンセミナー「はっぱみ
っけ」
，福島県棚倉町．
（295 名）
石田弘明，2017.10，一般セミナー「ジーンファーム
見学会－講義と観察－照葉樹林・イスノキ」
，博物
館．
（5 名）
石田弘明，2017.10，特注セミナー「里山林の生きも
の」
，博物館．
（216 名）
石田弘明，2017.11，オープンセミナー「ミュージア
ムコンサート」
（分担）
，博物館．
（93 名）
石田弘明，2017.11，一般セミナー「お見せします人
博のレガシー5XGo：第 7 回種子系（植物の種子）
収蔵庫ツアー」
，博物館．
（7 名）
石田弘明，2017.12，オープンセミナー「風にのって
飛ぶタネの模型をつくろう」
，博物館．
（32 名）
石田弘明，2017.10，特注セミナー「里山林の生きも
の」
，博物館．
（216 名）
石田弘明，2018.2，特注セミナー「里山林の生きも
の」
，博物館．
（12 名）
石田弘明，2018.2，特注セミナー「里山林の生きも
の」
，博物館．
（68 名）
館外講演

石田弘明，2017.4，
「里山サクラめぐりバス」
，北摂
里山博物館運営協議会，川西市．
（39 名）
石田弘明，2017.4，
「エドヒガン春の種まき会」
，棚
倉町役場，福島県棚倉町．
（9 名）
石田弘明，2017.4，
「皿池湿原の保全に向けて」
，三
田市役所環境衛生課，三田市．
（30 名）
石田弘明，2017.5，
「湊川のあゆみ（里山活動）講座：
里山について」
，湊川短期大学，三田市．
（24 名）
石田弘明，2017.5，
「エドヒガンってどんな桜？～エ
ドヒガンによる里山の魅力アップ～」
，棚倉町役場，
福島県棚倉町．
（16 名）
石田弘明，2017.7，
「皿池湿原の特徴」
，阪神北県民
局，三田市．
（20 名）
石田弘明，
2017.7，
「北摂里山体験キャンプ in 黒川」
，
阪神北県民局，川西．
（48 名）
石田弘明，2017.8，
「皿池湿原守り人養成セミナー」
，
三田市役所環境衛生課，三田市．
（16 名）
石田弘明，2017.8，
「皿池湿原観察会」
，三田市役所
環境衛生課，三田市．
（35 名）
石田弘明，2017.8，
「武庫川流域環境保全協議会エコ
バスツアー：武庫川流域の貴重な自然めぐり」
，武
庫川流域環境保全協議会，三田市．
（39 名）
石田弘明，2017.8，
「猪名川周辺の自然環境①原生林
と鎮守の森」
，猪名川町教育委員会，猪名川町．
（44
名）
石田弘明，2017.8，
「北摂里山大学第 4 回講座」
，北
摂里山博物館運営協議会，三田市．
（28 名）
石田弘明，2017.8，
「里山を題材としたプログラム」
，
棚倉町役場，福島県棚倉町．
（12 名）
石田弘明，2017.10，
「武庫川の植物①」
，宝塚市立老
人福祉センター，宝塚市．
（22 名）
石田弘明，2017.10，
「武庫川の植物②」
，宝塚市立老
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人福祉センター，宝塚市．
（18 名）
石田弘明，2017.10，
「皿池湿原守り人養成セミナー」
，
三田市役所環境衛生課，三田市．
（31 名）
石田弘明，2017.10，
「里山放置林の再生手法」
，特定
非営利活動法人 SUN 座，三田市．
（6 名）
石田弘明，2017.10，
「猪名川町の里山林」
，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．
（14 名）
石田弘明，2017.10，
「里山林調査実習」
，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．
（16 名）
石田弘明，2017.11，
「市街地の里山残存林：その価
値と保全」
，大阪府立刀根山高等学校．
（24 名）
石田弘明，2017.12，
「猪名川周辺の自然環境②里山
林の特徴と課題」
，猪名川町教育委員会，猪名川町．
（46 名）
石田弘明，2017.12，
「里山の生物多様性を脅かす 2
大要因」
，大阪市立大学植物園，大阪府交野市．
（53
名）
石田弘明，2017.12，
「皿池湿原守り人養成セミナー」
，
三田市役所環境衛生課，三田市．
（13 名）
石田弘明，2018.1，
「二次草原の生態と保全」
，宝塚
市立老人福祉センター，宝塚市．
（21 名）
石田弘明，2018.1，
「皿池湿原守り人養成セミナー」
，
三田市役所環境衛生課，三田市．
（22 名）
石田弘明，2018.1，
「湿原の特徴と減少要因」
，兵庫
県立北条高等学校，加西市．
（11 名）
石田弘明，2018.1，
「北摂里山大学第 10 回講座」
，北
摂里山博物館運営協議会，川西市．
（20 名）
石田弘明，2018.3，
「鎮守の森の管理のあり方につい
て」
，高次八幡神社整備計画等検討委員会代表役員
会，三田市．
（18 名）
兵庫県立大学・大学院教育

2017.9 兵庫県立大学 集中講義「共生博物学」
（分
担）
2017.4-2018.3 大学院環境人間学研究科 博士前期
課程学生 2 名（川野智美，江間 薫）の研究指導
（主任）
2017.10-2017.12 兵庫県立大学大学院環境人間学研
究科大学院指導資格審査（2 名） 審査副委員長
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017. 6, 「School キャラバン in 宝塚市立中山五月台
小学校」, 宝塚市立中山五月台小学校，宝塚市．
分担者
2017. 9,「ひとはくKidsキャラバンinたなぐらまち」
,
棚倉町立棚倉幼稚園，福島県棚倉町．分担者
■共催・協力・後援事業

2017.4，皿池湿原守り人養成セミナー，三田市環境
衛生課，三田市．協力／主担当
2017.8，皿池湿原見学会，三田市環境衛生課，三田
市．協力／主担当
2017.8，武庫川流域環境保全協議会エコバスツアー
「武庫川流域の貴重な自然めぐり」
，武庫川流域環

境保全協議会，三田市．協力／主担当

ター．研究代表者（25 万円）
「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」
．大阪ガス株式会社．
研究分担者（134.244 万円）
「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」
．三田市．研究分担者（60
万円）
「棚倉町里山プロジェクト事業業務」
．棚倉町役場．
研究代表者（178.74 万円）
「あいな里山公園地域性苗の育成業務」
．公益財団法
人 ひょうご環境創造協会．研究代表者（10.8 万円）

■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）
藤原千鶴，主担当（恊働）
鐵 慎太朗，主担当（協働）
成果発表

2018.2, 共生のひろば，審査員．
■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.5, 上野台中学校（1 名）
，藍中学校（1 名）

■行政等支援

学校団体対応

委員会等 （計 9 件）

2017.6，
「特注セミナー 里山林の特徴・課題・保全」
，
猪名川町立六瀬中学校 1 年生
2017.6，
「キャラバンセミナー 里山林の生きもの」
，
宝塚市立中山五月台小学校 3 年生
2017.7，
「特注セミナー 里山林の生きもの」
，西脇
市立芳田小学校 3 年生
2017.9，
「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
2017.10，
「特注セミナー 里山林の生きもの」
，宝塚
市立長尾小学校 3 年生
2018.1，
「館外講演 湿原の特徴と減少要因」
，兵庫
県立北条高等学校
2018.2，
「特注セミナー 里山林の生きもの」
，神戸
市立淡河小学校 3 年生
2018.2，
「特注セミナー 里山林の生きもの」
，神戸
市立星和台小学校 3 年生
■フェスティバル等

2018.2, 開館 25 周年記念フォーラム 日本の恐竜時
代を探る！（接遇班・責任者）
２．シンクタンク事業

2017.4-2018.3 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．
2017.4-2018.3 希少野生動植物種保存推進員，環境
省自然環境局
2017.4-2018.3 環境情報センター客員研究員，国崎
クリーンセンター啓発施設環境楽習館ゆめほたる
2017.4-2018.3 三田市文化財保護審議会委員，三田
市生涯学習支援課
2017.5-2017.12 アドバイザー，中外テクノス株式会
社
2017.6-2018.3 貴重な野生生物等専門委員会（植物
群落）委員，兵庫県農政環境部環境創造局自然環
境課
2017.7-2018.3 北摂里山魅力づくり応援事業に係る
指導専門員，北摂里山博物館運営協議会
2017.7-2018.3 里山の保全・活用に関する懇話会委
員，三田市
2017.12-2018.3 有馬富士公園運営協議会委員，公益
財団法人 兵庫県園芸・公園協会
相談・指導助言

来訪者 18 件，34 名．電話・FAX 相談 27 件，メイル
相談 35 件．

■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
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にむけた課題と展望（まとめ）
．季刊 政策・経営研究

橋本佳延 HASHIMOTO, Yoshinobu

45：106-115

自然・環境再生研究部
植生創出研究グループ
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，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
ビジョン実現タスクフォース
２．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＞

■研究発表

Toshikazu Matsumura・Yoshinobu Hashimoto・
Yoshihiro Sawada（2017）The Relationship Between
Grassland Species Richness and the Management in
Long-Established Golf Courses in Japan. The 12th
International Congress of Ecology (INTECOL2017
Beijing),the China National Convention Center,
Beijing, China.
橋本佳延・西田貴明・三橋弘宗・佐久間大輔・宮
川五十雄・上原一彦（2018）多様な主体の参画
と協働を促す交流イベントの生物多様性の主流
化への効果 －普及啓発イベント「生物多様性
協働フォーラム」の実践とその効果の検証．日
本生態学会第 65 回大会.札幌
松村俊和・橋本佳延・澤田佳宏（2018）歴史の長
いゴルフ場に生育する植物の出現頻度とその特
徴．日本生態学会第 65 回大会.札幌
■学会役員など

2016.4-2018.3 日本生態学会 生態系管理専門委
員会 幹事
■助成を受けた研究

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．文部
科学省科学研究費若手研究(B). 代表者（2017 年
度 90 万円／総額 310 万円）
ゴルフ場の半自然草原を活用した生物多様性の保
全．文部科学省科学研究費基盤研究（C）
．分担
者（2017 年度分担金 20 万円/総額 370 万円）
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4-2018.3 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、神戸市、
芦屋市、神河町）
．

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

■受贈担当資料

2017.10 フタゴヤシ種子
■整理同定担当資料

植生映像資料、植生調査資料．

■その他著作
橋本佳延（2017）博物館と生態学（29）カタチのない自然
史情報の価値をどう届けるか？〜事例 1：植生の状態を

＜事業推進＞

後世に伝えるしくみ〜. 日本生態学会誌

１．生涯学習事業
■セミナー

67(3) :369-374

館主催セミナー

橋本佳延・石田弘明・黒田有寿茂・大谷雅人（2017）兵庫

橋本佳延．2017.4,「日本一の里山，北摂地域の早春
を観察しよう」川西市黒川（18 名）
橋本佳延.2017.4,「東お多福山草原生物多様性ガイド
ステップアップセミナー」
（神戸県民センター 東
お多福山 20 名）
橋本佳延．2017.4,「春の東お多福山草原植物観察会」
東お多福山（11 名）
橋本佳延．2017.4,「ひとはく探検隊『さとやま』の
中を歩こう」ブイブイの森（16 名）

県三田市南公園（ブイブイの森）におけるナラ枯れの発
生状況.人と自然 28：87-95
橋本佳延・三橋弘宗・西田貴明

（2018）生物多様

性協働フォーラム開催の背景と目指すところ．季刊 政
策・経営研究 45：1-8
西田貴明・橋本佳延

（2018）①生物多様性協働フ

ォーラムの取組状況．季刊 政策・経営研究 45：95-105
西田貴明・橋本佳延・三橋弘宗・佐久間大輔・宮川 五十
雄・上原一彦・舛田陽介（2018）②生物多様性の主流化
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橋本佳延．2017.5,「特注セミナー 生物多様性に配
慮した企業緑地のあり方」
（三菱電機、実習室、10
名）
橋本佳延．2017.6,「館外特注セミナー 里山と生物
多様性とわたしたち」
（ナシオン創造の森育成会、
ナシオンホール、30 名）
橋本佳延．2017.6,「館外特注セミナー 生物多様性
とわたしたちの暮らし」
（西宮市生涯学習大学宮水
学園、大学交流センターアクター西宮、128 名）
◎橋本佳延．2017.6, 「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！」
（40 名）
橋本佳延．2017.7, 「初夏の東お多福山草原植物観
察会」東お多福山（8 名）
橋本佳延、2017.7, 「館外特注セミナー 里山調査
実習」
（緑の環境クラブ、三田市立有馬富士森林公
園、12 名）
橋本佳延、2017.7,「館外特注セミナー 里山調査実
習」
（人と自然の会、深田公園、11 名）
橋本佳延、2017.7,「ジーンファーム見学会-講義と観
察-高茎草原 キキョウ」
（ジーンファーム、4 名）
橋本佳延、2017.7,「まちなか里山セミナー 第 1 回」
（中セミナー室、24 名）
橋本佳延、2017.8,「日本生態学会 2017 年度生態系管
理演習」
（奥池ロッジほか、9 名）
橋本佳延．2017.8, 「特注セミナー 里山保全活動
のすすめ方」
（神鋼かこがわ森の会 神鋼加古川体
育館 38 名）
橋本佳延.2017.9,「館外特注セミナー 生物多様性と
私たちの暮らし」
（神戸市シルバーカレッジ 75
名）
橋本佳延・黒田有寿茂、2017.9,「まちなか里山セミ
ナー 第 2 回」
（南公園、11 名）
橋本佳延．2017.10,「特注セミナー 外国からやって
きた植物」
（フレミラ宝塚 大セミナー室 17 名）
橋本佳延．2017.10,「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 大セ
ミナー室およびひとはく生物多様性の森 20 名）
橋本佳延．2017.10,「特注セミナー 兵庫の里山とそ
の保全」
（兵庫県立西宮今津高等学校 中セミナー
室およびひとはく生物多様性の森 21 名）
橋本佳延、2017.11,「まちなか里山セミナー 第 3 回」
（南公園、11 名）
橋本佳延、2017.11,「まちなか里山セミナー 第 4 回」
（南公園、8 名）
◎橋本佳延．2017.11,「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！」
（45 名）
◎橋本佳延．2017.12,「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！」
（50 名）
橋本佳延、2017.12,「まちなか里山セミナー 第 5 回」
（実習室、9 名）
館外講演

橋本佳延、2017.7,「館外講演 企業における地域
の植物保全の可能性」
（環境学園専門学校、大阪
ガス姫路製造所、25 名）
橋本佳延 2017.8,「東お多福山草原生物多様性ガ
イド養成講座 第 2 回」
（東お多福山 22 名）
橋本佳延.2017.9,「広域でつむぐ新しい生物多様性の価値
～関西の活かしたい自然エリア～」
（フォーラム：自然
の恵みを受け継ぐために「関西の活かしたい自然エリ
ア」の活用を考える）
（関西広域連合、川西市みつなか
ホール、96 名）

橋本佳延 2017.10,
「東お多福山草原生物多様性ガイ
ド養成講座 第 3 回」
（東お多福山 26 名）
橋本佳延 2017.11,北摂里山エキスカーション（兵
庫県阪神北県民局、川西市黒川地区、16 名）
橋本佳延 2017.11,「東お多福山草原生物多様性ガ
イド養成講座 第 5 回」
（東お多福山 18 名）
橋本佳延 2017.12,「東お多福山草原生物多様性ガ
イド養成講座 第 6 回」
（兵庫県民会館 17 名）
橋本佳延 2018.2,講演「都市近郊で管理放棄され
た半自然草原の再生～東お多福山草原の保全・
再生活動 10 年の効果の検証」
（東お多福山草原
保全 10 周年記念シンポジウム「身近な草原の魅
力～生物多様性を次世代に伝える民官学の協働
のあり方～」 主催：東お多福山草原保全・再
生研究会 222 名）
非常勤講師

2017.5, 里山実習，関西学院大学．
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2018.1 企画展「日本文化を育んだ自然 Where
culture meets nature」
（伊丹市郷町館）分担者
■共催・協力・後援事業
共催

2017.6-11 東お多福山草原生物多様性ガイド養成
講座．兵庫県神戸県民センター，六甲山地東お多
福山ほか．主担当．共催
協力

2017.12 ひょうご環境担い手サミット. 兵庫県 農
政環境部環境創造局環境政策課，デザイン・クリ
エイティブセンター神戸（KIITO）
，講師
■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.5

上野台中学校．1 名、藍中学校．1 名

学校対応

2017.5
名
2017.5
2017.7
2017.10
2017.12
2018.3

宝塚市立すみれが丘小学校 ４年生 91
猪名川町立楊津小学校 ３年生 11 名
神戸市立住吉中学校 1 年生 182 名
姫路市立城東小学校 3 年生 48 名
尼崎市立塚口小学校 3 年生 126 名
加東市立米田小学校 3 年生 15 名

■研修生等の受入

橋本佳延．2017.6,「東お多福山草原の魅力 ～過去・
現在・未来～」神戸市教育研修所（40 名）

博物館実習生

2017.8 神戸女子大学 1名，
神戸学院大学 1名，
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鳥取大学 1 名，南九州大学 1 名，首都大学東
京 1 名，京都大学大学院 1 名，東京農業大学
1 名，同志社大学 1 名，放送大学 1 名

■収蔵庫・ジーンファームの公開

ジーンファームの案内，3 回，10 名．
■行政等支援

■展示

委員会等 （計 7 件）

2017.9-10 パネル展「関西の活かしたい自然エリ
ア」.主担当
2017.10-2018.1，開館 25 周年記念展示「ボタニカル
アートでみる日本の固有植物 25 選」.主担当
2018.1，館外展示「日本文化を育んだ自然 where
culture meets nature」.分担者

2013.1-2019.3 加古川市環境審議会，委員，加古川
市
2012.7-希少野生動植物保存推進委員、委員、環境省
2013.8- 神戸市生物多様性神戸プラン 2020 推進委
員会、委員、神戸市
2017.6-2018.3 関西の残したい自然エリア保全・活
用検討委員会．委員｡関西広域連合環境保全局
2017.3-平成 29 年度生物多様性しが戦略推進専門家
会議．委員．滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課
2017.5-2018.3 公益信託コープこうべ環境基金.運営
委員．公益信託コープこうべ環境基金
2017.7-11 第 6 回いきものにぎわい企業活動コンテ
スト実行委員会．審査委員．いきものにぎわい企
業活動コンテスト実行委員会

２．シンクタンク事業
■受託研究

「平成 29 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）
．
130.515 万円（責任者）
「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」
．三田市．60 万円（責任
者）
「平成 29 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．110.04 万円（責任者）
「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」株式会社竹中工務店.99.9 万
円（責任者）
「平成 29 年度生物多様性情報活用業務」関西広域
連合
50 万円（分担者）

相談・指導助言

来訪者 5 件，10 名．電話・FAX 相談 5 件，メイル相
談 5 件．
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１．生涯学習事業

藤井 俊夫 FUJII, Toshio

■セミナー

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修士
課程修了．理学修士．日本生態学会，日本植物分類学会
等所属．

館主催セミナー

藤井俊夫，2017.4, 一般セミナー「ジーンファーム見
学会－講義と観察－低茎草原（オキナグサ）
」
，博
物館．(14 名)
藤井俊夫，2017.4, 一般セミナー「有馬富士公園の植
物観察会」
，有馬富士公園．(20 名)
藤井俊夫，2017,5, 一般セミナー「帰化植物ヤセウツ
ボ観察会」,武庫川.(11 名)11 人．
藤井俊夫，2017.6, 一般セミナー「ジーンファーム見
学会－講義と観察－湿地（カキラン）
」
，博物館．
(7 名)
藤井俊夫，2017,5, 一般セミナー「帰化植物ヤセウツ
ボ観察会」,武庫川.(11 名)11 人．
藤井俊夫，2017.6, 一般セミナー「ジーンファーム見
学会－講義と観察－湿地（カキラン）
」
，博物館．
(7 名)
藤井俊夫，2017.6, 一般セミナー「海浜植物観察会」
，
姫路．(3 名)
藤井俊夫，2017.7, 一般セミナー「武田尾の植物観察
会」
，西宮．(20 名)
藤井俊夫，2017.8, 一般セミナー「ゴマクサ観察会」
，
加西．(７名)
藤井俊夫，2017.9, 一般セミナー「タヌキマメ観察会」
，
たつの．(9 名)
藤井俊夫，2017.9, 一般セミナー「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）
」
，
博物館．(6 名)
藤井俊夫，2017.10, 一般セミナー「ため池の植物観
察会（鴨池）
」
，小野市．(10 名)
藤井俊夫,2017.11, 一般セミナー「矮生植物観察会」
，
奈良公園．(8 名)
藤井俊夫,2017.11, 一般セミナー「第 7 回種子系収蔵
庫ツアー」
，博物館．(7 名)
藤井俊夫,2017.12, 一般セミナー「カヤツリグサ科勉
強会」
，博物館．(9 名)
藤井俊夫,2018.03, 一般セミナー「ジーンファーム見
学会－講義と観察－夏緑林（ミスミソウ）
」
，博物
館．(6 名)
藤井俊夫，2017.5, 特注セミナー「植物標本の作製と
利用」
．神戸市立神戸生田中学校一年生, 博物館．
(153 名)
藤井俊夫，2017.10, 特注セミナー「種子散布の生態
学」
，シニア自然大学緑組．(32 名)
藤井俊夫，2017.10，特注セミナー「ドングリころこ
ろ」
，猪名川町立白金小学校 3 年．(101 名)
藤井俊夫，2017.10, 特注セミナー「種子散布の生態
学」
，シニア自然大学星組．(48 名)
藤井俊夫，2017.10, 特注セミナー「タネの世界」
，箕
面市立彩都の丘小学校３年生．(142 名)
藤井俊夫・フロアスタッフ．2017.10，オープンセミ
ナー．
「はかせと学ぼう！～ドングリの観察～」
，

＜研究部以外の配属室と仕事＞
１．研究開発部門

生涯学習推進室（連携事業担当）
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
乾燥種子標本の収集・活用．分担者
＜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・長谷川匡弘・横川昌史・外来生物調査プ
ロジャクト A.2018.3.近畿地方におけるアメリカオ
ニアザミの分布.第 65 回日本生態学会大会.ポスタ
ー発表.札幌.
藤井俊夫・牧雅之・藤井伸二.2018.3.中国・四国地方
における絶滅危惧植物チャボイの分布と現状.第
17 回日本植物分類学会大会.ポスター発表.金沢．
中澤大輔・藤井伸二・藤井俊夫・牧雅之．2018.3.津
波撹乱域に新規に成立したチャボイとアズマツメ
クサの集団の起源と遺伝的多様性．日本植物分類
学会第 17 回大会．口頭発表．金沢．
■学会役員など

近畿植物同好会，顧問．
多紀連山のクリンソウを守る会，顧問
三重生き物と自然の会，顧問
ささやま自然の会，顧問
■助成を受けた研究

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－地域固有性の解明と保全－，日本学
術振興会科学研究費補助金基盤研究（B）
，研究分
担者（2017 年度 10 万円／総額 2000 万）
．
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4- 2018.3, 植物標本収集．兵庫県，大阪府，京
都府，奈良県，和歌山県，三重県，滋賀県，岡山
県．
■整理同定担当資料

種子標本．
＜事業推進＞
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博物館．(40 名)
藤井俊夫・フロアスタッフ．2017.11，オープンセミ
ナー．
「はかせと学ぼう！～飛ぶタネの観察～」
，
博物館．(40 名)
藤井俊夫，2017.4，兵庫県立大学付属中学校 Project
学習「植物生態学入門」
，博物館. (78 名)
藤井俊夫，2017.10，兵庫県立大学付属中学校 Project
学習「身近な植物を調べる」
，附属中学. (7 名)
藤井俊夫，2017.11，兵庫県立大学付属中学校 Project
学習「身近な植物を調べる」
，附属中学. (7 名)
■学校教育支援
トライやるウィーク

2016.6, 三田市立上野台中学校（1 名）
、藍台中学校（1
名）
．
講師派遣

藤井俊夫，2017,5, 館外セミナー「第 375 回観察会
新三田駅から有馬富士公園」,有馬富士公園．兵庫
植物同好会(24 名)
藤井俊夫,2017.12, 館外セミナー「第 665 回観察会奈
良公園」
，奈良公園．近畿植物同好会．(34 名)
２．シンクタンク事業
■行政等支援
相談・指導助言

来訪者 32 件，36 名．電話・FAX 相談 31 件，メイル
相談 69 件．
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Science, 34: 23-37.
黒田有寿茂・藤原道郎・澤田佳宏・服部 保 (2017)
瀬戸内海沿岸における海浜植物ウンランの保全・
再生の可能性. 植生学会誌, 34: 87-102.
黒田有寿茂・豊原源太郎 (2017) マツ林. 福嶋 司
(編), 「図説 日本の植生 第 2 版」, 28-31. 朝倉
書店, 東京.
鐵 慎太朗・黒田有寿茂・石田弘明 (2017) 絶滅危
惧種トウテイラン (オオバコ科) の分布・生育立
地と現存個体数. 植物地理・分類研究, 65: 69-75.

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
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＞

■その他著作

１．研究開発部門

資料担当
２．プロジェクト

山陰海岸における海浜植物・海浜植生の保全推進．代
表者
名勝慶野松原における海浜植物・林床植生の保全推進．
代表者
兵庫県における重要植物群落の現状把握と保全推進.．
代表者
ジーンバンク事業の推進．代表者
棚倉町里山再生・活用プロジェクト．分担者
北摂里山博物館構想の支援．分担者
たつの市鶏籠山の照葉樹林の保全．分担者
乾燥種子標本の収集・活用．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
加東市との連携と環境学習事業への支援．分担者
「ドリームスタジオ・スペシャル」プロジェクト．分
担者．
文科省博物館ネットワークにおけるレガシー事業．分
担者

黒田有寿茂 (2017) 収蔵資料展 ひょうごの針葉樹
～栄枯盛衰の過去と現在～. ハーモニー, 98: 2-3.
橋本佳延・石田弘明・黒田有寿茂・大谷雅人 (2017)
兵庫県三田市南公園ブイブイの森におけるナラ枯
れの発生状況. 人と自然, 28: 87-95.
■研究発表

黒田有寿茂・藤原道郎 (2017) 兵庫県南あわじ市慶
野松原における海岸植物の分布と林床植生の種組
成. 植生学会第 22 回大会, 沖縄県男女共同参画セ
ンター.
■学会役員など

植生学会，編集主事
■助成を受けた研究

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．科学研究費助
成事業 若手研究（B）
，研究代表者（2017 年度 65
万円／総額 273 万円）
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4-2018.3 植物および植生の映像資料収集．宝
塚市，三田市，豊岡市，伊丹市，明石市，姫路市，
西脇市，尼崎市，上郡町，神戸市，新温泉町，南
あわじ市，佐用町，宍粟市，丹波市，篠山市，京
都府，和歌山県，秋田県，大分県，北海道，静岡
県，沖縄県，福井県．
＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー

＜研究開発＞

館主催セミナー

黒田有寿茂，2017.4，オープンセミナー「ならそう
草笛」
，博物館．
（37 名）
黒田有寿茂，2017.5，一般セミナー「里地・里山で
身近な植物を観察しよう 春編」
，宝塚市．
（22 名）
黒田有寿茂，2017.7，一般セミナー「里地・里山で
身近な植物を観察しよう 夏編」
，宝塚市．
（10 名）
黒田有寿茂，2017.7，教職員・指導者セミナー「ひ
ょうごの森と身近な樹木」
，博物館．
（20 名）
黒田有寿茂，2017.8，一般セミナー「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」
，博物館・ジーンファーム．
（11
名）

１．調査研究
■特別課題研究（個人研究）

１．海岸植物・海岸植生の保全に関する研究
２．里山林の遷移と保全に関する研究
３．希少植物・絶滅危惧植物の生態に関する研究
４．シダ植物の生態に関する研究
５．兵庫県の重要植物群落の保全に関する研究
■論文・著書

Kuroda, A. & Tetsu, S. (2017) Vegetation zonation and
distribution of threatened dune plant species along
shoreline-inland gradients on sandy coasts in the eastern
part of the San’in region, western Japan. Vegetation
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黒田有寿茂，2017.9，高校連携セミナー「海岸の植
物」
，博物館．
（44 名）
黒田有寿茂，2017.9，一般セミナー「里地・里山で
身近な植物を観察しよう 秋編」
，宝塚市．
（22 名）
黒田有寿茂，2017.9，オープンセミナー「楽しい草
あそび」
，博物館．
（36 名）
黒田有寿茂，2017.11，オープンセミナー「ミュージ
アム・コンサート」
，博物館．
（93 名）
黒田有寿茂，2017.11，オープンセミナー「ギャラリ
ートーク ひょうごの針葉樹」
，博物館．
（13 名）
黒田有寿茂，2017.11，オープンセミナー「マツ葉で
遊ぼう！（ドリームスタジオフェスタへの出展）
」
，
博物館．
（57 名）
黒田有寿茂，2017.11，オープンセミナー「マツ葉で
工作」
，博物館．
（41 名）
黒田有寿茂，2017.11，一般セミナー「ひょうごの針
葉樹」
，博物館．
（15 名）
黒田有寿茂，2017.12，オープンセミナー「ギャラリ
ートーク ひょうごの針葉樹」
，博物館．
（2 名）
黒田有寿茂，2018.2，オープンセミナー「わらで紙
づくり」
，博物館．
（46 名）
黒田有寿茂，2018.3，オープンセミナー（館主催事
業「特別セミナー 固有種のふしぎ」
）
「ジーンフ
ァーム見学」
，ジーンファーム．
（20 名）
館外講演

黒田有寿茂，2018.2，
「海岸の植物・植生と環境」
，
宝塚市社会福祉協議会，フレミラ宝塚（宝塚市立
老人福祉センター）
．
（24 名）
黒田有寿茂，2018.2，
「ため池の植物・植生と環境」
，
宝塚市社会福祉協議会，フレミラ宝塚（宝塚市立
老人福祉センター）
．
（29 名）

2017.7．
「身近な草・木・森の観察」
，講師，西脇市
立芳田小学校．
（12 名）
2017.7，
「身近な草・木・森の観察」
，講師，尼崎市
立成徳小学校．
（66 名）
2017.7，
「フィールド科学実習」
，講師，兵庫県立西
宮今津高等学校．
（23 名）
■展示

2017.10-2018.1．収蔵資料展「ひょうごの針葉樹」
，
博物館．
（責任者）
2018.1，企画展「日本文化を育んだ自然 日本酒の
自然誌 Where culture meets nature」
，みやのまえ文
化の郷．
（分担者）
２．シンクタンク事業
■受託研究

「慶野松原維持のための林床植生適正化に関わるウン
ラン等栽培・管理研究業務」
，兵庫県立淡路景観園芸
学校．研究代表者．
（24 万円）
「あいな里山公園地域性種苗の育成業務」
，公益財団法
人ひょうご環境創造協会．研究分担者．
（10 万円）
「棚倉町里山プロジェクト事業業務」
，棚倉町．研究分
担者．
（179 万円）
「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」
，大阪ガス株式会社．研究
分担者．
（134 万円）
「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」
．三田市．研究分担者（60
万円）
■行政等支援
委員会等（計 4 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．
2015.7-．希少野生動植物種保存推進員，環境省自然
環境局．
2018.1-2018.3．平成 29 年度山陰海岸国立公園におけ
る指定植物選定作業作業部会委員，近畿地方環境
事務所．

兵庫県立大学・大学院教育

共生博物学（分担，全学）
■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）
鐵 慎太朗（副担当）
■学校教育支援
トライやるウィーク

相談・指導助言

2017.5-6，三田市立上野台中学校 1 名，三田市立藍中
学校 1 名，三田市立狭間中学校 1 名，三田市立け
やき台中学校 1 名）

来訪者 3 件，10 名．電話・FAX 相談 5 件．

講師派遣
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●コミュニケーション・デザイン研究ユニット

賞・奨励賞選考委員会委員

高橋 晃 TAKAHASHI, Akira

２．資料収集・整理

自然・環境再生研究部
コミュニケーション・デザイン研究グループ
次長
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 所長，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，
International Association of Wood Anatomists，ヒマラヤ
植物研究会，全日本博物館学会等所属．

■資料収集

2017.5-10 種子植物，香美町，新温泉町，洲本市，
南あわじ市
■整理同定担当資料

種子植物さく葉標本（日本産，外国産）
，材鑑標本，
木材組織プレパラート標本
＜事業推進＞
１．生涯学習事業
■セミナー
館主催セミナー

＜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
２．プロジェクト

頌栄短期大学植物標本の登録・整理．代表者
植物標本の資料整理とデータ公開．代表者
日本産木材標本の収集保管．代表者
ゆめはくネットワークの推進．代表者
Kids 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

◎福岡誠行・黒崎史平・高橋 晃（2017） 兵庫県産
維管束植物 12．人と自然 No. 28, 31-86.
■学会発表

◎小舘誓治・高瀬優子・古谷 裕・八木 剛・高橋 晃
（2017） 自然系博物館における小さな子ども向けの
日「Kids サンデー」の設定とその成果．全日本博物
館学会第 43 回研究大会，琵琶湖博物館，滋賀県．
◎高橋 晃（2017） 植物の魅力を伝えるための博物
館プログラム．全日本博物館学会第 43 回研究大会，
琵琶湖博物館，滋賀県．
■学会役員など

ヒマラヤ植物研究会，アドバイザリーメンバー
全日本博物館学会，2016 年度全日本博物館学会学会
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◎高橋 晃 2017.4 オープンセミナー，
「春の花を見
にいこう」
，深田公園，博物館．
（16 名）
◎高橋 晃 2017.6 一般セミナー，
「大台ヶ原の針葉
樹」
，奈良県上北山村．
（14 名）
◎高橋 晃 2017.7 一般セミナー，
「夏のハチ北高原
花めぐり」
，ハチ北高原自然協会共催，香美町村岡区．
（10 名）
◎高橋 晃・先山 徹 2017.7 一般セミナー，
「浜坂
海岸の岩と花」
，山陰海岸ジオパーク館共催，新温泉
町浜坂．
（17 名）
◎高橋 晃 2017.7 一般セミナー「あわじの植物標
本づくり１」
，南あわじ市立図書館．
（11 名）
◎高橋 晃 2017.7 一般セミナー「あわじの植物標
本づくり２」
，南あわじ市立図書館．
（11 名）
◎高橋 晃・小舘誓治 2017.8 博物館（館園）実習
「自然素材を使った親子向けプログラムの企画・実
施に関する実習」
，博物館．
（2 名）
◎高橋 晃 2017.8 一般セミナー「あわじの植物標
本づくり３」
，南あわじ市立図書館．
（8 名）
◎高橋 晃 2017.8 特注セミナー「世界一の木の話」
，
シニア自然大学校，博物館．
（15 名）
◎高橋 晃・長谷川太一・レモンリーフ 2017.9 一
般セミナー，
「植物画を描こう①」
，博物館．
（16 名）
◎高橋 晃・長谷川太一・レモンリーフ 2017.9 一
般セミナー，
「植物画を描こう②」
，博物館．
（13 名）
◎高橋 晃 2017.9 特注セミナー「兵庫県の生物多
様性と神戸市の位置づけ」
，生物多様性ネットワーク
（全国自治体職員）
，博物館．
（60 名）
◎高橋 晃 2017.10 オープンセミナー，
「木とあそ

2017.4-2018.3 平成 28 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
2017.4-2018.3 平成 29 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

ぼう①，②」
，博物館．
（180 名）
◎黒田有寿茂・半田久美子・高橋 晃 2017.11 一般セ
ミナー「ひょうごの針葉樹」
，博物館．
（15 名）
◎高橋 晃 2017.12 オープンセミナー，
「落ち葉でア
ート」
，博物館．
（80 名）
◎高橋 晃 2018.1 オープンセミナー，
「木とあそぼう
①，②」
，博物館．
（74 名）

■担い手成長支援事業
連携活動グループ・地域研究員

館外講演など

高橋 晃 2017.10.22 「草と木はどこが違う？」
，
美術館×植物!? アートで植物採集講演会，西宮市大
谷記念美術館，西宮市．
（42 名）
兵庫県立大学教育・運営

2017.4-2018.3 環境人間学研究科運営委員会委員
2017.4-2018.3 環境人間学研究科将来計画委員会委
員
2017.4-2018.3 兵庫県立大学教育研究審議会委員
2017.4-2018.3 兵庫県立大学学部長等連絡会議委員
2017.4-2018.3 兵庫県立大学コンプライアンス推進
会議委員
2017.4-2018.3 兵庫県立大学改革推進本部任期制教
員制度検討部会委員
2017.4-2018.3 兵庫県立大学自己評価委員会委員
2017.4-2018.3 兵庫県立大学附属学校委員会委員
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.4 キッズキャラバン，芦屋市立岩園保育所，芦
屋市，105 名．
（主担当）
2017.5 キャラバン，うれしの春のフェスティバル
2017，嬉野台生涯教育センター，加東市，5,000 名．
（副担当）
2017.5 キッズキャラバン，芦屋市立大東保育所，芦
屋市，136 名．
（主担当）
2017.5 キッズキャラバン，神戸市立しりいけ保育所，
神戸市，78 名．
（副担当）
2017.6 キッズキャラバン，おりーぶ保育園，加古川
市，240 名．
（副担当）
2017.7 キッズキャラバン，関西インターナショナル
スクール芦屋校，西宮市，96 名．
（主担当）
2017.7 キッズキャラバン，高砂市立曽根保育園，高
砂市，94 名．
（副担当）
2017.9 キッズキャラバン，はおとの森こども園，揖
保郡太子町，120 名．
（副担当）
2017.9 キッズキャラバン，いるか保育園，加古川市，
87 名．
（副担当）
2017.9 キッズキャラバン，さくらんぼの家ほうこく
保育園，姫路市，189 名．
（副担当）
2017.11 キッズキャラバン，宝塚市立川面保育所，
宝塚市，87 名．
（副担当）
2018.3 キッズキャラバン，芦屋市立緑保育所，芦屋
市，82 名．
（主担当）
■共催・協力・後援事業
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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：布施静香，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：牛島清治・牛島富子，副担当（アドバ
イザー）
■学校教育支援
学校団体対応

2017.4 「熱帯のめずらしい生きものたち」
，兵庫教
育大学附属中学校１年生，博物館．
（119 名）
2017.8 「絞め殺し植物について」
，六甲アイランド
高校・自然科学研究部，博物館．
（23 名）
2017.9 「生物多様性とわたしたちの暮らし」
，明石
市立江井島小学校，博物館．
（138 名）
2017.10 「生物多様性とわたしたちの暮らし」
，川西
市桜ケ丘小学校，博物館．
（50 名）
2017.10 「生物多様性とわたしたちの暮らし」
，たつ
の市立龍野東中学校，博物館．
（222 名）
2017.11 「生物多様性とわたしたちの暮らし」
，神戸
大学附属中学校 1 年生，博物館．
（140 名）
2018.1 「中学校理科自由研究発表会・講評」
，伊丹
市教育委員会，伊丹市総合教員センター．
（90 名）
■研修生等の受入
博物館実習

2016.7-8 宝塚大学造形芸術学部 4 年生 1 名，神戸女
子大学文学部 4 年生 1 名
■展示

2017.7-9 開館 25 周年記念展示 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？」
（分担者）

2017.7-9 開館 25 周年記念展示 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」
（主担当）
2017.7-9 開館 25 周年記念展示 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」
（主担当）
2017.10-2018.1 収蔵資料展「ひょうごの針葉樹」
（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

生物系収蔵庫の案内 2 回，35 人
■行政等支援
委員会等（計 6 件）

2017.4- 日本の絶滅のおそれのある野生生物（維管束
植物）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．
2017.4- 希少野生動植物種保存推進員，環境省自然環
境局．
2017.4- 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．
2017.4- 三田市環境審議会会長，三田市市民生活部環
境共生室環境衛生課．
2017.4- 県立やしろの森公園評議員，やしろの森公園
協会．
2017.10-2018.3 兵庫県高大連携等連絡協議会委員，兵
庫県教育委員会事務局高校教育課．
相談・指導助言

電話・メイル等による相談 12 件(12 名)
来訪者 5 件（5 名）
■学会開催等支援

2017.5 第 66 回ヒマラヤ植物研究会総会開催．25
名．
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三谷 雅純

13–23.

MITANI, Masazumi

■ブログへの情報提供

15 件
三谷雅純 (2017) ミトコンドリア・イブとＹ
染色体・アダム―１、ユニバーサル・ミュ
ージアムをめざして 89、ひとはくブログ（5
月 23 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/05/post_23
10/]
三谷雅純 (2017) ミトコンドリア・イブとＹ
染色体・アダム―２、ユニバーサル・ミュ
ージアムをめざして 90、ひとはくブログ（5
月 30 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/05/post_23
13/]
三谷雅純 (2017) ドキュメンタリストの民俗
学―１、ユニバーサル・ミュージアムをめ
ざして 91、ひとはくブログ（6 月 6 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/06/post_23
17/]
三谷雅純 (2017) ドキュメンタリストの民俗
学―２、ユニバーサル・ミュージアムをめ
ざして 92、ひとはくブログ（6 月 20 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/06/post_23
23/]
三谷雅純 (2017) 違和感あり―１、ユニバー
サル・ミュージアムをめざして 93、ひとは
くブログ（7 月 4 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/07/post_23
29/]
三谷雅純 (2017) 違和感あり―２、ユニバー
サル・ミュージアムをめざして 94、ひとは
くブログ（7 月 25 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/07/94_201
756_39_43/]
三谷雅純 (2017) 高次脳機能障がい者には聞
こえない J-アラート、ユニバーサル・ミュ
ージアムをめざして 95、ひとはくブログ（8
月 29 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/08/_j-/]
三谷雅純 (2017) 分からないことを，分から
ないままに受け入れる、ユニバーサル・ミ
ュージアムをめざして 96、ひとはくブログ
（9 月 20 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/09/post_23
81/]
三谷雅純 (2017) 「ガラスの天井」とマイノ
リティの主張－１、ユニバーサル・ミュー
ジアムをめざして 97、ひとはくブログ（12
月 20 日）

自然・環境再生研究部
コミュニケーション・デザイン研究グループ
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．日本福祉のまちづくり学会，日本
コミュニケーション障害学会，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．
＜研究部以外の配属室と仕事＞
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
研究シンクタンク推進室 副室長
２．プロジェクト

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．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．人間行動科学から見たヒトのコミュニケー
ション行動の研究
２．ユニバーサル・デザインから見た生涯学習
のあり方の研究
３．失認のある高次脳機能障がい者に理解しや
すい公共放送の研究
■共同研究

１．Indonesia, Java 島の Pangandaran NR にお
けるシルバールトン（霊長類）個体群の長期
調査と森林動態
■論文・著書

三谷雅純 (2017) 言語音の認知が難しい高次
脳機能障がい者は何を手がかりに視聴覚材
料を理解するのか－人の肉声を使ったマル
チメディア DAISY による検討－．人と自
然 28 号：11−19．
［http://www.hitohaku.jp/publication/r-bulletin
/2017-002.pdf］
三谷雅純 (2018) 言語音の認識が難しい高次
脳機能障がい者 が理解しやすい災害放送
とは？ －肉声への非言語情報の付加に注
目して－. 福祉のまちづくり研究 20 号：
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[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/12/post_24
26/]
三谷雅純 (2017) 「ガラスの天井」とマイノ
リティの主張－２、ユニバーサル・ミュー
ジアムをめざして 98、ひとはくブログ（12
月 26 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2017/12/post_24
32/]
三谷雅純 (2018) 童女はどのように石牟礼道
子になったのか、ユニバーサル・ミュージ
アムをめざして 99、ひとはくブログ（3 月
20 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2018/03/post_24
48/]
三谷雅純 (2018)【研究】
「言語音の認識が難
しい高次脳機能障がい者に適した緊急災
害放送」を探る研究をしました。自然・環
境科学研究所からのお知らせ（3 月 20 日）
［http://www.hitohaku.jp/shizenken/news/201
8/03/post-18.html］
三谷雅純 (2018) これで、おしまい、ユニバ
ーサル・ミュージアムをめざして 100、ひ
とはくブログ（3 月 30 日）
[http://www.hitohaku.jp/blog/2018/03/post_24
53/]
三谷雅純 (2018) 言語音の認識が難しい高次
脳機能障がい者が理解しやすい災害放送
とは？－肉声への非言語情報の付加に注
目して－、ひとはく研究員の発表論文紹介
（2018 年 3 月）
[http://www.hitohaku.jp/research/h-research/2
018.html#emergency-broadcastings]
三谷雅純 (2018) 言語音の認識が難しい高次
脳機能障がい者が理解しやすい災害放送
に関する論文の出版について、ひとはくの
研究（2018 年 3 月）
［http://www.hitohaku.jp/research/h-research/
emergency-broadcastings.html］
■学会役員など

研究代表者（146 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，2017.5，
「霊長類学 頭の体操
2017 年版」
，博物館．（5 名）
◎三谷雅純，2017.6，
「＜こころ＞と＜ことば
＞を科学する 2017 年版」
，博物館．
（6 名）
◎三谷雅純，2017.8，夏期教職員セミナー「『障
害』のある子どもたちが感じていること」，
博物館．（13 名）
◎三谷雅純，2017.8，特別セミナー「道具を
使うチンパンジー」，三木市中央公民館サマ
ースクール，博物館．（39 名）
◎三谷雅純，2017.11-2018.1，「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，84 名）
◎三谷雅純，2017.12，「むすぶ、ひらく、ユ
ニバーサルなこと 2017」博物館．（4 名）
館外講演

三谷雅純、2017. 10， 新カレッジ ICI 講演「人
はヒトのはじまり～霊長類学から人間の本
質を探る～」, 想像文化研究組織（甲南大
学）
（70 名）
三谷雅純、2017. 10， 新カレッジ ICI 講演「人
はヒトのはじまり～「障がい」を進化史的
に捉え直す～」, 想像文化研究組織（甲南
大学）
（70 名）
三谷雅純、2017. 10， 新カレッジ ICI 講演「人
はヒトのはじまり～高齢者の人類学～」,
想像文化研究組織（甲南大学）
（70 名）
三谷雅純、2018. 3，宝塚 IK ゼミ「私たちヒト
とは，いったい何者なのか？」
，フレミラ宝
塚シニアカレッジ「いきいき学舎フレミラ」
（全 4 回，120 名）
兵庫県立大学・大学院教育

人と自然 Humans and Nature，査読者
人と自然 Humans and Nature，編集委員長
■助成を受けた研究

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．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（104 万円／290 万円）
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情報の工夫. 平成 29
年度研究助成, JR 西日本あんしん社会財団,
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2017.6～7． 平成 29 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，120 名）
2017.8． 平成 29 年度大学院講義「人間行動進
化学特論」，自然・環境科学研究所（全 4 回，
8 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）
■学校教育支援
学校団体対応等

2017. 8, 三木市中央公民館サマースクール，39
名
２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会等（計 3 件）

2017.4-2018.3 ，Primate Specialist Group and
Species Survival Commission,, member, The
World Conservation Union (IUCN).
2017.4-2018.3 ，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 10 件，40 名. メイル相談 200 件．
2017.4- 高次脳機能障がい者のアクティビテ
ィについて．
2017.4- 障がい児のキャンプを中心とした野
外活動について．
2017.7- 高齢者を中心とした生涯学習・地域
活動のあり方について
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小舘

誓治

＜事業推進＞

KODATE, Seiji

１．生涯学習事業

自然・環境再生研究部
コミュニケーション・デザイン研究グループ 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 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．

■セミナー
館主催セミナー

◎小舘誓治，2017.4，オープンセミナー「サンデ
ーぜみ『葉っぱや茎のかんさつ』」
，博物館・
深田公園（13 名）．
◎小舘誓治，2017.4，オープンセミナー「サンデ
ーさーくる『くるくる回るタネの模型をつく
ろう！』」
，博物館（40 名）
．
◎小舘誓治，2017.4，オープンセミナー「はかせ
と学ぼう！ちょっと観察！この植物（春）」，
博物館・深田公園（12 名）
．
◎小舘誓治，2017.4，
「芦屋市奥山地域の樹林で
多様性を知る（春）」
，芦屋市（11 名）．
◎小舘誓治，2017.5，オープンセミナー「サンデ
ーぜみ『木の葉っぱのかんさつ』」
，博物館・
深田公園（28 名）．
◎小舘誓治，2017.5，オープンセミナー「サンデ
ーさーくる『自分だけのお相撲さんをつくっ
てあそぼう！』」，博物館（29 名）
．
◎小舘誓治，2017.6，オープンセミナー「サンデ
ーぜみ『ヤマボウシのかんさつ』」
，博物館・
深田公園（20 名）．
◎小舘誓治，2017.6，オープンセミナー「サンデ
ーさーくる『ツバメのような形の紙ヒコーキ
をつくってとばそう！』
」，博物館（34 名）
．
◎小舘誓治，2017.6，
「太山寺周辺の樹林で多様
性を知る」
，神戸市・太山寺（12 名）
．
◎小舘誓治，2017.7，オープンセミナー「サンデ
ーぜみ『3 つの小さな葉のかんさつ』
」，博物
館・深田公園（22 名）．
◎小舘誓治，2017.7，オープンセミナー「サンデ
ーさーくる『ぴょんぴょんガエルを つくっ
て あそぼう！』」
，博物館（56 名）．
◎小舘誓治，2017.7，
「森と土の観察会（再度山
編）」
，神戸市・再度山（6 名）
．
◎小舘誓治，2017.8，オープンセミナー「サンデ
ーぜみ『,みきでかお をさがそう！』」
，博物
館・深田公園（29 名）．
◎小舘誓治，2017.8，オープンセミナー「サンデ
ーさーくる『はねるおもちゃ をつくろう！』」
，
博物館（42 名）
．
◎小舘誓治，2017.8，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」(1)，博物館・深田公園（15 名）
．
◎小舘誓治，2017.8，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」(2)，博物館・深田公園（10 名）
．
◎小舘誓治，2017.8，教職員・指導者セミナー「森

＜事業部での配属室と仕事＞
１．タスクフォース

Kids タスクフォース．リーダー
２．プロジェクト

Kids サンデープロジェクト．代表者
「深田公園植物情報」展示等による演示プログラム
の試行プロジェクト．代表者
年配者と地域の子どもをつなぐプロジェクト．代表
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
■その他著作

小舘誓治（2017）
「誌上ミュージアム ひとはく
がやってきた第 3 回「ドングリって、何です
か？」
．兵庫県学校厚生会「ふれあい」10 号：
21．
■ブログへの情報提供

11 件
■研究発表

◎小舘誓治・高瀬優子・古谷 裕・八木 剛・高
橋 晃（2017）自然系博物館における小さな子
ども向けの日「Kids サンデー」の設定とその
成果．全日本博物館学会第 43 回研究大会，滋
賀県立琵琶湖博物館．
◎小舘誓治（2018）ひとはく Kids サンデーにつ
いて．キッピー山のラボ勉強会「子どもたち
を地域で『自然とともに育てる』ために」，三
田市有馬富士自然学習センター．
２．資料収集・整理
■資料収集

2017.4-2018.3 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.
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の土の基礎を学ぶ」
，博物館・深田公園（10
名）
．
◎小舘誓治，2017.9， 「芦屋市奥山地域の樹
林で多様性を知る（夏）
」，芦屋市（9 名）．
◎小舘誓治，2017.10，オープンセミナー「サン
デーぜみ『ひっつきむしをさがそう！』」
，博
物館・深田公園（24 名）
．
◎小舘誓治，2017.10，オープンセミナー「サン
デーさーくる『ひっつきむし で かお』
」
，博
物館（34 名）
．
◎小舘誓治，2017.10，オープンセミナー「はか
せと学ぼう！ちょっと観察！この植物（秋）」
，
博物館（25 名）
．
◎小舘誓治，2017.11，オープンセミナー「サン
デーぜみ『きいろのおち葉をさがそう！』」，
博物館・深田公園（34 名）
．
◎小舘誓治，2017.11，オープンセミナー「サン
デーさーくる『はねる生きもののおもちゃを
つくろう！』」
，博物館（63 名）．
◎小舘誓治，2017.11， 「芦屋市奥山地域の樹
林で多様性を知る（晩秋）
」
，芦屋市（11 名）
．
◎小舘誓治，2018.1，オープンセミナー「サン
デーぜみ『星のような形の草をさがそう！』」
，
博物館・深田公園（28 名）
．
◎小舘誓治，2018.1，オープンセミナー「サン
デーさーくる『イヌの小さなおきものをつく
ろう！』」
，博物館（54 名）
．
◎小舘誓治，2018.2，オープンセミナー「はか
せと学ぼう！ちょっと観察！この植物（冬）」
，
博物館（16 名）
．
◎小舘誓治，2018.3，オープンセミナー「サン
デーぜみ『もういいよ！かくれんぼした木を
さがそう！』」
，博物館（36 名）．
◎小舘誓治，2018.3，オープンセミナー「サン
デーさーくる『マツボックリでけん玉をつく
ろう！』」
，博物館（42 名）
．
◎小舘誓治，2017．5－2018．3 ,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 7 回），宝塚市（111 名）.
館外講演

◎小舘誓治，2017.4，
「六甲山の植物観察とその
手法を学ぶ」，六甲山自然案内人の会，講師，
神戸市．（52 名）
．
◎小舘誓治，2017.5，
「森の植物研究室」，三田
市立有馬富士自然学習センター，講師，三田
市．
（8 名）
．
◎小舘誓治，2017.5，
「第 1 回 プロジェクト学
習」
，兵庫県立大学附属中学校（2 年生）
，講師，
赤穂郡上郡町．（8 名）．
◎小舘誓治，2017.6，
「第 2 回 プロジェクト学
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習」
，兵庫県立大学附属中学校（2 年生）
，講師，
赤穂郡上郡町．（9 名）．
◎小舘誓治，2017.6，
「武田尾駅周辺の自然観察
（1 年生）」
，宝塚市立老人福祉センター，講師，
宝塚市．（11 名）
．
◎小舘誓治，2017.6，
「武田尾駅周辺の自然観察
（2 年生）」
，宝塚市立老人福祉センター，講師，
宝塚市．（12 名）
．
◎小舘誓治，2017.6，地域の自然を学ぶ I「地域
，阪神シ
の植生・植物を知る（自然の見方）」
ニアカレッジ，講師，伊丹市．
（25 名）
．
◎小舘誓治，2017.7，地域の自然を学ぶ II「地
域の植生・植物を知る（生育環境、遷移）」，
阪神シニアカレッジ，講師，伊丹市．
（23 名）
．
◎小舘誓治，2017.7，
「第 1 回,北播磨自然観察講
座」
，北播磨市民活動支援センター，講師，小
野市．
（14 名）．
◎小舘誓治，2017.7，
「第 2 回,北播磨自然観察講
座」
，北播磨市民活動支援センター，講師，小
野市．
（24 名）．
◎小舘誓治，2017.8，
「第 3 回,北播磨自然観察講
座」
，北播磨市民活動支援センター，講師，小
野市．
（11 名）．
◎小舘誓治，2017.8，
「第 4 回,北播磨自然観察講
座」
，北播磨市民活動支援センター，講師，小
野市．
（21 名）．
◎小舘誓治，2017.9，
「第 3 回 プロジェクト学
習」
，兵庫県立大学附属中学校（2 年生），講
師，赤穂郡上郡町．
（8 名）
．
◎小舘誓治，2017.9，現地調査Ⅱ『地域の自然
を知る』「里山林の自然観察」
，阪神シニアカ
レッジ，講師，三田市．
（21 名）．
◎小舘誓治，2017.10，「第 4 回ビオトープ観察
会『植物の葉っぱや茎の役割ってなあに？』」
，
こうべ環境未来館，講師，神戸市．（25 名）．
◎小舘誓治，2017.10，「第 4 回 プロジェクト
学習」
，兵庫県立大学附属中学校（2 年生）
，
講師，赤穂郡上郡町．（9 名）
．
◎小舘誓治，2017.11，「植物の観察方法（役に
立つ植物と怖い植物）」
，宝塚市立老人福祉セ
ンター，講師，宝塚市．
（18 名）．
◎小舘誓治，2017.11，「中山寺周辺で植物の見
分け方実習」
，宝塚市立老人福祉センター，講
師，宝塚市．
（21 名）．
◎小舘誓治，2017.11，「第 5 回 プロジェクト
学習」
，兵庫県立大学附属中学校（2 年生）
，
講師，赤穂郡上郡町．（9 名）
．
◎小舘誓治，2017.11，「ミュージアムキッズ！
Party2017『どんぐりコロコロ』と『はてな？
ボックス』
」，こども☆ひかりプロジェクト，

講師，神戸市．（186 名）
．
◎小舘誓治，2018.1，
「第 6 回 プロジェクト学
習」
，兵庫県立大学附属中学校（2 年生），講
師，赤穂郡上郡町．
（8 名）
．
◎小舘誓治，2018.2，
「第 7 回 プロジェクト学
習」
，兵庫県立大学附属中学校（2 年生），講
師，赤穂郡上郡町．
（8 名）
．
◎小舘誓治，2018.3, 「芦屋市奥山地域で自然
観察（早春）」
，宝塚市立老人福祉センター，
講師，芦屋市．（15 名）
．
◎小舘誓治，2018.3, 「星のような形の草をさ
がそう！」
，宝塚市立老人福祉センター，講師，
宝塚市．（21 名）
．
◎小舘誓治，2018.3, 「春の山野草さがし」
，宝
塚市立老人福祉センター，講師，宝塚市．
（15
名）
．
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.6 ひとはく Kids キャラバン in 宝塚，中
山五月台小学校，宝塚市．セミナー担当
2017.7 ひとはく Kids キャラバン in 姫路，城
陽保育所，姫路市．セミナー担当
2017.7 カエルのはなし 「『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
2017.8 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
2017.9 ひとはく Kids キャラバン in 西宮，こ
ばと幼稚園，西宮市．セミナー担当
2017.9 ひとはく Kids キャラバン in 姫路，聖
ミカエル広畑幼稚園，姫路市．セミナー担当
2017.11 ひとはく Kids キャラバン in 姫路，青
山保育園，姫路市．セミナー担当
2017.12 ひとはく Kids キャラバン in 丹波，崇
広幼稚園・崇広小学校，丹波市．セミナー担
当
2018.1 ひとはく Kids キャラバン in 神戸，光
の園幼稚園，神戸市．セミナー担当
■共催・協力・後援事業

2017.4-2018.3「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
2017.7「しぜんとあそぼう 2017」．宝塚市立老人
福祉センター，宝塚市．共催／主担当
2017.8「いきいき Kids キャラバン 2017 in 山
本山手子ども館」
．宝塚市立老人福祉センター，
宝塚市．共催／主担当
2017.9「光る泥だんごをつくろう！」
．筑波大学
土壌学研究室，三田市．共催／主担当
2017.9-10「おおふなとしぜんかわらばん 2017」．
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大船渡市立博物館，岩手県大船渡市．共催／
主担当
2017.10「秋祭り作品展『昆虫標本展示コーナ
ー』」
．
湊川短期大学附属北摂中央幼稚園，三田市．共
催／主担当
2017.11「オープンスクール『日歩で遊ぼう』」．
神戸市立長尾幼稚園，神戸市．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

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）
増井啓治（地域研究員アドバイザー副担当）
成果発表

2018.2，共生のひろば「北播磨自然観察サポータ
ーチーム「おおばこの会」～わたしたちのフ
ィールド小野市での活動～」，北播磨自然観察
サポーターチーム「おおばこの会」，指導
2018.2，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 2017 ～」
，フレミラ宝塚「しぜ
んクラブ」
，指導
■学校教育支援
トライやるウィーク

2017.11 神戸市立有野北中学校．1 名，神戸市
立有野中学校．1 名，神戸市立北神戸中学校．
1 名．
学校団体対応

2017.6 朝来市立朝来中学校 1 年生（42 名）．
2017.6 小野市立小野東小学校 3 年生
（135 名）
．
2017.9 三田市立狭間中学校 2 年生（34 名）．
2017.10 三田市立狭間中学校 2 年生（18 名）
．
2017.10 三田市立狭間小学校 3 年生（41 名）
．
2018.2 福崎町立八千種小学校 3 年生（23 名）
．
2018.2 加東市立東条西小学校 3 年生（16 名）
．
2018.2 神戸市立長尾幼稚園年長組・年小組（89
名）
．
2018.3 香川県立観音寺第一高等学校 1・2 年生
（9 名）
．
講師派遣

2017.9「葉っぱでビンゴ（植物の観察のしかた）」，
小野市立小野東小学校 3 年生，講師，小野市．
（135 名）
．
2017.10
「植物ワーク
（木の葉っぱのかんさつ）」
，
講師，三木市立志染保育所年中組，三木市．
（25 名）．
2017.10「植物ワーク（草花のかんさつ）」
，講師，
三木市立志染保育所年長組，三木市．
（27 名）
．
2017.10「植物の観察方法」
，講師，三木市立志染

保育所教諭，三木市．（12 名）
．
2017.10「植物の観察の仕方について」
，講師，神
戸市立長尾幼稚園教諭，神戸市（8 名）
．
2017.10「開魂園の生きもの観察（秋）」
，講師，
加東市立東条西小学校 3 年生，加東市（16
名）
．
2017.11 「日歩ヶ丘のどんぐりのことをしろ
う！（秋の植物観察）」
，講師，神戸市立長尾
幼稚園年長とその保護者，神戸市（72 名）
．
2017.12 「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 1･2 組，
小野市（75 名）
．
2017.12 「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 3・4 組，
小野市（73 名）
．
2018.1 「開魂園の生きもの観察（冬）」，講師，
加東市立東条西小学校 3 年生，加東市（14
名）
．
2018.1 「第 22 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（伊丹市立総
合教育センター）
（7 名）
．
2018.2 「植物の冬芽とタネの観察（冬の植物観
察）」
，講師，小野市立小野東小学校 3 年生 1・
2 組，小野市（73 名）．
2018.2 「植物の冬芽とタネの観察（冬の植物観
察）」
，講師，小野市立小野東小学校 3 年生 3・
4 組，小野市（75 名）．
2018.3 「篠山地域における植物の観察方法につ
いて」，講師，篠山市幼稚園・こども園教育会
（教職員）
，篠山市（篠山市立城南小学校）
（8
名）
．
■研修生等の受入
博物館実習

2017.7.30-8.9
2017.7.30-8.9

宝塚大学 4 年生１名．
神戸女子大学 4 年生１名．

■展示・イベント

2017.7-2017.9
展示「植物の『○○でかお』
って、どんなかお？」（責任者）
．
2017.4-2018.3
展示「深田公園植物情報」
（責
任者）
．
2017.4-2018.3
ひとはく Kids サンデー（全 11 回）
（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・メイル等の相談 50 件．
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鈴木

武

■セミナー

SUZUKI, Takeshi

館主催セミナー

◎ 鈴木武，2017 5，一般セミナー「武田尾周辺
のシダを見る」, JR 武田尾駅周辺．（26 名）
◎ 鈴木武，2017.6，オープンセミナー「カタツ
ムリをさわってみよう」
，博物館（60 名）
◎ 鈴木武，2017.7，一般セミナー「シダの前葉
体栽培に挑戦」，県立神戸高等学校（13 名）
◎鈴木武，2017.7，一般セミナー「ダンゴムシを
育てよう」
，博物館（3 名）
◎鈴木武，2017.8，教職員・指導者セミナー「シ
ダの前葉体栽培に挑戦」
，博物館（8 名）
◎ 鈴木武，2017.8，教職員・指導者セミナー「カ
タツムリとダンゴムシ」博物館（12 名）
◎ 鈴木武，2017.8，オープンセミナー「カタツ
ムリをさわってみよう」
，博物館（41 名）
◎ 鈴木武，2017.8，特注セミナー「生物多様性
について」
，宝塚市こども委員会, 博物館（12
名）
◎ 鈴木武，2017.9，ひとはく探検隊「ダンゴム
シを探そう」博物館（31 名）
◎ 鈴木武，2017.9，特注セミナー「兵庫県のカ
タツムリ」
，医療福祉センター さくら, 博
物館（5 名）
◎鈴木武，2017.9，一般セミナー「赤穂市有年の
シダを見る」赤穂市有年駅周辺（12 名）
◎ 鈴木武，2017.10，一般セミナー「三田市下田
中のシダを見る」三田市下田中（16 名）
◎ 鈴木武，2018.3，特注セミナー「いろいろな
生き物」神戸市立六甲道児童館. ,博物館(119
名)
◎ 鈴木武，2018.3，特注セミナー「いろいろな
生き物」日本ボーイスカウト兵庫連盟神戸第
３１団, 博物館（46 名）
◎ 鈴木武，2018.3，オープンセミナー「カタツ
ムリをさわってみよう」
，博物館（80 名）

自然・環境再生研究部
コミュニケーション・デザイン研究グループ研究員
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
■その他著作

鈴木武. 2017. ダンゴムシ・ワラジムシの仲間
など, 兵庫県生物学会(編),ひょうごの自然
フィールドガイド, 神戸新聞総合出版センタ
ー,神戸,pp.26,59,62-63,86-87,165-167.
■研究発表

中村剛士・地職恵・鈴木武・坪田博美・森田竜
義・ 西野貴子. 2017. キビシロタンポポとヤ
マザトタンポポの花色変異と分布.日本植物
学会第 81 回大会,東京理科大学,野田.
鈴木武・中村剛士・西野貴子・眞崎久・秋丸浩
毅. 2018. 中国地方西部のクシバタンポポ類
の倍数性. 日本植物分類学会第 17 回大会,
金沢歌劇座,金沢.
中村剛士・地職恵・沢和浩・安部祐史・濱田展
也・狩山俊悟・松井宏光・篠原渉・鈴木武・
坪田博美・・森田竜義・西野貴子. 2018.西日
本を中心とした淡黄色型倍数体タンポポのク
ローン間での花色変異の比較. 日本植物分類
学会第 17 回大会, 金沢歌劇座,金沢.
■学会役員など

館外講演

兵庫県生物学会，事務局．
兵庫植物誌研究会、理事,

鈴木武,2017.4,「亀岡のタンポポ観察」亀岡市
地球環境子ども村,亀岡市地球環境子ども村
(20 名)
鈴木武,2017.4,「甲賀市周辺のタンポポ観察」
甲賀駅周辺,滋賀県植物同好会(30 名)
鈴木武,2017.4,「綾部市のタンポポ観察会」綾
部市立天文科学館パオ,綾部市立天文科学館
パオ(35 名)
鈴木武,2017.4,「タンポポ研究室」有馬富士公
園,有馬富士自然学習センター(15 名)
鈴木武,2017.6,「西日本での市民参加型タンポ
ポ調査の展開と成果」, 京都大学稲盛財団記
念館, シンポジウム「植物の分布と分化、多

２．資料収集・整理
■資料収集

2015.4-2016.3 兵庫県内のシダ植物の収集.
豊岡市、丹波市など.
2016.4-2017.3 兵庫県内外のタンポポ類の収
集.京都府、朝来市など.
■整理同定担当資料

シダ植物．
＜事業推進＞
１．生涯学習事業
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様性と文化：堀田満がめざしたもの」 (250
名)
鈴木武,2017.6,「神戸にちなむ生き物/六甲山の
シダ植物」六甲山自然保護センター,六甲山自
然案内人の会(35 名)
鈴木武,2017.6,「宝塚のシダ植物」宝塚フレミ
ラ,宝塚フレミラ(33 名)
鈴木武,2017.6,「山本駅〜最明寺滝のシダ類観
察」
宝塚市最明寺滝周辺,宝塚フレミラ(34 名)
鈴木武,2017.7,「箕面のシダ植物観察」箕面市
箕面滝周辺,シニア自然大学(35 名)
鈴木武・恩地実, 2017.8,「六甲山の生き物」神
戸市立森林植物園,神戸市立森林植物園(24
名)
鈴木武,2017.8,「ダンゴムシの食べ物」神出少
年自然の家,神戸市立小学校理科・生活部会
(22 名)
鈴木武,2017.9,「柏原八幡神社周辺のシダ植物
観察」丹波市柏原町内,青垣いきものふれあい
の郷(40 名)
鈴木武,2018.3,「タンポポ観察会」伊丹市昆虫
館,伊丹市昆虫館(20 名)

希少山野草研究会，主担当（指導）
川東丈純，担当（指導・協働）
■学校教育支援
学校団体対応

2017.4,「身近な生物を使った研究」，県立宝塚北
高等学校１年 ( 43 名) .
2017.5,「生き物のお話」
，神戸市立春日台小学校
2 年(81 名).
2017.5,「収蔵庫見学」大阪府立大農学部(36 名)
2017.9，
「カタツムリとダンゴムシ」神戸市立有
野小学校 3 年 (116 名)
2017.10，
「カタツムリとダンゴムシ」丹波市立西
小学校 3 年 (35 名).
2017.10，
「カタツムリとダンゴムシ」姫路市立中
寺小学校 3 年 (60 名)
2017.11，
「カタツムリとダンゴムシ」猪名川町立
大島小学校 3 年 (4 名).
2017.12，
「カタツムリとダンゴムシ」尼崎市立浜
小学校 3 年 (119 名).
2017.12，
「博物館の収蔵資料」県立三田祥雲館高
等学校 (22 名)..
2017.12，
「博物館について」愛知教育大学.(6 名)

兵庫県立大学・大学院教育

講師派遣

人と自然の共生（分担）

鈴木武,2017.6,「ダンゴムシをさがそう」篠山
市立たき幼稚園(36 名)
鈴木武,2016.7,「ダンゴムシのマーキング」滝
川二中学校 2 年(54 名)
鈴木武,2017.7,「ダンゴムシの再捕獲」滝川第
二中学校 2 年(54 名)
鈴木武,2017.9,「色つきダンゴムシを探そう」
西宮市立北夙川小学校 3 年(146 名)
鈴木武,2018.1,「ダンゴムシを探そう」芦屋市
立潮見小学校 3 年(103 名)
鈴木武,2018.1,「ダンゴムシの話」加東市立三
草小学校 3 年(8 名)
鈴木武,2018.2,「ダンゴムシを探そう」加東市
立三草小学校 3 年(8 名)
鈴木武,2018.2,「香美町の生き物」香美町立香
住第一中学校 1 年(96 名)

テレビ・ラジオ等出演

2017.6, Kiss FM KOBE 4 SEASONS コレクト六
甲・摩耶テクテク「神戸のかたつむり」.
■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.7 School キャラバン，福崎町立高岡小学校
(67 名), 主担当.
2017.7 Kids キャラバン, 桑ノ木幼稚園(神戸市西
区, 263 名), 主担当.
2017.8 「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
2017.8, 篠山市児童館キャラバン, 篠山市立古
市小学校 主担当.
2017. 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
2017.9. Kids キャラバン, 姫路幼稚園 (姫路市,
123 名), 副担当
2017.9 Kids キャラバン, 枦谷つぐみ保育園 (神
戸市西区,123 名), 主担当.
2017.12 Kids キャラバン, 高羽美賀多幼稚園
(神戸市西区,223 名), 主担当.
2018.1. サイエンスフェア，兵庫県立大ポーアイ
キャンパスなど．主担当.
2018.1. Kids キャラバン，弁天こども園 (神戸市
西区, 106 名), 主担当.

■研修生等の受入
博物館実習

２名（岡山理科大）
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 5 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運営指導委員会、
委員.

■担い手成長支援事業
連携活動グループ・地域研究員
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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.
2016.1- マルバテイショウソウ野生復帰実施計
画検討会、委員
2017.8. スーパーサイエンスハイスクール全国
生徒発表会、審査員.
相談・指導助言

来訪者 10 件，20 名．電話・FAX 相談 30 件，メ
イル相談 10 件．
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八木

剛

２．資料収集・整理

YAGI, Tsuyoshi

■資料収集

2017.4- 10, 各種昆虫類．三田市，香美町等．

自然・環境再生研究部
コミュニケーション・デザイン研究グループ
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．

■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

＜研究部以外の配属室と仕事＞

館主催セミナー

１．事業推進部門

八木 剛, 2017.4-2018.3. 一般セミナー「ユース
昆虫研究室（全 12 回）
」. 有馬富士公園・三
田市有馬富士自然学習センター, (140 名).
八木 剛・上田雄一郎, 2017.8. 一般セミナー「昆
虫好きの児童を育てる単元計画」. 教職員指
導者セミナー, (14 名).
八木 剛, 2017.6. 特注セミナー「兵庫のホタル」.
神戸市シルバーカレッジ生活環境コース, (39
名).
八木 剛, 2017.8. 特注セミナー「むしとりペナ
ントレース」. 多可町立みなみ児童館, (26 名).
八木 剛, 2017.8. 特注セミナー「むしとりペナ
ントレース」. 宝塚市エコバスツアー, (27 名).
八木 剛, 2018.2. 特注セミナー「兵庫のホタル」.
松が丘校区まちづくり協議会, (24 名).

生涯学習推進室・副室長
２．プロジェクト

キッピー山プロジェクト（三田市有馬富士自然学
習センタープログラム運営事業）
，代表者
ゆめはくプロジェクト，分担者
キッズひとはく推進プロジェクト，分担者
ミュージアムキッズプロジェクト，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
棚倉町里山プロジェクト．分担者
風のミュージアムプロジェクト. 分担者
＜研究開発＞
１．調査研究
■特別課題研究（個人研究）

１．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

館外講演

八木 剛，2018.3，
「美術館が地域とつながるし
くみ」，全国美術館会議学芸員研修会，国立新
美術館．

■その他著作

八木 剛（2017）子どもたちの目の輝きと学芸
員の自己実現−震災復興支援から始まった「こ
どもひかりプロジェクト」の５年間．博物館
研究，52(8), 11-15．
八木 剛（2017）ミュージアムのじぶんさがし
第６回 Party とドレスコードについて．ミュ
ゼ，119, 28．
八木 剛（2017）誌上ミュージアムひとはくが
やってきた 第 1 回 絶対に刺されない、毛虫
のさわり方. 厚生会だより「ふれあい」
（兵庫
県学校厚生会），2017 年 5 月号,21．
八木 剛・堀内湧也（2017）ニッポンハナダカ
バチが兵庫県佐用町大撫山で営巣. きべりは
むし，40(1), 39．
八木 剛・池田 大（2017）南あわじ市でスナ
アカネ，神戸市中央区でオナガアカネを確認.
きべりはむし，40(1), 41-42．

■キャラバン・主催アウトリーチ事業

2017.4, Kids キャラバン, 明石市立松陰保育所,
主担当.
2017.4, Kids キャラバン, どいゆうゆう保育園,
主担当.
2017.4, Kids キャラバン, 芦屋市立岩園保育所.
2017.4, Kids キャラバン, 認定こども園ほそだ.
2017.5, Kids キャラバン, 丹波市立柏原保育所.
2017.5, Kids キャラバン, 明星認定こども園.
2017.5, Kids キャラバン, 芦屋市立大東保育所
晃.
2017.5, Kids キャラバン, 神戸市立しりいけ保育
所, 主担当.
2017.6, ミュージアムキッズ！全国フェア, 熊
本県立装飾古墳館, 主担当.
2017.6, Kids キャラバン, 川西市立川西北保育
所.
2017.6, Kids キャラバン, 延命保育園.
2017.7, Kids キャラバン, 屋形保育所.

■ブログへの情報提供

数件
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2017.7, Kids キャラバン, プレスクールかみごお
り, 主担当.
2017.7, ひよこミュージアム in たなぐらまち,
棚倉町文化センター.
2017.7, Kids キャラバン, 高砂市立曽根保育園.
2017.7, Kids キャラバン, 桑ノ木幼稚園, 鈴木.
2017.7, 再度公園の昆虫展, 神戸市立森林植物
園, 主担当.
2017.9, Kids キャラバン, さくらんぼの家ほうこ
く保育園.
2017.9, Kids キャラバン, はとのさと保育園.
2017.9, Kids キャラバン, 光の丘幼稚園, 主担当.
2017.9, Kids キャラバン, ルンビニー愛児園, 主
担当.
2017.9, Kids キャラバン, 棚倉幼稚園.
2017.10, ミュージアムキッズ！フェア in みなみ
そうま, 南相馬市博物館, 主担当.
2017.10, 武庫まつり, 西武庫公園, 主担当.
2017.11, ものづくりはっぴいステージ, コモー
レ丹波の森, 主担当.
2017.11, Kids キャラバン, 宝塚市立川面保育所,
主担当.
2017.11, ミュージアムキッズ！Party2017, 神戸
アートビレッジセンター.
2017.11, Kids キャラバン, たかつか保育園, 主
担当.
2017.12, Kids キャラバン, 陽光こども園, 主担
当.
2017.12, Kids キャラバン/School キャラバン, 丹
波市立崇広幼稚園＋丹波市立崇広小学校, 主
担当.
2017.12, Kids キャラバン, 神陵台幼稚園.
2018.1, Kids キャラバン, 光の園幼稚園, 主担当.
2018.1, Kids キャラバン, 和坂保育園, 主担当.
2018.1, Kids キャラバン, ころあい自然楽校.
2018.1, Kids キャラバン, すくすくキッズ保育園
＋夢の木保育園, 主担当.
2018.1, Kids キャラバン, 弁天子ども園, 鈴木.
2018.1, Kids キャラバン, おひさま保育園＋なな
いろ保育園, 主担当.
2018.1, Kids キャラバン, 須磨浦幼稚園, 主担当.
2018.2, Kids キャラバン, 猪名の森保育園, 主担
当.
2018.2, Kids キャラバン, ドレミキッズ保育園,
主担当.
2018.2, Kids キャラバン, 宝塚市立米谷保育所.
2018.3, Kids キャラバン, 明南保育所, 主担当.
2018.3, Kids キャラバン, ゆたか保育園, 主担当.

（NPO 法人こどもとむしの会）．神戸大学瀧川
記念学術交流館，共催／主担当．
2017.5. 「いながわ ひめぼたる うぃーく
2017」
（猪名川流域ひめぼたるネットワーク）．
猪名川河川敷，共催／主担当．
2017.8. 「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」
（JR 姫新線活
性化協議会）
，姫路駅から佐用駅共催／主担当．
2017.9. 「300 人の昆虫大捜査線 in はりちゅう」
（兵庫県公園園芸協会）
．播磨中央公園，共催
／主担当．
2017.9. 「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！～」
（国立淡路
青少年交流の家）．国立淡路青少年交流の家，
共催／主担当．
2017.9. 「鶴見緑地昆虫クエスト大作戦」
（国際
花と緑の博覧会記念協会）
．鶴見緑地，協力／
主担当．
2017.11. 「ミュージムキッズ！Party2017 ユース
スタッフ募集説明会」
（こどもひかりプロジェ
クト）
．博物館，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）
■学校教育支援
学校団体対応

■共催・協力・後援事業

2017.4. 「第 5 回ムシのお話５つ星レストラン」
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2017.6. 特注セミナー「みやまあかねのおはな
し」. 宝塚市立西山小学校, (99 名).
2017.6. 特注セミナー「むしとりペナントレー
ス」. 明石市立朝霧小学校, (121 名).
2017.9. 特注セミナー「むしとりペナントレー
ス」. 芦屋市立岩園小学校, (125 名).
2017.9. 特注セミナー「むしとりペナントレー
ス」. 稲美町立天満小学校, (134 名).
2017.9. 特注セミナー「トンボとりペナントレー
ス」. 猪名川町立猪名川小学校, (59 名).
2017.10. 特注セミナー「トンボとりペナントレ
ース」. 稲美町立天満東小学校, (51 名).
2017.10. 特注セミナー「虫の話」. 篠山市立岡

野小学校, (40 名).
2017.10. 特注セミナー「トンボとりペナントレ
ース」. 西宮市立段上西小学校, (136 名).
2017.12. 特注セミナー「兵庫のホタル」. 神戸
市立西山小学校, (128 名).
2018.2. 特注セミナー「兵庫のホタル」. 三田市
立あかしあ台小学校, (82 名).
■研修生等の受入
博物館実習

2017.8 同志社大学１名、近畿大学 1 名、神戸学
院大学 1 名、南九州大学 2 名
■展示

2017.7-8. 再度公園の昆虫展．神戸市立森林植物
園森林展示館，責任者
２．シンクタンク事業
■行政等支援
委員会等（計 5 件）

2015- 希少野生動植物種保存推進員，環境省自
然環境局．
2015- 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．
2015-，生物多様性神戸プラン 2020 推進委員会，
委員，神戸市．
2017. 但馬牛博物館機能強化検討会，兵庫県畜産
課．
2017- 有馬富士公園運営計画協議会，委員，兵
庫県立有馬富士公園
相談・指導助言

2017.4- 猪名川上流広域ゴミ処理施設組合．
2017.8. 風力発電立地について，日本気象協会．
2017.10. 幼児期の環境学習について，兵庫県環
境政策課．
2017.10 淡路島公園の昆虫について，兵庫県公園
緑地課．
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