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セミナー一覧 

平成 20 年度は下記のような様々な分野・対象のセミナーを実施した（キャラバンを除く）。 

実施日 セミナー名 講師 定員 参加者

4月5日(土) 日本一の里山、北摂地域の早春を観察しよう 橋本佳延 25名 20名

4月5日(土) 都市の歩き方・名所編　花の上町台地を歩く 田原直樹 15名 14名

4月13日(日) 植物リサーチクラブ専修科講座（全４回）
高橋　晃、布施静香、福田知子、
高野温子

10名 9名

4月13日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 17名

4月19日(土) 春の六甲山ハイキング 橋本佳延 25名 17名

4月19日(土) 都市の歩き方・名所編　大阪市玉造・鶴橋界隈を歩く 田原直樹 15名 18名

4月20日(日) 花粉の観察１　春の花 半田久美子 20名 6名

4月20日(日) 植物観察会(春の福島大池） 藤井俊夫 20名 14名

4月23日(水) 気ままに植物ウォッチング①～イヤガ谷東尾根～ 黒田有寿茂 20名 18名

4月24日(木)
気ままに植物ウォッチング①～イヤガ谷東尾根～ 追加
版

黒田有寿茂 20名 13名

4月26日(土) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 13名

4月26日(土) 愛蜂家養成講座・初級全4回 大谷　剛 20名 20名

4月26日(土) ため池を探る（全4回） 田中哲夫、佐藤裕司 20名 14名

4月26日(土) 都市の歩き方・上級編　名所図会探検倶楽部 田原直樹 10名 7名

4月27日(日) 植物と文化①本当のかしわもちとちまき 服部　保、南山典子 30名 13名

4月27日(日) 植物園をあるく　～春の植物を覚えよう～ 高橋　晃、布施静香、福田知子 30名 24名

4月27日(日) ため池を探る（全4回） 田中哲夫、佐藤裕司 20名 12名

5月5日(月) 丹波の恐竜化石第二次発掘報告会 三枝春生 100名 60名

5月6日(火) 化石のレプリカをつくろう! 松原尚志 12名 15名

5月9日(金) 標本資料を理解する（全2回） 布施静香 10名 43名

5月10日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 39名

5月10日(土) ため池を探る（全4回） 佐藤裕司、田中哲夫 20名 14名

5月10日(土) 都市の歩き方・名所編　兵庫県伊丹界隈を歩く 田原直樹 15名 0名

5月10日(土) 多紀アルプス自然探訪
小林文夫、高橋晃、布施静香、福
田知子

25名 0名

5月11日(日) 春の石めぐりハイキング－二上山－ 先山　徹、加藤茂弘 30名 36名

5月11日(日) 初夏の武田尾渓谷で植物を観察しよう 石田弘明 20名 20名

5月11日(日) 市民植物観察会 ＮＰＯ法人　人と自然の会 30名 40名

5月11日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 12名

5月11日(日) ため池を探る（全4回） 田中哲夫、佐藤裕司 20名 10名
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5月14日(水)
身近な環境を調査しよう～学校とその周辺の草本群落
を調べる（全2回）

石田弘明 10名 11名

5月15日(木) 芦屋川の水生生物と水環境 三橋弘宗 10名 123名

5月17日(土) 酵素多型で調べるタンポポ（全2回） 鈴木　武 10名 6名

5月18日(日) 酵素多型で調べるタンポポ（全2回） 鈴木　武 10名 6名

5月18日(日) 植物観察会(春の虚空蔵山） 藤井俊夫 20名 15名

5月21日(水) 気ままに植物ウォッチング②～鎌倉峡～ 黒田有寿茂 20名 24名

5月21日(水) 武田尾のシダ植物 鈴木　武 20名 17名

5月24日(土) 植物リサーチクラブ①　～春の西播磨と氷ノ山～ 高橋　晃、布施静香、福田知子 20名 19名

5月24日(土) 六甲山「森の植物」観察会（春） 小舘誓治 15名 0名

5月24日(土) 愛蜂家養成講座・初級全4回 大谷　剛 20名 26名

5月24日(土) 家族で蜂蜜しぼり(1) 大谷　剛 30名 49名

5月25日(日) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 21名

5月25日(日) 植物リサーチクラブ①　～春の西播磨と氷ノ山～ 高橋　晃、布施静香、福田知子 20名 20名

5月25日(日) 花粉の観察２　ハチミツ 半田久美子 20名 4名

5月25日(日) 身近な植物の名前を覚えよう 石田弘明 20名 7名

5月25日(日) 地球環境危機と科学 江崎保男 50名 0名

5月28日(水) 武田尾のシダ植物　追加版 鈴木　武 20名 16名

5月31日(土) 川の水生昆虫観察会（芦屋川編） 三橋弘宗 50名 29名

6月4日(水) 身近な環境を調査しよう～学校とその周辺の草本群落
を調べる（全2回）

石田弘明 10名 9名

6月7日(土) 初級鳴く虫インストラクター養成講座全3回 大谷　剛 20名 13名

6月8日(日) 植物リサーチクラブ② 福田知子、布施静香 15名 9名

6月8日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 16名

6月11日(水)
身近な環境を調査しよう～学校とその周辺の草本群落
を調べる（全2回）

石田弘明 10名 10名

6月13日(金) 標本資料を理解する（全2回） 布施静香 10名 41名

6月13日(金) 六甲山系ヒメボタル分布調査プロジェクト 八木　剛 50名 17名

6月14日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 38名

6月14日(土) 初級鳴く虫インストラクター養成講座全3回 大谷　剛 20名 6名

6月15日(日) 火山灰を調べる 加藤茂弘 10名 9名

6月15日(日) もいちど始める昆虫採集 沢田佳久 5名 5名

6月21日(土) 草本群落の調べ方 小舘誓治 10名 3名

6月21日(土)
ガキクラキャンプ２００８
今年は料理だ！班対抗食料争奪料理大会！

ガキっこクラブ 30名 25名

6月22日(日) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 20名

6月25日(水) 身近な環境を調査しよう～トンボとりペナントレース（全
2回）

八木　剛 10名 11名

6月28日(土) とっとこ倶楽部　梅雨のキノコ 秋山弘之 15名 12名

6月28日(土) 愛蜂家養成講座・初級全4回 大谷　剛 20名 17名

6月28日(土) 昆虫アドベンチャー
ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、八木　剛・足立　勲
（自然体験教育研究所）

15名 33名
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6月29日(日)
ガキクラキャンプ２００８
今年は料理だ！班対抗食料争奪料理大会！

ガキっこクラブ 30名 27名

7月2日(水) 神戸市立森林植物園のシダ植物 鈴木　武 20名 19名

7月3日(木) 神戸市立森林植物園のシダ植物 追加版 鈴木　武 20名 17名

7月5日(土) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 14名

7月5日(土) 初級鳴く虫インストラクター養成講座全3回 大谷　剛 20名 20名

7月6日(日) 小さな虫の標本作り 沢田佳久 20名 6名

7月6日(日) パパといっしょの昆虫アドベンチャー
ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、八木　剛・足立　勲
（自然体験教育研究所）

30名 49名

7月11日(金) 兵庫の恐竜 三枝春生 10名 46名

7月12日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 34名

7月19日(土) カエル骨格作成教室 三枝春生 15名 9名

7月19日(土) ひとはく博士と行くハチ北高原サマースクール

ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、加藤茂弘・小舘誓
治・八木　剛・足立　勲（自然体験
教育研究所）

24名 44名

7月20日(日) 石を知ろう－鉱物の見分け方入門 先山　徹 30名 23名

7月20日(日) 森と土の観察会（六甲山編） 小舘誓治 10名 6名

7月20日(日) カエル骨格作成教室 池田忠広 15名 9名

7月25日(金) ひとはく博士と行くハチ北高原サマースクール

ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、加藤茂弘・小舘誓
治・八木　剛・足立　勲（自然体験
教育研究所）

24名 24名

7月26日(土) 顕微鏡で見る化石（解説と実習） 古谷　裕 15名 16名

7月26日(土) 愛蜂家養成講座・初級全4回 大谷　剛 20名 14名

7月26日(土) ひとはく博士と行くハチ北高原サマースクール

ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、加藤茂弘・小舘誓
治・八木　剛・足立　勲（自然体験
教育研究所）

24名 24名

7月27日(日) ひとはく博士と行くハチ北高原サマースクール

ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、加藤茂弘・小舘誓
治・八木　剛・足立　勲（自然体験
教育研究所）

24名 24名

7月27日(日) カメラをつくって撮影・現像まで（初級編） 赤澤宏樹 30名 10名

7月29日(火) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 13名

7月30日(水) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 13名

7月31日(木) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 13名

8月1日(金) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 13名

8月1日(金) 親子でつくる昆虫標本(全2回) 大谷　剛、沢田佳久 30名 49名

8月2日(土) ひとはく博士と行くハチ北高原サマースクール

ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、加藤茂弘・小舘誓
治・八木　剛・足立　勲（自然体験
教育研究所）

24名 20名

8月3日(日) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 20名

8月3日(日) 太陽の力を測ってみよう！ 客野尚志 20名 13名

8月5日(火) 園児自然観察指導者講習（2日間） 高橋　晃、足立勲（自然体験教育
研究所）

40名 15名

8月5日(火) 園児自然観察指導者講習（2日間）
高橋　晃、高橋晃、福田知子、長
谷川太一（自然体験教育研究所）

40名 16名

8月6日(水) 園児自然観察指導者講習（2日間）
高橋　晃、長谷川太一（自然体験
教育研究所）

40名 16名
 



132 
 

8月6日(水) 園児自然観察指導者講習（2日間）
高橋　晃、福田知子、長谷川太一
（自然体験教育研究所）

40名 16名

8月8日(金) 親子でつくる昆虫標本(全2回) 大谷　剛、沢田佳久 30名 46名

8月9日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 27名

8月9日(土) 上級鳴く虫インストラクター養成講座全4回 大谷　剛 10名 7名

8月10日(日) 針穴（ピンホール）カメラをつくって撮影・現像まで（中級
編）

赤澤宏樹 20名 7名

8月11日(月) 自然環境シミュレーター「ビオトープをつくろう！」 嶽山洋志 20名 12名

8月11日(月) 子どもと楽しむ葉脈標本づくり 生涯学習課指導主事 30名 38名

8月11日(月) 地層の見方・調べ方 in 淡路 古谷　裕 20名 13名

8月11日(月) 体の不自由な子ども達との野外活動入門 三谷雅純 30名 7名

8月11日(月) 太陽の力から考える都市と地球 客野尚志 25名 17名

8月11日(月) 子どもに教える里地・里山 服部　保 30名 56名

8月12日(火) 身近な植物の観察の仕方 小舘誓治 20名 46名

8月12日(火) 環境総合学習ソフト「私のまちの環境マップをつくろう」 情報管理課指導主事 20名 37名

8月12日(火) 昆虫標本をつくってみませんか(全2回) 大谷　剛 30名 13名

8月12日(火) 石の観察と見分け方 先山　徹 30名 41名

8月12日(火) 公園の模型をつくろう！ 嶽山洋志 20名 18名

8月13日(水) 兵庫県下の活断層と近未来の大地震 加藤茂弘 50名 42名

8月13日(水) ため池と学校ビオトープ 田中哲夫 30名 8名

8月13日(水) 植物標本の作り方 高橋　晃、福田知子 30名 20名

8月13日(水) 子どもたちに人気のあるカエルとヘビを知ろう 田口勇輝 20名 12名

8月16日(土) 土の中のむし 沢田佳久 20名 4名

8月16日(土) ひとはく博士と行くハチ北高原サマースクール

ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、加藤茂弘・小舘誓
治・八木　剛・足立　勲（自然体験
教育研究所）

24名 22名

8月17日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 17名

8月18日(月) 地球史から読み解く温暖化問題 佐藤裕司 50名 40名

8月18日(月) 都市のヒートアイランド　－人工衛星から捉えた都市環
境

客野尚志 20名 7名

8月18日(月) 花を解剖しよう 半田久美子 20名 17名

8月18日(月) 自然環境シミュレーター「ビオトープをつくろう！」 嶽山洋志 20名 5名

8月18日(月) 地震教材をつくろう 先山　徹 40名 15名

8月18日(月) 人間の活動による植生の変化 石田弘明 50名 27名

8月19日(火) 昆虫標本をつくってみませんか(全2回) 大谷　剛 30名 9名

8月19日(火) 数字で考える地球環境問題２００８ 客野尚志 50名 39名

8月19日(火) 地層の見方・調べ方 in 丹波 古谷　裕 20名 27名

8月19日(火) 校区の昆虫の調べ方～実習編～ 八木　剛 25名 6名

8月19日(火) 校区の昆虫の調べ方～理論編～ 八木　剛 25名 8名

8月19日(火) 生態系ってなに？ 江崎保男 50名 32名

8月20日(水) あなたのハチ知識は正しいですか 大谷　剛 30名 40名
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8月20日(水) 水生昆虫の調べ方（野外編） 三橋弘宗 20名 7名

8月20日(水) 学校でできる！やさしい化石レプリカづくり 生涯学習課指導主事 30名 36名

8月22日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 19名

8月23日(土) 愛蜂家養成講座・上級全4回 大谷　剛 20名 14名

8月23日(土) 魅力再発見ハイキング　南光編 藤本真里、岩槻邦男 20名 4名

8月24日(日) 石を知ろう－岩石の見分け方入門 先山　徹 30名 25名

8月24日(日) ひとはく博士と行くハチ北高原サマースクール

ひとはく連携活動グループrun♪
run♪ plaza、加藤茂弘・小舘誓
治・八木　剛・足立　勲（自然体験
教育研究所）

24名 66名

8月29日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 18名

8月31日(日) 都市の生態系 江崎保男 50名 11名

9月5日(金) 秋の伊吹山植物観察
ひとはく連携グループ　希尐植物
研究会

24名 39名

9月5日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 17名

9月6日(土) 植物画を描こう（全2回） 高橋　晃 30名 14名

9月6日(土) 佐用のシダ植物 鈴木　武 20名 22名

9月6日(土) 初級鳴く虫インストラクター養成講座全3回 大谷　剛 20名 15名

9月7日(日) 植物画を描こう（全2回） 高橋　晃 30名 12名

9月7日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 14名

9月11日(木) 貝化石でさぐる過去の地球環境 松原尚志 10名 121名

9月12日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 16名

9月12日(金) ”ひとはく”とまちづくり 藤本真里 10名 41名

9月13日(土) 上級鳴く虫インストラクター養成講座全4回 大谷　剛 10名 4名

9月14日(日) 植物リサーチクラブ専修科講座（全４回）
高橋　晃、布施静香、福田知子、
高野温子

10名 7名

9月14日(日) 植物と文化②秋の七種（ななくさ） 服部　保、南山典子 40名 42名

9月15日(月) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 16名

9月17日(水)
身近な環境を調査しよう～トンボとりペナントレース（全
2回）

八木　剛 10名 11名

9月19日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 17名

9月20日(土) 愛蜂家養成講座・上級全4回 大谷　剛 20名 10名

9月21日(日) 植物観察会(秋の福島大池） 藤井俊夫 20名 0名

9月21日(日) 虫の体を調べよう 沢田佳久 30名 8名

9月25日(木) 芦屋の景色の温度を測る 客野尚志 10名 120名

9月26日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 16名

9月27日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 28名

9月27日(土) 森林土壌の調べ方 小舘誓治 10名 4名

9月27日(土) 上級鳴く虫インストラクター養成講座全4回 大谷　剛 10名 4名

9月27日(土) ファーブル昆虫記を読み解く 橋本佳明 30名 3名

9月28日(日) サンゴの薄片をつくろう 小林文夫 20名 8名

9月28日(日) 秋の石めぐりハイキング－京都府夜久野町－ 加藤茂弘、先山　徹 30名 17名
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9月28日(日) ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全6回）
藤本真里、中瀬勲、赤澤宏樹、嶽
山洋志

20名 15名

10月1日(水) 気ままに植物ウォッチング③～天下辻～ 黒田有寿茂 20名 20名

10月1日(水)
身近な環境を調査しよう～ビオトープ池を調べる（全2
回）

田中哲夫、佐藤裕司 10名 11名

10月3日(金) 里山の自然（全2回） 小舘誓治 10名 43名

10月3日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 17名

10月4日(土) 上級鳴く虫インストラクター養成講座全4回 大谷　剛 10名 5名

10月4日(土) 親と子の鳴く虫の夕べ ひとはく連携活動グループ・鳴く虫
研究会「きんひばり」、大谷　剛

30名 16名

10月4日(土) 都市の歩き方・名所編　神戸市兵庫界隈を歩く 田原直樹 15名 13名

10月5日(日) コノドント化石の抽出・観察 小林文夫 20名 11名

10月5日(日) 里山の植物を観察しよう 石田弘明 20名 0名

10月8日(水)
身近な環境を調査しよう～ビオトープ池を調べる（全2
回）

田中哲夫、佐藤裕司 10名 12名

10月10日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 15名

10月11日(土) 中生代の動物たち１ 三枝春生 50名 5名

10月11日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 31名

10月11日(土) ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全6回） 藤本真里、赤澤宏樹、嶽山洋志 20名 11名

10月12日(日) 中生代の動物たち２ 池田忠広 50名 4名

10月12日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 9名

10月13日(月) 石を通して地域を知る－恐竜がいた頃の日本 先山　徹 30名 8名

10月16日(木) 六甲山の生き物 鈴木　武 10名 120名

10月17日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 16名

10月18日(土) 川西と猪名川で中・古生代の地層を見る 古谷　裕 15名 12名

10月18日(土) 秋の六甲山ハイキング 橋本佳延 25名 7名

10月18日(土) 日本のファーブルから学ぶ、ハチの観察法 橋本佳明 20名 13名

10月18日(土) ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全6回） 嶽山洋志、藤本真里、赤澤宏樹 20名 11名

10月18日(土)
都市の歩き方・街道編　大阪市八軒家から熊野古道を
歩く

田原直樹 10名 14名

10月19日(日) 植物観察会(秋の虚空蔵山） 藤井俊夫 20名 9名

10月24日(金) 造園景観学講座（全10回） 中瀬　勲 20名 17名

10月25日(土) 縄文海進とは何か－海面変動研究の最前線－ 佐藤裕司 30名 11名

10月26日(日) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 16名

10月26日(日) 秋の武田尾渓谷で植物を観察しよう 石田弘明 20名 14名

10月30日(木) 昆虫標本のはなし 沢田佳久 10名 120名

11月5日(水) 気ままに植物ウォッチング④～六甲山紅葉谷～ 黒田有寿茂 20名 20名

11月8日(土) とっとこ倶楽部　秋のキノコ　１ 秋山弘之 15名 17名

11月8日(土) 六甲山「森の植物」観察会（秋） 小舘誓治 15名 9名

11月8日(土) ファーブル入門～昆虫のデザイン、人のデザイン～ 橋本佳明 10名 6名

11月8日(土) ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全6回） 赤澤宏樹、嶽山洋志、藤本真里 20名 11名

11月9日(日) とっとこ倶楽部　秋のキノコ　２ 秋山弘之 15名 12名
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11月9日(日) 立体写真撮影入門 沢田佳久 10名 4名

11月14日(金) 里山の自然（全2回） 小舘誓治 10名 43名

11月15日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 30名

11月15日(土) 愛蜂家養成講座・上級全4回 大谷　剛 20名 11名

11月15日(土) ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全6回） 赤澤宏樹、嶽山洋志、藤本真里 20名 11名

11月16日(日) 植物リサーチクラブ専修科講座（全４回）
高橋　晃、布施静香、福田知子、
高野温子

10名 8名

11月20日(木) 電子レンジで押し葉しおり作り 鈴木　武 5名 45名

11月20日(木) ファーブルにまなぶ～昆虫学入門 橋本佳明 10名 64名

11月20日(木) 公園の模型をつくろう！ 嶽山洋志 5名 20名

11月22日(土) 簡単料理教室　味で感じる三田 藤本真里 20名 21名

11月23日(日) 石を通して地域を知る－千種たたらと岩石 先山　徹 30名 18名

11月23日(日) 市民植物観察会 ＮＰＯ法人　人と自然の会 30名 38名

11月23日(日) ゴリラの生きる世界（全2回） 三谷雅純 10名 4名

11月24日(月) 小さな化石の観察講座 松原尚志 10名 5名

11月24日(月) 植物園をあるく ～秋のドングリさがし～ 高橋　晃、布施静香 30名 0名

11月24日(月) ゴリラの生きる世界（全2回） 三谷雅純 10名 4名

11月29日(土) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 12名

11月29日(土) ひとはくパークマネジメント・ゼミ（全6回）
中瀬　勲、赤澤宏樹、嶽山洋志、
藤本真里

20名 11名

11月29日(土) 封入標本をつくろう 三橋弘宗 20名 34名

11月16日(日) ヘビの世界 池田忠広 50名 11名

11月30日(日) 青赤立体写真実習 沢田佳久 10名 1名

12月5日(金) 霊長類学が描くヒトの姿－われわれは何者か？ 三谷雅純 10名 42名

12月6日(土) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 11名

12月6日(土) 愛蜂家養成講座・上級全4回 大谷　剛 20名 13名

12月7日(日) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 12名

12月13日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 33名

12月14日(日) 植物リサーチクラブ専修科講座（全４回） 高橋　晃、高野温子、山本伸子 10名 14名

12月14日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 12名

12月20日(土) むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと（全2回） 三谷雅純 10名 4名

12月21日(日) むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと（全2回） 三谷雅純 10名 5名

12月23日(火) 石を通して地球を知る－大陸移動とプレート 先山　徹 30名 16名

1月10日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 27名

1月11日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 13名

1月12日(月) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 12名

1月15日(木) 昆虫の触角はどこにあるのか？ 大谷　剛 10名 102名

1月22日(木) 六甲山の地形・活断層・上昇過程 小林文夫 10名 100名

2月8日(日) 石ころクラブ 先山　徹、加藤茂弘 20名 13名
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2月8日(日) ユース昆虫研究室（全13回） 八木　剛 15名 10名

2月14日(土) 博物館で生物多様性を考える（全１０回） 岩槻邦男 50名 32名

2月22日(日) 植物リサーチクラブ③　標本の調べ方（2日間） 高橋　晃 20名 15名

3月1日(日) 植物リサーチクラブ③　標本の調べ方（2日間） 高橋　晃 20名 10名

3月1日(日) ホタル幼虫の上陸観察(3年目) 大谷　剛 20名 3名

3月7日(土) 早春の花セツブンソウの自生地を訪ねる
ひとはく連携グループ　希尐植物
研究会

20名 19名

3月8日(日) 石を通して地球を知る―地球と大気の歴史 先山　徹 30名 21名

3月15日(日) 里山でシイタケづくり 赤澤宏樹、藤本真里 30名 31名

3月15日(日) 咲くやこの花館見学会 藤井俊夫 20名 17名

3月22日(日) 春日山原生林観察会 藤井俊夫 20名 1名

3月29日(日)
六甲山系最大のススキ、ネザサ草原、東お多福山の現
状

橋本佳延 50名 11名
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企画展等一覧（平成２０年度） 

 下記のような企画展、ミニ企画展ならびに関連講座を企画展示室・ミニ企画展示室・３階ギャラリー・４階

ひとはくサロンで開催した。 

 

【企画展】 

期 間 テーマ 入場者数 担当者(所属)、順不同(＊代表者) 

2008.2.23-8.20 クリプトガミック・ボタニー 97921 人 

 

*秋山弘之・鈴木武・佐藤裕司・布施静香・

三橋弘宗・福田知子・岩槻邦男（ひとはく） 

2008.9.20-11.30 ひとはくファーブル大作戦 74409 人 *高橋 晃・橋本佳明・沢田佳久・八木 

剛・大谷剛・半田久美子・松原尚志・赤澤

宏樹・橋本佳延・川東丈純・春名潤一・小

林美樹（ひとはく） 

2009.2.15-2009.4.5 共生のひろば展 22347 人 

 

*石田弘明・佐藤裕司・鈴木 武・橋本佳

延（ひとはく） 

 

【ミニ企画展（臨時に企画される小規模な展示）】 

期 間 テーマ 担当者（所属） 展示場所 

2008.4.1-4.13 第 2 回｢知らせたい今・伝えたい未

来へ｣三田の川フォトコンテスト作

品展 

三橋弘宗（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

2008.4.17-5.11 遠藤先生と行った『冬の鳥観察会』 遠藤菜緒子（ひとはく）・ゆりの

きフィールドウォーカー 

4F ひとはくサロン 

2008.6.14-6.22 お化けノアザミ実物展示 鈴木 武（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

2008.6.15-6.29 篠山市の小型脊椎動物化石速報展 三枝春生（ひとはく） 3F 小企画展示室 

200.8.6.24-7.18 野草のお茶を楽しもう 布施静香（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

2008.7.1-7.13 絶滅の恐れのある植物－科博コラ

ボ・ミュージアム in ひとはく 

秋山弘之・鈴木 武（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

3F ギャラリーコーナー 

2008.7.20-8.31 バイオメディカル展 石田弘明（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

3F ギャラリーコーナー 

2008.7.20-8.31 丹波の恐竜化石～夏休み期間特別

展示～ 

三枝春生（ひとはく） 3F 小企画展示室 

2008.9.13-9.18 三田市中学校理科作品展 平松伸一（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

2008.12.5-2009.1.12 

 

ネズミさんありがとう。ウシさんよ

うこそ！ 

遠藤菜緒子（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

2009.2.11-3.1 恐竜発掘ケーキを作ろう 先山 徹（ひとはく） 3F ギャラリーコーナー 

2009.2.17-6.10 

 

六甲山のキノコ展～リアルな森の

妖精たち～ 

三橋弘宗（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

2009.3.20-4.26 

 

第 19 回堀明子詩集｢四季の色｣展 石田弘明（ひとはく） 4F ひとはくサロン 

3F ギャラリーコーナー 

 

【資料・トピックス展示（新着資料や研究員による発見などのトピックスを展示）】 

期 間 テーマ 担当者(所属) 展示場所 

2008.4.15-5.31 里山復元の取り組みと菊炭 石田弘明（ひとはく） ３階トピックスコーナー 

2008.6.1-9.19 兵庫県のオオサンショウウオ 田口勇輝（ひとはく） ３階トピックスコーナー 

2008.9.20-11.30 ファーブルも知らなかった珍

虫、奇虫 

橋本佳明（ひとはく） ３階トピックスコーナー 

2008.12.2-2009.1.12 タンスに眠る古写真～暮らしの

風景写真～ 

赤澤宏樹（ひとはく） ３階トピックスコーナー 

2009.2.1-3.31 この珪化木は針葉樹？広葉樹？ 半田久美子（ひとはく） ３階トピックスコーナー 
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企画展関連講座 

【企画展「クリプトガミック・ボタニー」】 

実施日 タイトル 受講者数 講師・担当 

2008.4.20 ギャラリートーク 14 人 福田知子（ひとはく） 

2008.5.11 

 

企画展講座｢こけ・しだ・きのこ 

その不思議と美の世界｣ 

27 人 

 

鈴木 武・秋山弘之（ひとはく） 

 

2008.5.18 ギャラリートーク 9 人 秋山弘之（ひとはく） 

2008.6.15 ギャラリートーク 18 人 鈴木 武（ひとはく） 

2008.7.6 

 

 

公開講座｢絶滅危惧植物の現状

と保全｣ 

 

46 人 

 

 

松本定（国立科学博物館筑波実験植物

園）・加藤雅啓（国立科学博物館筑波実験

植物園 園長）・秋山弘之（ひとはく） 

2008.7.6 公開実習講座｢シダを使ったコ

ケ玉づくり｣ 

26 人 ひとはく連携グループ 希少植物研究会 

2008.7.20 ギャラリートーク 7 人 布施静香（ひとはく） 

 

【企画展「ひとはくファーブル大作戦」】 

実施日 タイトル 受講者数 講師・担当 

2008.2.14-3.22 

 

 

 

ひとはくファーブル大作戦！ 

in 柳田記念館 

480 人 鈴木武・川東丈純（ひとはく） 

2008.3.15 講談＋セミナー 72 人 松本修（朝日放送チーフプロデューサ

ー）、鈴木武・川東丈純（ひとはく） 

2008.5.3-5 

 

ひとはくファーブル大作戦！in

フローラ８８（ファーブル編） 

305 人 

 

 

橋本佳明・川東丈純（ひとはく） 

2008.7.21 ファーブル展共催事業「日仏友

好百五十周年記念国際シンポジ

ウム」 

100 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.8.6-9.5 ひとはくファーブル大作戦！in

中兵庫信用金庫（鳴く虫編） 

1252 人 

 

 

大谷剛・鈴木武・川東丈純（ひとはく） 

2008.8.7 ファーブル展共催事業「アリの

行列実演」 

80 人 橋本佳明（ひとはく） 

 

2008.8.8 

 

ひとはくファーブル大作戦！ｉ

ｎフローラ８８（ミツバチ編） 

48 人 大谷剛・川東丈純（ひとはく） 

2008.8.11 ファーブル昆虫記を読み解く 150 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.8.21 ファーブル昆虫記を読み解く 30 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.8.22 鳴く虫セミナー＋講談 72 人 大谷剛・川東丈純（ひとはく） 

2008.9.2-10.19 

 

ひとはくファーブル大作戦！in

県立美術館（栗林慧の自然の瞬

間写真展） 

 

 

26312 人 大谷剛・鈴木武・川東丈純（ひとはく） 

2008.9.15 1 日だけのひとはく美術館 

 

103 人 大谷剛・鈴木武・春名潤一・川東丈純（ひ

とはく） 

2008.9.21 ファーブル講談「ファーブルふ

ん虫記」 

57 人 川東丈純（ひとはく） 
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2008.9.26 ファーブル昆虫記を読み解く 100 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.9.27 虫の音楽祭 54 人 佐藤忠昭・田口勇輝・津田奈保子・川東

丈純（ひとはく） 

2008.9.27 ファーブル・ギャラリートーク 60 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.9.28 ファーブル昆虫記を読み解く 10 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.10.9 ナチュラリスト小泉八雲 44 人 

 

小泉凡、大谷剛・川東丈純（ひとはく） 

2008.10.10 レトロ紙芝居スペシャル「ファ

ーブルふん虫記」 

34 人 川東丈純（ひとはく） 

2008.10.19 ファーブル・ギャラリートーク 60 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.10.21 日本のファーブルから学ぶ、ハ

チの観察法 

40 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.10.25 ファーブル・ギャラリートーク 60 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.11.1-20 ファーブル大作戦 in 谷上駅 10163 人 鈴木武・川東丈純（ひとはく） 

2008.11.8 ファーブル入門－昆虫のデザイ

ン、人のデザイン－ 

10 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.11.11 ファーブル講談「ファーブルふ

ん虫記」 

64 人 川東丈純（ひとはく） 

2008.11.11 レトロ紙芝居スペシャル「ファ

ーブルふん虫記」 

72 人 川東丈純（ひとはく） 

2008.11.16 ファーブル講談「ファーブルふ

ん虫記」 

43 人 川東丈純（ひとはく） 

2008.11.20 ファーブルにまなぶ－昆虫学入

門 

64 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.11.24 ファーブル・ギャラリートーク 50 人 橋本佳明（ひとはく） 

2008.11.24 ファーブル講談「ファーブルふ

ん虫記」 

51 人 川東丈純（ひとはく） 

2008.11.29 

 

レトロ紙芝居スペシャル「ファ

ーブルふん虫記」 

50 人 川東丈純（ひとはく） 

2008.11.30 ファーブル講談「ファーブルふ

ん虫記」 

76 人 川東丈純（ひとはく） 
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生徒・学生等の受け入れ状況 

【トライやる・ウィーク】 

期間 学校名 人数 担当研究部課室名 

5 月 27 日～30 日（0 期） 宝塚市立宝塚中学校 2 生涯学習課 

6 月 3 日～6 日（Ⅰ期） 三田市立ゆりのき台中学校 1 旧生物資源 

 三田市立八景中学校 1  

 三田市立富士中学校 1  

 三田市立ゆりのき台中学校 1 旧系統分類 

 三田市立八景中学校 1  

 三田市立長坂中学校 1  

 三田市立ゆりのき台中学校 1 総務課 

 三田市立富士中学校 1  

 三田市立長坂中学校 1  

 宝塚市立西谷中学校 1  

 三田市立八景中学校 1 生涯学習課 

 三田市立富士中学校 1  

 三田市立長坂中学校 1  

 丹波市立山南中学校 2  

 宝塚市立西谷中学校 1  

6 月 10 日～13 日（Ⅱ期） 三田市立上野台中学校 1 旧環境計画 

 三田市立狭間中学校 1  

 三田市立藍中学校 1  

 三田市立上野台中学校 1 旧地球科学 

 三田市立けやき台中学校 1  

 三田市立藍中学校 1  

 三田市立上野台中学校 1 旧生態研究部 

 三田市立狭間中学校 1  

 三田市立藍中学校 1  

 三田市立狭間中学校 2 情報管理課 

 三田市立けやき台中学校 1  

11 月 11 日~14 日（Ⅲ期） 神戸市立北神戸中学校 3 生涯学習課 

 神戸市立有野北中学校 3  

11 月 18 日~21 日（Ⅳ期） 篠山市立篠山中学校 3 生涯学習課 
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【博物館実習】 

期間 学校名 人数 担当研究部課室名 

8 月 8 日~26 日（内 10 日） 神戸学院大学 1  

 新潟大学 1  

 京都精華大学 1  

 神戸芸術大学 1  

 高知大学 1 生涯学習課 

 筑波大学 1 生涯学習課 

 京都府立大学 1  

 関西学院大学 1  

 鳥取大学 1  

 神戸大学 1 生涯学習課 

 近畿大学 1 生涯学習課 
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学校教育支援プログラム 

【スクールパートナー推進事業 夏季教職員セミナー】 

実施日 セミナー名 参加人数 

8月 11日（月） ・自然環境シュミレーター「ビオトーネをつくろう！」 12 

 ・子どもと楽しむ葉脈標本づくり 

・地層の見方・調べ方 in 淡路 

・体の不自由な子ども達との野外活動入門 

・太陽の力から考える都市と地球 

・子どもに教える里地、里山 

38 

13 

7 

17 

56 

8月 12日（火） ・身近な植物の観察の仕方 

・環境総合学習ソフト「私たちのまちの環境マップをつくろう」 

・昆虫標本をつくってみませんか(全 2 回)「昆虫採集から展翅・展

足」 

・石の観察と見分け方 

・公園の模型をつくろう！ 

46 

37 

 

13 

41 

18 

8月 13日（水） ・兵庫県下の活断層と近未来の大地震 

・ため池と学校ビオトープ 

・植物標本の作り方 

・子どもたちに人気のあるカエルとヘビを知ろう 

42 

8 

20 

12 

8月 18日（月） ・地球史から読み解く温暖化問題 

・都市のヒートアイランド 人口衛星から捉えた都市環境 

・花を解剖しよう 

・自然環境シュミレーター「ビオトープをつくろう！」 

・地震教材をつくろう 

・人間の活動による植生の変化 

40 

7 

17 

5 

15 

27 

8月 19日（火） ・数学で考える地球環境問題 2008 

・昆虫標本をつくってみませんか（全 2 回）「標本箱作り、持ち針

はずし、ラベルつけ、名前調べ」 

・地層の見方・調べ方 in 丹波 

・校区の昆虫を調べよう～実習編～ 

39 

 

9 

27 

6 

 ・校区の昆虫を調べよう～理論編～ 

・生態系ってなに？「環境問題が深刻な現代においては、生態系

についての教養が必須です。」 

8 

 

32 

8月 20日（水） ・あなたのハチの知識は正しいですか？ 

・学校でできる！やさしい化石レプリカづくり 

・水生昆虫の調べ方（野外編） 

40 

36 

7 
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平成１９～２０年度２年間学校団体連続入館状況 

（カッコ内、５年間の来館状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学      校      名 地域 16 17 18 19 20

＜県内＞
＜幼稚園・保育園＞

神陵台幼稚園 神戸市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
西舞子幼稚園 神戸市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
神戸海星女子学院マリア幼稚園 西宮市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
北摂第一幼稚園 三田市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
弥生幼稚園 三田市 （ ○ － ○ ○ ○ ）
わかくさ保育園 丹波市 （ － － － ○ ○ ）

＜小学校＞
神戸市立高津橋小学校 神戸市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
神戸市立西脇小学校 神戸市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
神戸市立藤原台小学校 神戸市 （ ○ － ○ ○ ○ ）
神戸市立有瀬小学校 神戸市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
神戸市立大池小学校 神戸市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
神戸市立山田小学校 神戸市 （ － － － ○ ○ ）
神戸市立筑紫が丘小学校 神戸市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
神戸市立有野小学校 神戸市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
神戸市立有野東小学校 神戸市 （ ○ － － ○ ○ ）
神戸市立出合小学校 神戸市 （ － － － ○ ○ ）
神戸市立糀台小学校 神戸市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
神戸市立松尾小学校 神戸市 （ － － ○ ○ ○ ）
芦屋市立潮見小学校 芦屋市 （ － － ○ ○ ○ ）
西宮市立夙川小学校 西宮市 （ － － ○ ○ ○ ）
西宮市立西宮浜小学校 西宮市 （ － － ○ ○ ○ ）
西宮市立段上小学校 西宮市 （ － － － ○ ○ ）
西宮市立上ヶ原南小学校 西宮市 （ － － － ○ ○ ）
西宮市立東山台小学校 西宮市 （ － ○ － ○ ○ ）
伊丹市立桜台小学校 伊丹市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
伊丹市立花里小学校 伊丹市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
伊丹市立神津小学校 伊丹市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
伊丹市立池尻小学校 伊丹市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
伊丹市立天神川小学校 伊丹市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
伊丹市立有岡小学校 伊丹市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
伊丹市立笹原小学校 伊丹市 （ ○ － － ○ ○ ）
三田市立あかしあ台小学校 三田市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
三田市立すずかけ台小学校 三田市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
三田市立狭間小学校 三田市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
三田市立広野小学校 三田市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
三田市立三輪小学校 三田市 （ ○ － ○ ○ ○ ）
三田市立母子小学校 三田市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
三田市立弥生小学校 三田市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
川西市立加茂小学校 川西市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
川西市立川西小学校 川西市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
川西市立北陵小学校 川西市 （ ○ － ○ ○ ○ ）
川西市立陽明小学校 川西市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
川西市立東谷小学校 川西市 （ ○ － － ○ ○ ）
猪名川町立白金小学校 猪名川町 （ ○ ○ － ○ ○ ）
宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
宝塚市立安倉北小学校 宝塚市 （ ○ － ○ ○ ○ ）
小林聖心女子学院小学校 宝塚市 （ － － ○ ○ ○ ）
宝塚市立西山小学校 宝塚市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
宝塚市立売布小学校 宝塚市 （ ○ － － ○ ○ ）
宝塚市立宝塚小学校 宝塚市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市 （ ○ ○ － ○ ○ ）
明石市立錦浦小学校 明石市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
播磨町立蓮池小学校 播磨町 （ － ○ ○ ○ ○ ）
高砂市立伊保小学校 高砂市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
高砂市立荒井小学校 高砂市 （ － － － ○ ○ ）
加西市立賀茂小学校 加西市 （ － － ○ ○ ○ ）
加西市立日吉小学校 加西市 （ － － ○ ○ ○ ）
加西市立北条小学校 加西市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
加西市立九会小学校 加西市 （ － － － ○ ○ ）
加東市立東条東小学校 加東市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
姫路市立香呂小学校 姫路市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
たつの市立神岡小学校 たつの市 （ － － ○ ○ ○ ）
南あわじ市立松帄小学校 南あわじ市 （ － ○ － ○ ○ ）

＜中学校＞
神戸市立塩屋中学校 神戸市 （ － － － ○ ○ ）
神戸市立西神中学校 神戸市 （ ○ － － ○ ○ ）
武庫川女子大附属中学校 西宮市 （ － － － ○ ○ ）
猪名川町立猪名川中学校 猪名川町 （ － － － ○ ○ ）
稲美町立稲美北中学校 稲美町 （ － － － ○ ○ ）
加西市立北条中学校 加西市 （ － － ○ ○ ○ ）
加西市立加西中学校 加西市 （ － － － ○ ○ ）
加西市立泉中学校 加西市 （ － － ○ ○ ○ ）
西脇市立西脇南中学校 西脇市 （ － － ○ ○ ○ ）
西脇市立黒田庄中学校 西脇市 （ － － － ○ ○ ）
多可町立八千代中学校 多可町 （ ○ － － ○ ○ ）
丹波市立市島中学校 丹波市 （ － － ○ ○ ○ ）
豊岡市立日高西中学校 豊岡市 （ － － ○ ○ ○ ）
豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市 （ － － － ○ ○ ）
養父市立関宮中学校 養父市 （ － － － ○ ○ ）

＜高等学校＞
兵庫県立舞子高等学校 神戸市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
神戸市立六甲アイランド高等学校 神戸市 （ － ○ － ○ ○ ）
兵庫県立西宮北高等学校 西宮市 （ － － ○ ○ ○ ）
兵庫県立西宮甲山高等学校 西宮市 （ － － － ○ ○ ）
武庫川女子大学附属高等学校 西宮市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
兵庫県立宝塚北高等学校 宝塚市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
兵庫県立福崎高等学校 福崎町 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
兵庫県立姫路飾磨西高等学校 姫路市 （ － － ○ ○ ○ ）
兵庫県立大学附属高等学校 上郡町 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 篠山市 （ － ○ ○ ○ ○ ）
兵庫県立柏原高等学校 丹波市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）

＜大学・専門学校ほか＞
神戸朝鮮初中級学校 神戸市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
神出学園 神戸市 （ － － － ○ ○ ）
神戸大学 神戸市 （ － － ○ ○ ○ ）
兵庫県立阪神特別支援学校 西宮市 （ － － － ○ ○ ）
関西学院大学 三田市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
兵庫教育大学 加東市 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）

＜県外＞
＜幼稚園＞

大正幼稚園 京都府 （ － － － ○ ○ ）

＜小学校＞
追手門学院小学校 大阪府 （ － ○ ○ ○ ○ ）
茨木市立玉櫛小学校 大阪府 （ － － － ○ ○ ）
茨木市立春日小学校 大阪府 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
大阪教育大学附属池田小学校 大阪府 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
茨木市立大池小学校 大阪府 （ － ○ ○ ○ ○ ）
池田市立呉服小学校 大阪府 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
池田市立石橋小学校 大阪府 （ ○ ○ － ○ ○ ）
舞鶴市立大浦小学校 京都府 （ － － － ○ ○ ）
福知山市立庵我小学校 京都府 （ － － － ○ ○ ）

＜中学校＞
開明中学校 大阪府 （ － ○ ○ ○ ○ ）
関西大倉中学校 大阪府 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）

＜高等学校＞
大阪府立泉北高等学校 大阪府 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
大阪府立北野高等学校 大阪府 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
京都府立桃山高等学校 京都府 （ － － － ○ ○ ）
和歌山県立海南高等学校 和歌山県 （ ○ ○ ○ ○ ○ ）
香川県立観音寺第一高等学校 香川県 （ － － － ○ ○ ）
愛媛県立松山南高等学校 愛媛県 （ － － － ○ ○ ）

＜大学・専門学校ほか＞
大阪大学 大阪府 （ － － ○ ○ ○ ）
京都教育大学 京都府 （ － － － ○ ○ ）

　　　　合　　　　　計　　　(　117校)
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来館一般団体一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 地域
＜県内＞

あけぼの兵庫 神戸市
ワークステーション・フレニード 神戸市
長坂中学校ＰＴＡ 神戸市
大池見山台子ども会 神戸市
神戸積和会 神戸市
長田老人クラブ 神戸市
竜が岡農会老人会 神戸市
交友クラブ 神戸市
フィールド・オブ・ゆう 神戸市
神戸市須磨区若草楽友会 神戸市
JAM山陽兵庫県連 神戸市
５００人委員会第５班 神戸市
関西バス労務研究会 神戸市
兵庫県肢体不自由児協会 神戸市
神戸市立道場児童館 神戸市
北神戸パスファインダークラブ 神戸市
和貴以クラブ 神戸市
戸崎通１．２丁目自治会 神戸市
神戸市シルバーカレッジ 神戸市
兵庫県給食施設協議会 神戸市
勝尾婦人会 神戸市
石ころ調査隊 神戸市
小部子ども会 神戸市
矢部町子ども会 神戸市
神戸市中学校理科研究部会 神戸市
神戸市立広陵小学校教員研修 神戸市
枝吉会 神戸市
神戸市動物管理センター支援ＣＣクロ 神戸市
びゅう神戸会 神戸市
おたまじゃくし学童保育 神戸市
ボーイスカウト神戸第５５団ビーバー隊 神戸市
自治労兵庫県本部 神戸市
ピーターパンインターナショナルプレスクール 神戸市
鶴甲学童保育所つるのこクラブ 神戸市
井戸端会 神戸市
学童保育みどりクラブ 神戸市
NHK神戸文化センター日本古典ロマンの旅 神戸市
NHK神戸文化センター 歴史・文学の旅 神戸市
原田青年会 神戸市
長田区池田広町自治会 神戸市
おいしい米米クラブ 神戸市
浜手ボランティア３０ 神戸市
卸勤務薬剤師会兵庫県支部 神戸市
熊野地域ふれあいのまちづくり協議会 神戸市
ほほえみ北班れんげ草 神戸市
小部東ふれあいのまちづくり協議会 神戸市
西舞子５丁目自治会 神戸市
桃源の郷 神戸市
篠原南自治会 神戸市
絆の会 神戸市
山本塾 神戸市
ジョイプラザ名店会峯松様 神戸市
君影ふれあいのまちづくり協議会 神戸市
クローバーコミュニティ 神戸市
六甲クラブ 神戸市
あさか農業保全協議会 神戸市
灘区高羽友愛クラブ 神戸市
六甲アジサイ倶楽部 神戸市
神戸市手をつなぐ育成会 神戸市
こっこ会 神戸市
輝かりば 神戸市
北区連合自治協議会 神戸市
唐櫃防災福祉コミュニティ 神戸市
坂口会 神戸市
兵庫土建長田支部 神戸市
西新ニュータウン自治連合協議会 神戸市
株式会社トーマス 神戸市
池田婦人会 神戸市

霞ヶ丘児童館 神戸市

篠原ふれあいまちづくり協議会 神戸市

上北古子ども会 神戸市

神戸市西区椛台ふれあいまちづくり協議会 神戸市

千代ヶ丘デイサービス 神戸市
熊谷定男 芦屋市
打出浜地区福祉推進委員会 芦屋市
NPO法人さんぴぃす「恐竜の遠足」 芦屋市
生瀬子ども会 西宮市
上甲子園1丁目福祉会 西宮市
さくら台子ども会 西宮市
西宮浜脇校区老人会 西宮市
手まり会 西宮市
昭和園自治会 西宮市
西宮市今津山中町福祉会 西宮市
西宮市社会福祉協議会鳴尾支部 西宮市
西宮ボーイスカウト２団 西宮市
六甲ミツバチ王国 西宮市

悠歩会 西宮市
日本キリスト協会西宮中央協会日曜学校 西宮市
西宮市立総合教育センター 西宮市
鳴尾東ビクターズ 西宮市
北夙川連合子ども会 西宮市
神原育成センター 西宮市
西宮市高須校区老人会 西宮市
名塩老人クラブ連合会 西宮市
西宮自然保護協会 西宮市
西宮市社会福祉協議会広田分区 西宮市
名塩山荘自治会 西宮市
西宮上大市ことぶき会 西宮市
西宮防犯協会 西宮市
シルバーコースト甲子園家族会 西宮市
寿号（浜脇校区第四班） 西宮市
稲門塾 西宮市
広田校区老人クラブ 西宮市
西宮市浜脇校区老人クラブ連合会 西宮市
西宮市立深津小学校 西宮市

芦原老人クラブ連合会 西宮市

西宮市苦楽園自治会 西宮市
尼崎琴の浦C.C 尼崎市
尼崎プロバスクラブ 尼崎市
(株）浦和機工 尼崎市
尾浜３丁目社会福祉協議会 尼崎市
兵庫県沖縄県人会婦人部 尼崎市
立花民協 尼崎市
尼崎中央地区老人クラブ連合会 尼崎市
尼崎市医師会 尼崎市
尼崎南野球スポーツ少年団 尼崎市
みこころ幼稚園親子学級 尼崎市
みのり園ＯＢ会親の会 尼崎市
尼崎市小田地区民生 尼崎市
東園田町会婦人会 尼崎市
尼崎市中央公民館グループ連絡会 尼崎市
兵庫トラベル友の会 尼崎市
尼崎医療生協大庄南支部 尼崎市
尼崎民为商工会 尼崎市
トウアＯＢ会 尼崎市
尼崎商工会議所 尼崎市

スポーツクラブ21清和 尼崎市

大空少年団 尼崎市

武庫歴史散歩の会 尼崎市
中野西自治会 伊丹市
西野団地自治会 伊丹市
大鹿・西台婦人会 伊丹市
５００人委員会阪神北OB会 伊丹市
稲野町自治会 伊丹市
伊丹市立博物館友の会 伊丹市
中央自治会 伊丹市
愛と土の会 伊丹市
伊丹市天神川地区社会福祉協議会 伊丹市
新しい風プロジェクト「風の学校篠山」 三田市
成谷敬老会 三田市
新しい風プロジェクト「風の学校篠山」 三田市
島子ども会 三田市
けやき台児童クラブ 三田市
けやき台第２児童クラブ 三田市
兵庫県農業クラブ連盟リーダー講習会 三田市
進学塾アイズ 三田市
富士児童クラブ 三田市
CSWカンパニー 三田市
フラワータウン市民センター「旬彩講座」 三田市
田中長寿クラブ 三田市
さんだ健康クラブ 三田市
三田市観光協会 三田市
阪神北くすの木学級 三田市
中央病院退職者会 三田市
西区体育委員 三田市
妙法界沙彌部 三田市
三田児童クラブ・三田第３児童クラブ 三田市
青葉山の会 三田市
ココロン三田 三田市
ルネ三田フラワーコート自治会 三田市
ほっぺ 三田市
小野児童クラブ 三田市
関西淡水動物談話会 三田市
三田市身体障害者福祉協議会肢体障害者部会 三田市
特別養護老人ホームさんすい園 三田市
三田市立高平幼稚園 三田市
高齢者大学 三田市
高齢者大学 三田市
あかしあ台小学校第一・第二児童クラブ 三田市
三田広野児童クラブ 三田市
三輪児童クラブ第2児童クラブ 三田市

にこにこくらぶ 三田市

丹有地区生物部会 三田市
GH歩こう会 川西市
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川西市日高寿会 川西市
東谷会 川西市
鶯台子ども会 川西市
大和マウンテンボール同好会 川西市
陽明子ども会 川西市
終生０１会 川西市

川西ＹＭＣＡ 川西市
リバーグレース猪名川 川辺郡猪名川町
猪名川町立松尾台小学校内児童育成室 川辺郡猪名川町
猪名川町立阿古谷小学校児童育成会のびのびクラブ川辺郡猪名川町
猪名川町退職校園長会 川辺郡猪名川町

若葉子ども会 川辺郡猪名川町

多田銀山史跡保存顕彰会 川辺郡猪名川町
阪神北教育事務所地域教育推進会議第2小会 宝塚市
カラオケクリスタル 宝塚市
宝塚市遺族会 宝塚市
宝塚市立中央公民館青い鳥学級 宝塚市
里の坊子ども会 宝塚市
ダイハツ皐月会宝塚支部 宝塚市
宝塚市美座グランドゴルフ同好会 宝塚市
宝塚市民環境学習リーダー入門講座 宝塚市
デイハウス花くら 宝塚市
阪神北教育事務所初任者研修 宝塚市
デイハウス花くら 宝塚市
阪神北地域教育推進会議 宝塚市
宝塚市子ども会連絡協議会 宝塚市
光が丘福祉活動委員会 宝塚市
高司自治会 宝塚市
コープこうべ安倉コープ委員会 宝塚市
社会福祉法人宝塚さざんか福祉会 宝塚市
ボーイスカウト宝塚第２団 宝塚市
御所の前町自治会 宝塚市
宝塚市老人福祉センター「フレミラ」 宝塚市
宝塚市立教育総合センター 宝塚市
宝塚市立山手台小学校 宝塚市

NPO法人宝塚モナミ会 宝塚市

宝塚市立長尾小学校育成会 宝塚市
古宮連合子ども会 加古郡
国安東子ども会 加古郡
播磨町消費者協会 加古郡

大沢東子ども会 加古郡
大国団地少年団 加古川市
氷室子ども会 加古川市
東神吉南少年団砂部隊 加古川市
加古川西公民館老人大学OB会 加古川市
サンロイヤル子ども会 加古川市
稲屋子ども会 加古川市
坂井少年団 加古川市
横大路子ども会 加古川市
成井子ども会 加古川市
わかば学園 加古川市
黒深老人クラブ 加古川市
友沢子ども会 加古川市
東播磨県民局ビジョン委員会 加古川市
だるま家族会 加古川市
新神野２丁目町内会 加古川市
加古川公民館ことぶき大学 加古川市
加古川市老人大学院OB 加古川市
いなみの学園 加古川市
いなみの学園氷丘OB会 加古川市
尾上団地老人クラブ 加古川市
加古川西公民館齢明はたち会 加古川市
サンロイヤル自治会 加古川市
日岡苑子ども会 加古川市
東山子ども会 加古川市
グリーンハイツふれ愛倶楽部 加古川市
加古川西条山手町内会 加古川市
兵庫県建設業協会加印支部 加古川市
加古川公民館老人大学あずま野学園 加古川市
加古川西条山手町内会 加古川市
加古川市エメラルド少年団 加古川市
高下ほのぼの会 加古川市
野口町民生・児童協力委員 加古川市
県立加古川東高等学校 加古川市
社会福祉法人はとのさと保育園 加古川市

加古川市養田まちづくり委員会 加古川市
米田団地子ども会 高砂市
なかよし明友会 高砂市
明石市女性団体協議会 明石市
あゆみ会 明石市
明石市立鳥羽厚生館 明石市
高丘７丁目自治会 明石市
いなみの学園OB明石会 明石市
大蔵山奥東山自治会 明石市
兵庫県立学校事務職員協会東播磨支部 明石市
明石市立高齢者大学あかねが丘学園郷土史クラブ 明石市
明石市職員労働組合 明石市
官舎子ども会 明石市

明石青年学級 明石市

明石市立高齢者大学校あかねが丘学園 明石市
繁昌町婦人会 加西市
ふるさか子ども会 加西市
下万願寺町子ども会 加西市
九会地区はつらつ委員会 加西市
坂元子ども会 加西市
田野子ども会 加東市
家原子ども会 加東市
黒谷地域活動協議会 加東市
加茂病院 加東市
穂積子ども会 加東市
兵庫教育大学附属学校初任者研修 加東市
うれしの学園生涯大学 加東市
うれしの学園生涯大学 加東市

グループホーム東条 加東市

プライエムやしろグループホーム 加東市
三木高校第８回生同窓会 三木市
おやつ学園 三木市
三木市社会福祉協議会吉川支社ハッピーフレンズ 三木市
三木市てをつなぐ育成会 三木市
三木自然愛好研究会 三木市
東寿会老人会 三木市
三木市高齢者大学OB会 三木市
三木市立平田小学校教員研修 三木市
三木市志染町公民館 三木市
三木市立総合隣保館 三木市
三木市自然愛好研究会 三木市
三木市老人会連合会 三木市
志染アフタースクール 三木市
小田上町老人クラブ 小野市
小野カブスカウト 小野市

小野市ボーイスカウト 小野市
板波町子ども会 西脇市
坂本子ども会 西脇市
羽安町喜楽会 西脇市
塚口町子ども会 西脇市
田高老人クラブ 西脇市
西脇市いけばな協会 西脇市
的場子ども会 多可町
安坂子ども会 多可町
郷土史研究会 多可町
多可町教育委員会 多可町

多可町鳥羽子ども会 多可町
今市子ども会 たつの市
片島子ども会 たつの市
新町老人クラブ たつの市
砂子子ども会 たつの市
兵庫むつみ会 たつの市
龍野市富永４丁目自为防災会 たつの市
真砂婦人会 たつの市
龍野東中学校家庭教育学級生 たつの市
楽友クラブサークル たつの市
はりま西ダンス交流会 たつの市
揖西西放課後児童クラブ たつの市
福栖児童館 たつの市
神吉コープ委員会 たつの市
サルビア園 たつの市
萩原老人クラブ たつの市
石海中学校３回生同窓会 たつの市

栗町子ども会 たつの市
上三河子ども会 佐用郡佐用町
下三方地区婦人会 宍粟市
宍粟市やまさき老人大学 宍粟市
与位子ども会 宍粟市
原子ども会 宍粟市
田井子ども会 宍粟市
山崎地区生推協 宍粟市
宍粟市生涯学習センター学遊館 宍粟市
宍粟市山崎町加生自治会 宍粟市
市川町社会福祉協議会わかくさ会 神崎郡市川町
中島子ども会 神崎郡福崎町
神谷子ども会 神崎郡福崎町
神崎郡中学理科部会研修会 神崎郡福崎町

落地向旅行友の会 赤穂郡上郡町
環境プロジェクトあこう環境学習会 赤穂市
ひとみの会 相生市
西播科学株式会社 姫路市
的形町地子ども会 姫路市
溝口子ども会 姫路市
寺子ども会 姫路市
八幡子ども会 姫路市
矢田部子ども会 姫路市
サバービア豊富子ども会 姫路市
城の西公民館友の会 姫路市
那波中学校PTA 姫路市
国分寺子ども会 姫路市
深志野子ども会 姫路市
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人と自然愛好会 姫路市
姫路市立考古学園大学史学科 姫路市
豊楽さくら松風子ども会 姫路市
御立子ども会 姫路市
砂川自治会 姫路市
上原田子ども会 姫路市
灘児童センター母親クラブ 姫路市
太市中子ども会 姫路市
神姫バス教育旅行ロビンクラブ 姫路市
末広町子ども会 姫路市
柿ノ丁東子ども会 姫路市
勝山子ども会 姫路市
須加院子ども会 姫路市
見野東子ども会 姫路市
成人職業訓練推進協議会 姫路市
姫路工業大学名誉教授会 姫路市
好古学園大学校史学科A組 姫路市
神子岡前子ども会 姫路市
南恒屋子ども会 姫路市
別所西子ども会 姫路市
西蒲田子ども会 姫路市
瀬戸内海環境保全連絡会 姫路市
中播磨連合自治会 姫路市
付城子ども会 姫路市

五字ヶ丘幼稚園パパの会 姫路市

広畑中学校区父親教室 姫路市

三田屋ステーキ付ハイキングツアー 姫路市
北之町子ども会 揖保郡太子町
町与子ども会 揖保郡太子町
美原台子ども会 揖保郡太子町
小代小学校ＰＴＡ 香美町

黒土子ども会 宍粟市
旭町子ども会 朝来市
白井子ども会 朝来市
上岩津子ども会 朝来市
県立但馬やまびこの郷 朝来市
朝来市立生野公民館 朝来市
朝来中学校ＰＴＡ 朝来市
北真弓老人クラブ 朝来市
やまびこ共同作業所 朝来市
朝来市立梁瀬小学校 朝来市
栃本子ども会 豊岡市
東構子ども会 豊岡市
池上育成会 豊岡市
九日市上町子ども育成会 豊岡市
妙楽寺区子ども会育成会 豊岡市
三方給食ｸﾞﾙｰﾌﾟ 豊岡市
もみじ会 豊岡市
水上子ども会 豊岡市
戸牧子ども育成会 豊岡市
国府婦人会 豊岡市
奥小野子ども会 豊岡市
豊高第９期生同窓会 豊岡市
浅野幼児センター保護者会 養父市
後川小学校親子活動 篠山市
八上上１組 篠山市
篠山国際理解センター 篠山市
篠山市杉地区子ども会 篠山市
篠山市中学校理科教員研修 篠山市
西木之部自治会 篠山市
篠山市老人クラブ連合会丹南支部 篠山市
県立学校事務職員協会丹有支部 篠山市
上新田自治会 篠山市
西紀いずみ会 篠山市
篠山市立日置小学校 篠山市

黒石集落 篠山市

篠山市老人クラブ多紀支部 篠山市

放送大学篠山友の会 篠山市
薄井興産（株） 丹波市
ふれあいサロンきりしま 丹波市
大名草子ども会 丹波市
３７の会 丹波市
遠阪地区老人クラブ 丹波市
山南町身体障害者福祉会 丹波市
前川子ども会 丹波市
北御油子ども会 丹波市
記念医会芦田内科 丹波市
丹波市視覚障害者福祉会 丹波市
宮の下、段宿和光会 丹波市
朝日子ども会 丹波市
市島ふれあいブリッジ 丹波市
下町子ども会 丹波市
谷川１０区子ども会 丹波市
上小倉子ども会 丹波市
柏原町新町子ども会 丹波市
吉見ふれあい教室 丹波市
自然を楽しむ会 丹波市
野生動物医学会エクスカーションⅡ 丹波市

全国高校土木教育OB会 丹波市
下滝百寿会 丹波市
兵庫県立柏原高校ＰＴＡ 丹波市
JA丹波氷上３アール運動部会 丹波市
田井縄公民館 丹波市
氷上西高校ＰＴＡ 丹波市
菅原公民館 丹波市

ボランティア湯たんぽの会 丹波市

丹波市市島民生委員児童委員協議会 丹波市
千草保育所 洲本市
財団法人兵庫県学校厚生会淡路支部 淡路市
兵庫県立津名高校ＰＴＡ 淡路市
仁井子ども会 淡路市

淡路三友会(三洋電機） 淡路市
阿那賀子ども会 南あわじ市
大榎列子ども会 南あわじ市
里子ども会 南あわじ市
塔下子ども会 南あわじ市
土曜チャレンジ 南あわじ市
いざなぎ学園高齢者大学 南あわじ市
淡路文化協会 南あわじ市

＜県外＞
交野雪解 大阪府
ローレルハイツ第１自治会 大阪府
片山子ども会 大阪府
摂津市桜町自治会 大阪府
泉大津市菅原町子ども会 大阪府
シニア自然大学「つちのこ探検隊」 大阪府
桜島NS研修会 大阪府
シニア自然大学花組 大阪府
ボーイスカウト和泉第４団 大阪府
島之内一丁目自治会 大阪府
森友クラブ 大阪府
エネルギー・石油の未来を担う若手の会 大阪府
ＮＨＫ大阪文化センター 大阪府
近夜中理科部会 大阪府
谷口昌隆後援会 大阪府
日本キリスト教団枚丘教会学校 大阪府
天王子ども会 大阪府
松下制御機器 大阪府
紀陽銀行久米田支店 大阪府
NPO法人トイボックススマイルファクトリー 大阪府
摂津苑子ども会 大阪府
シニア自然大学 大阪府
シニア自然大学ＯＢ会 大阪府
大阪シニア自然大学 大阪府
大阪丹波友の会 大阪府
上牧荘園自治会 大阪府
六振会 大阪府
城東区食品衛生協会 大阪府
日韓女性親善協会 大阪府
シニア自然大学 大阪府
箕面市文化振興事業団 大阪府
一水会 大阪府
松原ロータリークラブ 大阪府
大今里２丁目第３町会 大阪府
池田中町自治会 大阪府
大阪青山短期大学学芸員課程 大阪府
大宮第１３町会 大阪府
日本高山植物保護協会 大阪府
梅田東体育厚生協会 大阪府
シニア自然大学星組 大阪府
中津人権の会 大阪府
泉南市立青少年センター 大阪府
茨木地区福祉委員長連絡会 大阪府
高石市忠岡町小学校教育研究会理科部 大阪府
吹田市シニア環境大学同窓会かたりべ会 大阪府
吹田いきいき市民ネットワーク 大阪府
吹田市人権啓発推進協議会 大阪府
西淀自然文化協会 大阪府
日本ライトハウスデイワークセンター 大阪府
関目第５振興町会 大阪府
シニア自然大学「講師会・いつでもLOUPEの会」 大阪府
豊中市水利団体連絡協議会 大阪府
箕面市文化財愛好会 大阪府

JA大阪中河内役員研修旅行 大阪府

太平洋人材交流センター 大阪府

大宮9町会子ども会 大阪府
いちにち会 京都府
京都久御山町ゆうホール 京都府
長岡京市滝ノ町子ども会 京都府
中夜久野地域公民館 京都府
プライマリーイングリッシュスクール 京都府
京都市中学校理科部会教員研修 京都府
金谷放課後児童クラブ 京都府
山田ご一行 京都府
久御山町ゆうホール 京都府



147 
 

亀岡市立馬路児童館 京都府
溝尻新町永祥会 京都府
羽栗生産森林組合 京都府
舞鶴市福来コミュニティセンター 京都府
舞鶴市荒田市民交流センター 京都府
福知山市河守保育園保護者会 京都府
福知山学園第二翠光園 京都府

京丹後市文化財保護審議会 京都府

京都市南区役所まちづくり推進室 京都府
矢田南学童保育所 奈良県
生駒市火災予防協会 奈良県
西遊会 奈良県
田園みどり会 奈良県
家庭教育団体アンサンブル 奈良県
仁王堂町内会 奈良県
御坊市立藤田会館 和歌山県
宮会館 滋賀県
中野公民館 滋賀県
大津市生活生涯センターボランティア連絡協議会 滋賀県
化石研究会例会 滋賀県
東近江社会教育研究会 滋賀県
滋賀県総合教育センター 滋賀県
有限会社ユニセル 岡山県
石栄会 広島県
鳥取教会 鳥取県
徳島県立博物館友の会 徳島県
十川グループ 徳島県
生水２組 三重県
名古屋大学農学国際教育協力研究センター 愛知県
藤根良子 北海道

551団体  
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来館学校団体一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 地域
＜県内＞
＜幼稚園・保育園＞

八多保育園 神戸市
からと幼稚園 神戸市
神戸海星女子学院マリア幼稚園 神戸市
正英幼稚園 神戸市
西舞子幼稚園 神戸市
神陵台幼稚園 神戸市
北六甲幼稚園 神戸市
おもと保育園 尼崎市
立花愛の園幼稚園 尼崎市
北摂学園幼稚園 三田市
こばと保育園 三田市
やよい幼稚園 三田市
小野幼稚園 三田市
北摂第一幼稚園 三田市
伊予志保育園 宝塚市
すみれ幼稚園 宝塚市
宝塚ふたば幼稚園 宝塚市
社保育園 加東市
加東市立福田幼稚園 加東市
ひろの保育園 三木市
りんでん学園緑が丘幼稚園 三木市
楠ヶ丘幼稚園 西脇市
桜ヶ丘幼稚園 西脇市
照福保育園 朝来市
篠山市立古市幼稚園 篠山市
わかくさ保育園 丹波市

＜小学校＞
神戸市立椛台小学校 神戸市
神戸市立高津橋小学校 神戸市
神戸市立桜ヶ丘小学校 神戸市
神戸市立山田小学校 神戸市
神戸市立若宮小学校 神戸市
神戸市立狩場台小学校 神戸市
神戸市立出合小学校 神戸市
神戸市立松尾小学校 神戸市
神戸市立西脇小学校 神戸市
神戸市立多聞南小学校 神戸市
神戸市立大池小学校 神戸市
神戸市立淡河小学校 神戸市
神戸市立筑紫が丘小学校 神戸市
神戸市立唐櫃小学校 神戸市
神戸市立藤原台小学校 神戸市
神戸市立北須磨小学校 神戸市
神戸市立箕谷小学校 神戸市
神戸市立有瀬小学校 神戸市
神戸市立有野小学校 神戸市
神戸市立有野東小学校 神戸市
神戸市立糀台小学校 神戸市
神戸中華同文学校 神戸市
芦屋市立岩園小学校 芦屋市
芦屋市立精道小学校 芦屋市
芦屋市立打出浜小学校 芦屋市
芦屋市立潮見小学校 芦屋市
仁川学院小学校 西宮市
西宮市立苦楽園小学校 西宮市
西宮市立杭瀬小学校 西宮市
西宮市立甲陽園小学校 西宮市
西宮市立夙川小学校 西宮市
西宮市立上ヶ原南小学校 西宮市
西宮市立生瀬小学校 西宮市
西宮市立西宮浜小学校 西宮市
西宮市立段上小学校 西宮市
西宮市立東山台小学校 西宮市
西宮市立平木小学校 西宮市
甲子園学院小学校 西宮市
尼崎市立園田北小学校 尼崎市
尼崎市立七松小学校 尼崎市
尼崎市立成文小学校 尼崎市
尼崎市立武庫の里小学校 尼崎市
尼崎市立立花北小学校 尼崎市
伊丹市立花里小学校 伊丹市
伊丹市立昆陽里小学校 伊丹市
伊丹市立桜台小学校 伊丹市
伊丹市立笹原小学校 伊丹市
伊丹市立神津小学校 伊丹市
伊丹市立瑞穂小学校 伊丹市
伊丹市立池尻小学校 伊丹市
伊丹市立天神川小学校 伊丹市
伊丹市立有岡小学校 伊丹市
伊丹市立鈴原小学校 伊丹市
三田市立あかしあ台小学校 三田市
三田市立すずかけ台小学校 三田市
三田市立ゆりのき台小学校 三田市
三田市立学園小学校 三田市

三田市立狭間小学校 三田市
三田市立広野小学校 三田市
三田市立三輪小学校 三田市
三田市立小野小学校 三田市
三田市立母子小学校 三田市
三田市立富士小学校 三田市
三田市立弥生小学校 三田市
小林聖心女子学院小学校 宝塚市
宝塚市立すみれガ丘小学校 宝塚市
宝塚市立安倉北小学校 宝塚市
宝塚市立丸橋小学校 宝塚市
宝塚市立高司小学校 宝塚市
宝塚市立仁川小学校 宝塚市
宝塚市立西山小学校 宝塚市
宝塚市立中山桜台小学校 宝塚市
宝塚市立売布小学校 宝塚市
宝塚市立宝塚小学校 宝塚市
宝塚市立宝塚第一小学校 宝塚市
川西市立加茂小学校 川西市
川西市立久代小学校 川西市
川西市立清和台小学校 川西市
川西市立川西小学校 川西市
川西市立川西北小学校 川西市
川西市立東谷小学校 川西市
川西市立北陵小学校 川西市
川西市立明峰小学校 川西市
川西市立陽明小学校 川西市
猪名川町立白金小学校 川辺郡猪名川町

明石市立錦浦小学校 明石市
明石市立山手小学校 明石市
明石市立人丸小学校 明石市
明石市立大久保小学校 明石市
明石市立沢池小学校 明石市
加古川市立志方小学校 加古川市
加古川市立陵北小学校 加古川市
稲美町立天満東小学校 加古郡稲美町
播磨町立蓮池小学校 加古郡播磨町
高砂市立伊保小学校 高砂市
高砂市立伊保南小学校 高砂市
高砂市立荒井小学校 高砂市
高砂市立曽根小学校 高砂市
三木市立緑が丘東小学校 三木市
西脇市立芳田小学校 西脇市
加西市立賀茂小学校 加西市
加西市立九会小学校 加西市
加西市立日吉小学校 加西市
加西市立宇仁小学校 加西市
加西市立北条小学校 加西市
加東市立東条東小学校 加東市
加東市立米田小学校 加東市
姫路市立広畑第二小学校 姫路市
姫路市立香呂小学校 姫路市
姫路市立手柄小学校 姫路市
姫路市立勝原小学校 姫路市
姫路市立城陽小学校 姫路市
姫路市立大津小学校 姫路市
姫路市立豊富小学校 姫路市
たつの市立神岡小学校 たつの市
たつの市立西栗栖小学校 たつの市
市川町立瀬加小学校 神崎郡市川町
香美町立香住小学校 香美町
宍粟市立千種南小学校 宍粟市
宍粟市立繁盛小学校 宍粟市
篠山市立古市小学校 篠山市
篠山市立西紀南小学校 篠山市
丹波市立神楽小学校 丹波市
丹波市立中央小学校 丹波市
丹波市立南小学校 丹波市
淡路市立柳沢小学校 淡路市
淡路市立山田小学校 淡路市
淡路市立江井小学校 淡路市
洲本市立広石小学校 南あわじ市
南あわじ市立松帄小学校 南あわじ市
南あわじ市立八木小学校 南あわじ市

＜中学校＞
神戸市立塩屋中学校 神戸市
神戸市立押部谷中学校 神戸市
神戸市立広陵中学校 神戸市
神戸市立西神中学校 神戸市
神戸市立多聞東中学校 神戸市
神戸市立太山寺中学校 神戸市
神戸市立鈴蘭台中学校 神戸市
神戸朝鮮初中級学校 神戸市
親和中学校 神戸市
武庫川女子大学附属中学校 西宮市
尼崎市立成良中学校 尼崎市
尼崎市立武庫中学校 尼崎市
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猪名川町立猪名川中学校 川辺郡猪名川町

猪名川町立六瀬中学校 川辺郡猪名川町

明石市立衣川中学校 明石市
明石市立野々池中学校 明石市
加古川市立加古川中学校 加古川市
加古川市立光丘中学校 加古川市
加古川市立山手中学校 加古川市
稲美町立稲美北中学校 加古郡稲美町
加西市立加西中学校 加西市
加西市立泉中学校 加西市
加西市立善防中学校 加西市
加西市立北条中学校 加西市
小野市立旭丘中学校 小野市
小野市立小野中学校 小野市
西脇市立黒田庄中学校 西脇市
西脇市立西脇南中学校 西脇市
多可町立中町中学校 多可町
多可町立八千代中学校 多可町
西播朝鮮初中級学校 姫路市
姫路市立書写中学校 姫路市
県立大学附属中学 赤穂郡上郡町
福崎町立福崎東中学校 神崎郡福崎町
赤穂市立赤穂東中学校 赤穂市
相生市立矢野川中学校 相生市
香美町立香住第一中学校 香美町
香美町立射添中学校 香美町
香美町立小代中学校 香美町
宍粟市立山崎南中学校 宍粟市
豊岡市立港中学校 豊岡市
豊岡市立出石中学校 豊岡市
豊岡市立城崎中学校 豊岡市
豊岡市立竹野中学校 豊岡市
豊岡市立日高西中学校 豊岡市
豊岡市立日高東中学校 豊岡市
豊岡市立豊岡南中学校 豊岡市
豊岡市立豊岡北中学校 豊岡市
養父市立関宮中学校 養父市
丹波市立市島中学校 丹波市
丹波市立柏原中学校 丹波市
丹波市立和田中学校 丹波市

＜高等学校＞
県立御影高等学校 神戸市
県立神出学園 神戸市
県立須磨友が丘高等学校 神戸市
県立舞子高等学校 神戸市
神戸市立六甲アイランド高等学校 神戸市
県立西宮甲山高等学校 西宮市
県立西宮北高等学校 西宮市
武庫川女子大学附属高等学校 西宮市
県立宝塚北高等学校 宝塚市
県立姫路飾西高等学校 姫路市
県立福崎高等学校 神崎郡福崎町
県立大学附属高等学校 赤穂郡上郡町
県立篠山鳳鳴高等学校 篠山市
県立柏原高等学校 丹波市

＜大学・専門学校ほか＞
神戸大学 神戸市
神戸大学農学部 神戸市
神戸大学理学部 神戸市
関西学院大学総合政策学部 三田市
関西学院大学 西宮市
甲子園短期大学 西宮市
兵庫教育大学自然系地学 加東市
県立神戸特別支援学校 神戸市
県立神戸特別支援学校さわらび分教室 神戸市
県立のじぎく特別支援学校中学部 神戸市
県立こやの里特別支援学校 伊丹市
県立上野ヶ原特別支援学校 三田市
県立阪神特別支援学校 西宮市
兵庫栄養調理製菓専門学校 西宮市
県立阪神特別支援学校中学部 西宮市

＜県外＞
＜幼稚園＞

豊中文化幼稚園 大阪府
大正幼稚園 京都府

＜小学校＞
茨木市立玉櫛小学校 大阪府
茨木市立山手台小学校 大阪府
茨木市立春日小学校 大阪府
茨木市立西小学校 大阪府
茨木市立大池小学校 大阪府
羽曳野市立高鷲小学校 大阪府
高槻市立丸橋小学校 大阪府
高槻市立津之江小学校 大阪府
吹田市立北山田小学校 大阪府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追手門学院小学校 大阪府
大阪教育大学附属池田小学校 大阪府
池田市立呉服小学校 大阪府
池田市立細河小学校 大阪府
池田市立石橋小学校 大阪府
舞鶴市立新舞鶴小学校 京都府
舞鶴市立倉梯小学校 京都府
舞鶴市立大浦小学校 京都府
福知山市立庵我小学校 京都府
高知大学教育学部附属小学校 高知県

＜中学校＞
開明中学校 大阪府
関西大倉中学校 大阪府
帝塚山学院中学校 大阪府
同志社香里中学校 大阪府
大阪市立天満中学校夜間学級 大阪府
大阪市立東淀中学校 大阪府
福知山市立南陵中学校 京都府
海南市立下津第二中学校 和歌山県

＜高等学校＞
大阪府立泉北高等学校 大阪府
大阪府立北野高等学校 大阪府
箕面学園高等学校 大阪府
明浄学院高等学校 大阪府
豊中高校サイエンス・セミナー２００８ 大阪府
京都府立綾部高等学校 京都府
京都府立桃山高等学校 京都府
京都府立農芸高等学校 京都府
和歌山県立海南高等学校 和歌山県
岡山県立津山工業高等学校 岡山県
香川県立観音寺第一高等学校 香川県
愛媛県立松山南高等学校 愛媛県

＜大学・専門学校ほか＞
大阪大学理学部化学科 大阪府
大阪府立大学 大阪府
京都教育大学理科専攻 京都府
徳島文理大学 徳島県
大阪情報専門学校 大阪府

318校
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共催および協力事業等 

（他施設、他団体との連携事業） 

【キャラバン事業】 
地域名 開催場所（展示） 開催期間 テーマ ビジター数 

丹波 山南住民センター 2008.5.3-5 丹波竜フェスティバル 4339 

丹波 丹波市山南住民センター 2008.8.7～8.17 恐竜化石特別展 2230 

丹波 篠山市篠山市民センター 2008.8.21～8.31 発見された化石等の一般公開！ 946 

阪神北 県立一庫公園 2008.4.1-5.30 展示「日本の里山、ひょうごの里山」 43049 

阪神北 県立有馬富士公園 2008.5.3-4 ひとはくミニキャラバン in 春の

ありまふじフェスティバル 

11230 

神戸 兵庫県立大学神戸学園都市キャン

パス 

2008.9.23 ひとはくミニキャラバン in 県政

学会 

320 

阪神北 県立有馬富士公園 2008.10.18-19 ひとはくミニキャラバン in 秋の

ありまふじフェスティバル 

11680 

西播磨 神戸市立櫨谷中学校 2008.10.23-30 ひとはくキャラバン「君が未来のファ

ーブル博士！」博物館が学校にやって

くる 

1041 

神戸 神戸市立糀台小学校 2008.11.1-8 ひとはくキャラバン「君が未来のファ

ーブル博士！」博物館が学校にやって

くる 

1144 

神戸 神戸電鉄 谷上駅構内 2008.11.1-20 ひとはくミニキャラバン ファーブ

ル大作戦 

10163 

阪神北 川西市黒川 菊炭友の会活動地 2008.11.3 ミニ展示｢川西市黒川における絶滅危

惧植物エドヒガンの現状｣ 

110 

丹波 丹波の森公苑 2008.11.8-9 ひとはくミニキャラバン in 丹波

の森フェスティバル 

50 

淡路 淡路市立しづかホール 2008.11.9 ひとはくミニキャラバン in 淡路

のふれあいの祭典 

570 

神戸 神戸市立広陵小学校 2008.11.12-26 ひとはくキャラバン「君が未来のファ

ーブル博士！」博物館が学校にやって

くる 

1183 

神戸 神戸市立西脇小学校 2008.11.28-12.8 ひとはくキャラバン「君が未来のファ

ーブル博士！」博物館が学校にやって

くる 

1318 

神戸 神戸市立東舞子小学校 2008.12.10-18 ひとはくキャラバン「君が未来のファ

ーブル博士！」博物館が学校にやって

くる 

1879 

 

 

１．香美町（但馬） 

キャラバン参画者の所属 

 有限責任中間法人 ハチ北高原自然協会（ハチ北観光協会） 

セミナー名 実施日・時間 会場 参加

人数 

内容 講師 

ハチ北自然案内人講座・初

夏の自然観察会 

2008/6/3

－4 

兵庫県香美

町（ハチ北

高原） 

20  

植物の観察・同定と、どの場所に

何の植物があったかの花マップづ

くり 

高橋・秋山・

福田 

ハチ北自然案内人講座・秋

の自然観察会 
10/8 ハチ北高原 9  

キノコ類の観察・同定と、どの場

所に何があったかのキノコマップ

づくり 

高橋・秋山・

山本 
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２．丹波市（丹波） 

キャラバン参画者の所属 

丹波県民局、丹波市企画部恐竜を活かしたまちづくり課、上久下自治会、上久下振興会、篠山層群をしら

べる会、地元・県内在住ボランティア 

セミナー名 実施日・時間 会場 参 加

人数 

内容 講師 

丹波竜フェスティバル 展示

解説ツアー 

5/3 丹波市山南

住民センタ

ー 

91 丹波竜を展示したひとはく、西日本自

然系博物館ネットワーク各館の展示

を解説 

佐藤，松原 

丹波竜フェスティバル 展示

解説ツアー 

5/4 丹波市山南

住民センタ

ー 

152  丹波竜を展示したひとはく、西日本自

然系博物館ネットワーク各館の展示

を解説 

先山，小林，池

田 

第 2 次発掘速報 ＆ 恐竜化

石を活かしたまちづくりシン

ポジウム 

5/4 やまなみホ

ール 

340  恐竜化石の発掘報告が行われ、恐竜化

石を活かしたまちづくりに関して討

論が行われた 

中瀬，三枝 

丹波竜フェスティバル 展示

解説ツアー 

5/5 丹波市山南

住民センタ

ー 

143  丹波竜を展示したひとはく、西日本自

然系博物館ネットワーク各館の展示

を解説 

古谷，半田 

化石クリーニング体験 8/9 丹波市山南

町やまなみ

ホール 

70  サメ化石を使った化石クリーニング

の模擬体験から、化石クリーニングの

難しさを実感。 

池田・松原 

サマーキッズスクール・君も

たんばりゅう化石の発見者！ 

8/9 丹波市山南

住民センタ

ー 

39 丹波の恐竜化石の発掘残土から恐竜

化石を探す。 

池田・松原 

化石発見市民フォーラム 8/20 篠山市篠山

市民センタ

ー 

113 篠山層群産脊椎動物化石に関する講

演と参加者によるディスカッション 

三枝 

 

３．佐用町（西播磨） 

キャラバン参画者の所属 

佐用町教育委員会、佐用町三河地域づくり協議会、佐用町南光支所、佐用町上月支所、佐用町昆虫館、NPO

法人こどもとむしの会 

セミナー名 実施日・時間 会場 参加

人数 

内容 講師 

丹波の恐竜化石の学習 7/24 ひとはく恐

竜ラボ山南

ルームと発

見現場 

16  丹波の恐竜化石について、産状レプリ

カ等レプリカや化石、発掘現場を活用

して解説・学習 

三枝 

ナイトウォーク 7/24 丹波少/自然

の家 

16  カモフラージュや丹波の森について

ゲームを通して学習 

嶽山 

森の美術館 7/24 丹波少/自然

の家 

16  恐竜がひそんでいそうな場所を子ど

も達が探すプログラム 

嶽山 

博物館内の恐竜関連施設解説 7/25 人と自然の

博物館 

16  館の恐竜化石展示、ひとはく恐竜ラボ

を活用した解説・学習 

先山 

恐竜ピザの制作 7/25 人と自然の

博物館 

16  ピザの材料で恐竜の絵を描くプログ

ラム 

嶽山 

空想恐竜図鑑をつくろう 7/25 人と自然の

博物館 

16  歯や牙の化石から恐竜の全体像や生

活史を創造するプログラム 

嶽山 

計画づくりのために －協働

のまちづくり（佐用町）－ 

1/10 佐用町南光

支所 

40 地域づくり協議会による計画づくり

の策定方法 

藤本 
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４．川西市（阪神北） 

キャラバン参画者の所属 

  環境省、阪神北県民局、財団法人兵庫県園芸・公園協会一庫公園管理事務所、菊炭友の会 

セミナー名 実施日・時間 会場 参 加

人数 

内容 講師 

エドヒガン調査講習会 6/10 川西市黒川 10  
菊炭友の会のメンバーとともにエド

ヒガン調査の実習を実施 
石田・黒田 

北摂里山講座 12/13 
人と自然の

博物館 
150  

川西市とその周辺地域に偏在する絶

滅危惧植物エドヒガンの調査方法に

ついて実習を行った。 

服部，石田，黒

田 

里なび研修会 in 兵庫 12/20 

一庫公園お

よび川西市

黒川周辺 

55  

阪神北県民局との共催事業。北摂地域

に分布する里山林の現状と今後の保

全・管理のあり方について講義を行っ

た。 

服部，橋本，石

田，黒田 

北摂里山検定 1/11 
人と自然の

博物館 
137  

環境省との共催事業。台場クヌギとエ

ドヒガンの現状に関する講義のほか、

それらの調査方法について実習を行

った。 

服部，石田，橋

本，黒田 

 

５．芦屋市（阪神南） 

キャラバン参画者の所属 

NPO 法人さんぴーす・芦屋川に魚を増やそう会・芦屋市 

セミナー名 実施日・時間 会場 参 加

人数 

内容 講師 

芦屋川探検隊：水生生物を調

べてみよう 
7/27 

芦屋市  芦

有ゲート前 

芦屋川上流

域 

110  

芦屋川上流において水生昆虫や魚類

等の観察を行った。都市近郊にありな

がら、渓流域の多様な水生生物を観察

できるスポットを紹介した。 

三橋 

芦屋川で学ぼう、遊ぼう、子

ども探検隊 
10/24 芦屋川 45  

都市河川である宮川の河口から中流

にかけて、親子で川の中を歩いて、

様々な水生生物を観察した。 

三橋 

グリーンマップをつくろう 11/22 

あしや市民

活動センタ

ー 

30  
芦屋市の市街地において、モクズガニ

の夜間観察会を実施した。 
三橋 

芦屋川探検隊～恐竜の発掘現

場見学＆化石のレプリカ作り

～ 
2009/2/14 

人と自然の

博物館、丹波

市恐竜発掘

現場 

20  

芦屋川沿いの自然の状況を、一般の

方々とグリーンマップとして記入す

ることを試みた。 

三橋・遠藤、先

山、春名 

 

６．三田市（阪神北） 

キャラバン参画者の所属 

水辺のフィールドミュージアム研究会 ,ありまふじフェスティバル実行委員会，有馬富士公

園運営・計画協議会（兵庫県、三田市、人と自然の博物館、兵庫県園芸・公園協会、住民委

員）  

セミナー名 実施日・時間 会場 参加

人数 

内容 講師 

虫とりから学ぶ 2008/5/3-4 
県立有馬富

士公園 
31  

有馬富士フェスティバルの一貫とし

て、公園内にて昆虫採集と観察を行っ

た。 

大谷 

はじめてのバードウォッチン

グ 
2008/5/3-4 

県立有馬富

士公園 
28  

有馬富士フェスティバルの一貫とし

て、公園内にてバードウォッチングを

行った。 

遠藤 

春の草花しらべ 2008/5/3-4 
県立有馬富

士公園 
17  

有馬富士フェスティバルの一貫とし

て、公園内にて春の植物観察を行っ

た。 

藤井，福田 

プランクトン採集 2008/5/3-4 
県立有馬富

士公園 
58  

有馬富士フェスティバルの一貫とし

て、福島大池にて動物プランクトンの

採集と観察を行った。 

三橋 

カエルウォーク 2008/5/3-4 
県立有馬富

士公園 
39  

有馬富士フェスティバルの一貫とし

て、公園内の水田等にて両生類の観察

を行った。 

田口 
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７．三田市（阪神北） 

キャラバン参画者の所属 

ありまふじフェスティバル実行委員会，有馬富士公園運営・計画協議会（兵庫県，三田市，人と自然の博

物館，兵庫県園芸・公園協会，住民委員） 

セミナー名 実施日・時間 会場 参加

人数 

内容 講師 

自然観察講座 2008/10/18 県立有馬富

士公園 

10 有馬富士公園で見られる様々な植物

の観察会を行った。 

藤井 

自然観察講座 2008/10/19 県立有馬富

士公園 

10 有馬富士公園で見られる様々な植物

の観察会を行った。 

小舘 

 

８．神戸市（神戸） 

キャラバン参画者の所属 

神戸市立広陵小学校 

セミナー名 実施日・時間 会場 参 加

人数 

内容 講師 

化石のレプリカ作り 11/15 日 神戸市立広

陵小学校 

100  本物の化石（アンモナイト・三葉虫）

から自分で型どりをして、レプリカ製

作を行った。 

平松・春名 

 

９．神戸市（神戸） 

キャラバン参画者の所属 

   神戸市立西脇小学校 

セミナー名 実施日・時間 会場 参加

人数 

内容 講師 

化石のレプリカ作り 11/29 神戸市立西

脇小学校 

40 本物の化石（アンモナイト・三葉虫）

から自分で型どりをして、レプリカ製

作を行った。 

春名 

化石のレプリカ作り 12/8 神戸市立西

脇小学校 

81 本物の化石（アンモナイト・三葉虫）

から自分で型どりをして、レプリカ製

作を行った。 

平松・春名 

 

１０．神戸市（神戸） 

キャラバン参画者の所属 

神戸市立糀台小学校 

セミナー名 実施日・時間 会場 参加

人数 

内容 講師 

化石のレプリカ作り 12/3 神戸市立糀

台小学校 

70 本物の化石（アンモナイト・三葉虫）

から自分で型どりをして、レプリカ製

作を行った。 

平松・春名 

 

１１．神戸市（神戸） 

キャラバン参画者の所属 

神戸市立狩場台小学校 

セミナー名 実施日・時間 会場 参加

人数 

内容 講師 

化石のレプリカ作り 12/5 神戸市立狩

場台小学校 

38 本物の化石（アンモナイト・三葉虫）

から自分で型どりをして、レプリカ製

作を行った。 

平松・春名 

 

１２．神戸市（神戸） 

キャラバン参画者の所属 

神戸市立東舞子小学校 

セミナー名 実施日・時

間 

会場 参 加

人数 

内容 講師 

ミツバチの観察 12/18 神戸市立東

舞子小学校 

300 ミツバチの生態などについて、スライ

ドを使って子どもたちにわかりやす

く解説した。 

大谷 
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【アウトリーチプログラム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 地域 事業名 場所 開催日
博物館の
関わり方

連携相手 内容種別

4 阪神北 展示交流員養成講座 人と自然の博物館 2008/4/12 共催
特定非営利活動法人
キッピーフレンズ

そのほか

4 神戸
平成20年度「六甲山環境整備協
議会」

六甲山記念碑台周辺地
域

2008/4/1-2009/3/31 協力
六甲山自然保護センター
を活用する会

そのほか

4 神戸
平成20年度「六甲山魅力再発見
市民セミナー」

県立六甲山自然保護セン
ター

2008/4/1-2009/3/31 協力
六甲山自然保護センター
を活用する会

セミナー

4 神戸
森林ボランティアフォーラム「地球
温暖化と森林ボランティア」

兵庫県森林ボランティア
連絡協議会

2008/4/29 後援
ＮＰＯ法人　ひょうご森の
倶楽部

シンポジ
ウム

4 中播磨
～民俗学のふるさと・銀の馬車道
ふれあい事業～「歴民に化石が
やってくる！」～第2幕　中生代～

福崎町立神埼郡歴史民
俗資料館展示室

2008/4/26-5/11 共催 福崎町教育委員会 展示

4 神戸
平成20年度六甲山環境整備協議
会「環境調査の設計」

六甲山記念碑台周辺地
域

2008/4/1-2009/3/31 協力
六甲山自然保護センター
を活用する会

そのほか

4 大阪府 「恐竜と太古の海の生きもの」展
天保山マーケットプレース
ディスカバリールーム

2008/4/25-6/1 協力
大阪ウォーターフロント開
発株式会社

展示

4 大阪府
大阪市自然史博物館・特別展｛よ
うこそ恐竜ラボへ」

大阪市自然史博物館 2008/4/26-5/18 共催
ようこそ恐竜ラボ大阪実
行委員会

展示

4 阪神北
平成20年度ＮＰＯ法人さんぽくら
ぶ企画セミナー

人と自然の博物館ほか
2008/4/10,6/7,8/5,8/
21,8/28,9/22,10/1

協力
ひとはく連携活動グルー
プ　ＮＰＯ法人さんぽくら

セミナー

5 阪神北
ガキっこクラブ5月イベント　かえっ
こバザール

県立有馬富士公園 2008/5/3-4 共催
ひとはく連携活動グルー
プ　ガキっこクラブ

そのほか

5 北播磨
NPO法人北播磨市民活動支援セ
ンター　北播磨自然観察サポー
ターチーム活動への支援事業

小野市うるおい交流館エ
クラ

2008/5-2009/3 共催
NPO法人　北播磨市民活
動支援センター

そのほか

5 阪神北
2008猪名川町生涯学習カレッジ
「リバグレス猪名川」

猪名川町中央公民館ほ
か

2008/5/17,5/24,6/7,6
/21,7/5,7/26，9/6，
9/20，10/18，11/15，
11/22，12/20，
2009/1/17，2/14，3/7

共催
猪名川町生涯学習セン
ター

セミナー

5 神戸
環境フォーラム　ＩＮ　"神戸"～身
近な自然と都市との共存～

兵庫県看護協会　２Ｆ
「ハーモニーホール」

2008/5/15 後援 兵庫県神戸県民局
シンポジ
ウム

5 丹波
ゴールデンウイーク「恐竜フェス
ティバル」

コモーレ　センターコート 2008/5/2-6 協力
株式会社　丹波の森
ショッピングタウン

展示

5 神戸
東お多福山－草原の生物多様性
保全事業

六甲山東お多福山 2008/5-11 協力 ブナを植える会 その他

5 神戸 ミツバチの飼育と管理について 神戸女学院大学 2008/5/15 協力
神戸女学院大学人間科
学部

その他

5 阪神北
かわいい春をみつけよう　スペ
シャル　今年はホタルを見に行こ

三田市波豆川 2008/6/14 共催
ひとはく連携活動グルー
プ　run♪run♪plaza

セミナー

5 神戸
キリンビール神戸工場　ビオトープ
調査会

キリンビール神戸工場 2008/5/21,28 共催 キリンビール株式会社 そのほか

6 丹波 第3回　姫ボタルまつり 丹波市 2008/6/14-7/5 共催 姫ボタルまつり実行委員
会

その他

6 淡路 化石展「地球46億年の旅」
三原パルティ１階　セン
ターコート

2008/6/5-20 共催 南あわじ市教育委員会 展示

6 神戸
公開シンポジウム「COP10に向け
て　兵庫から　生物多様性を考え

神戸市生田文化会館 2008･6･28 共催 生物多様性JAPAN
シンポジ
ウム

6 大阪府
ブラジル，ブラジル！ひゃくねんめ
のアミーゴ

キッズプラザ大阪 2008/6/18-7/6 協力 キッズプラザ大阪 展示

6 阪神北
大谷先生と歩く，武庫川大曲ホタ
ル観察会

武庫川大曲 2008/6/8 協力
ゆりのきフィールドウォー
カー

セミナー

6 神戸
小学校自然学校「昆虫採集・標本
づくり」

神戸市立道場小学校 2008/6/24,7/10 協力 神戸市立道場小学校 そのほか

6 阪神南 ホタル観察の夕べ 宝塚市北部 2008/6/21 後援 宝塚市自然保護協会 セミナー

7 北播磨
①昆虫採集と標本づくり②昆虫展
「北はりま昆虫展」

北はりま田園空間博物館
2008/7/12，7/25，
8/2-17

共催
ＮＰＯ法人　北はりま田園
空間博物館

展示・セ
ミナー

7 阪神北 ドリームスタジオ体験セミナー 人と自然の博物館 2008/7-9 共催 NPO法人　人と自然の会 セミナー

7 但馬
「森の妖精との素敵な出会い」ヒメ
ボタル鑑賞会

ハチ北高原 2008/7/12-13 共催
有限責任中間法人ハチ
北高原自然協会

その他

7 阪神北
科博コラボミュージアム　in　ひと
はく「絶滅のおそれのある植物」

人と自然の博物館 2008/7/1-13 共催
独立行政法人国立科学
博物館

展示

7 淡路 花と虫の物語－南米の昆虫たち
淡路夢舞台「奇跡の星の
植物館」

2008/7/26-8/31 共催
財団法人淡路花博記念
事業協会

展示・セ
ミナーそ
の他

7 北播磨

国史跡広渡廃寺跡歴史公園夏季
特別展-今年の夏は，広渡廃寺で
化石を見よう！－「植物化石の魅
力をさぐる」

国史跡広渡廃寺跡歴史
公園　ガイダンスホール

2008/7/19-9/15 共催 小野市教育委員会 展示

7 大阪府
たかつき子ども自然体験学校　昆
虫標本づくり

大阪府衛生会地域交流
支援センター

2008/7/20, 8/24 共催
特定非営利活動法人　た
かつき

セミナー

7 神戸 恐竜ふれあい展 瑞宝園 2008/7/20-8/31 共催
地方職員共済組合　有馬
保養所瑞宝園

展示

7 神戸
兵庫県立六甲山自然保護セン
ター　夏休み特別展示

六甲山自然保護センター 2008/7/20-8/31 共催 兵庫県神戸県民局 展示

7 西播磨
平成20年度西播磨エコプレーヤー
塾

西播磨総合庁舎 2008/7/4 協力
兵庫県西播磨県民局県
民生活部環境課

セミナー

7 島根県
夏期企画展「びっくり！どっきり！
大化石展」

島根県三瓶自然館 2008/7/4-9/28 協力 島根県三瓶自然館 展示

8 阪神南 第4回　みやまあかね祭り 宝塚ゴルフクラブ 2008/8/25 共催
ひとはく連携活動グルー
プあかねちゃんクラブ

そのほか

8 神戸
2008年夏の六甲山「子どもパーク
レンジャー」を育てよう

神戸市立六甲山小学校・
記念碑台周辺

2008/8/3 協力
六甲山自然保護センター
を活用する会

その他
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8 阪神北

兵庫県立人と自然の博物館"ひと
はくファーブル大作戦！”プレイベ
ント「ひとはくファーブル大作戦！
（鳴く虫編）」

中兵庫信用金庫　ウッ
ディタウン支店

2008/8/6-9/5 共催
中兵庫信用金庫ウッディ
タウン支店

展示・セ
ミナー

8 丹波 丹波竜サマーキッズスクール 山南住民センター 2008/8/7-10 共催
丹波市役所・丹波市恐竜
を生かしたまちづくり協議

展示・セ
ミナー

8 丹波 恐竜化石特別展示会 山南住民センター 2008/8/11-17 共催 丹波市役所 展示

8 丹波
化石発見市民フォーラム・化石一
般公開

篠山市民センター 2008/8/20-31 共催 篠山市役所
展示・シ
ンポジウ

8 阪神北 昆陽池フォーラム
伊丹市労働福祉会館（ス
ワンホール）　大ホール

2008/8/31 共催 伊丹市
シンポジ
ウム

9 三重県
関西の恐竜時代～併催：古琵琶
湖層群の化石

伊賀市歴史民俗資料館 2008/9/24-12/23 協力
財団法人　伊賀市文化都
市協会

展示

9 神戸
シャガール展・ファーブル大作戦
に関する連携

兵庫県立美術館 2008/9/2-10/19 共催 兵庫県立美術館
展示・セ
ミナー

10 阪神北 企画展「いきもののかたち」
三田市有馬富士自然学
習センター

2008/10/11-
2009/1/12

共催
三田市有馬富士自然学
習センター

展示

10 阪神南
芦屋川で学ぼう、遊ぼう、子ども探
検隊

芦屋川 2008/10/24 共催 芦屋川に魚を増やそう会
セミナー・
その他

10 大阪府 丹波ツアー
上久下地域づくりセン
ター，山南ひとはくラボほ

2008/10/28 共催
豊中駅前まちづくり推進
協議会

そのほか

10 大阪府
特別展　地震展2008-今、わかっ
ていること・知ってほしいこと-

大阪自然史博物館 2008/10/25-12/7 協力 大阪自然博物館 展示

10 阪神北 里山観察会 能勢妙見山 2008/10/26 協力 川西里山クラブ セミナー

11 阪神北

丸山湿原エコミュージアム推進協
議会　発足記念フォーラム　みん
なで湿原をまもるには～湿原の生
物多様性　その保全と再生～

宝塚西谷の森公園　多目
的室

2008/11/2 協力
丸山湿原エコミュージア
ム推進協議会

フォーラ
ム

11 西播磨 がんばれ昆虫館セール 佐用町昆虫館 2008/11/30 協力 NPO法人子どもと虫の会 そのほか

11 神戸
神戸大学学園祭「六甲祭」第2ス
テージ

神戸大学六甲台地区キャ
ンパス

2008/11/8-9 協力 神戸大学放送委員会 そのほか

12 阪神北 昆虫学公開研究発表会
人と自然の博物館　ホロ
ンピアホール

2008/12/13 共催 日本昆虫学会近畿支部
シンポジ
ウム

12 淡路 化石展「和泉層群の世界」
三原ショッピングプラザ・
パルティ１階　センター

2008/12/10-
2009/1/31

共催 南あわじ市教育委員会 展示

1 淡路 北淡活断層シンポジウム２００９
北淡震災記念公園セミ
ナーハウス

2009/1/10 共催
北淡活断層シンポジウム
実行委員会

シンポジ
ウム

1 阪神北
三田市小学校理科担当者会及び
三田市教育研究グループ理科部
会の合同授業研修会

人と自然の博物館，富士
が丘化石公園

2009/1/22 共催
三田市教育研究グルー
プ理科部会

セミナー

1 神戸 おもしろ理科教室 神戸市立有野児童館 2009/1/28 協力 神戸市立有野児童館 セミナー

1 阪神南
阪神・淡路大震災　犠牲者追悼の
つどい　第14回　あなたの思いを
灯してください

伊丹市昆陽池公園 2009/1/16-17 協力
ボランティア団体　ユー・
アイ・アソシエーション

その他

1 阪神北 公開授業「大地をさぐる」
人と自然の博物館，富士
が丘化石公園

2009/1/21，28 協力 三田市立狭間小学校 セミナー

1 淡路 淡路夢舞台ラン展2009
兵庫県立淡路夢舞台温
室「奇跡の星の植物館」

2009/1/24-3/1 協力
財団法人淡路花博記念
事業協会

展示

1 西播磨
蔵出し資料展　播磨のファーブル
大上宇市の昆虫記

たつの市役所新宮総合支
所ロビー

2009/1/6-2/10 協力
たつの市教育委員会文
化財課

展示

1 神戸
地球だい好き環境キャンペーン
「自然のたからもの～丹波竜＆コ
ウノトリに会おう！～」

大丸神戸店9階特設会場 2009/1/7-12 共催 NHK神戸放送局 展示

1 阪神南
丸山湿原エコミュージアム推進協
議会　第3回丸山湿原セミナー

県立宝塚西谷の森公園
多目的室

2009/2/28 協力
丸山湿原エコミュージア
ム推進協議会

セミナー

2 丹波 節分草まつり 江古花園 ２００９／２／８ 後援 江古花園 そのほか

2 中播磨
ひとはくファーブル大作戦　in　柳
田記念館

（財）柳田國男・松岡家顕
彰会記念会館2階　講堂

2009/2/14-3/22 共催
財団法人　柳田國男・松
岡家顕彰会記念館

展示・セ
ミナー

2 東播磨
資料展示「見て､読む大恐竜展
～失われた地球最大の生きもの
たち～」

兵庫県立図書館　調査相
談室・郷土資料館

2009/2/20-3/18 協力 兵庫県立図書館
展示・そ
のほか

3 阪神北 第7回展示交流員養成講座 人と自然の博物館 2009/3/29-4/25 共催
特定非営利活動法人キッ
ピーフレンズ

セミナー

3 阪神北
第1回　関西･中国地区のチョウ類
の保全を考える集い

人と自然の博物館　第セ
ミナー室

2009/3/1 共催
特定非営利活動法人　日
本チョウ類保全協会

シンポジ
ウム

3 東播磨
天文春分祭「天文ひとはく科楽セ
ミナー」

明石市立天文科学館 2009/3/20-22 協力 明石市立天文科学館 セミナー
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サイエンスショー2008出展者一覧 

No タイトル 所属 氏名 

1 デジタル紙芝居  フロアスタッフ 

2 葉脈標本をつくろう 県立神戸高等学校 稲葉浩介 

3 ゾウムシ学序論 人と自然の博物館 沢田佳久 

4 チリメン DE BINGO 県立伊川谷北高等学校 名生修子 

5 音の世界へ Let’s Go! 県立三田祥雲館高等学校 景山嘉祐 三戸尚美 

6 ミンミンゼミを作ろう 県立篠山鳳鳴高等学校 宇治宮隆文 

7 ロボット ビー・エル・オートテック(株） ビー・エル・オートテック 

8 風景を見る！万華鏡 宝塚市荒井小学校 赤松祐人 井上千和 

9 シャボン玉で遊ぼう 県立小野高等学校 小野高校科学部 

10 天然ビーズアクセサリー 県立湊川高等学校 新井敏夫 

11 押し花のしおりづくり 人と自然の会 花工房 人と自然の会 

12 彩色勾玉 人と自然の会 古代の会 人と自然の会 

13 バランストンボ・浮沈子 ケニス株式会社 玉谷勝彦 

14 電気のしくみを体験しよう 関西電力株式会社 関西電力株式会社 

15 見える？右手の法則 神戸市立有野北中学校 佐藤善信 

16 水に浮くもの沈むもの 丹波市立西小学校 渡辺克己 

17 まゆ玉でつくる指人形 県立篠山鳳鳴高等学校 篠谷和彦 

18 プラナリア再生の秘密 県立有馬高等学校 土居恭子 

19 カラースライム作り  フロアスタッフ 

20 ペットボトルでビーズづくり  フロアスタッフ 

21 あそぼう！水の実験  フロアスタッフ 

22 古代船をつくろう！  県立考古博物館 

23 －196℃の世界を体験 県立明石高等学校 東田純一 

24 放射線 or 放射能って何 県立丹波の森協会 足立幸謙 

25 自分の DNA を抽出しよう 県立小野高等学校 片山貴夫 

26 ブタの目の解剖 県立鈴蘭台西高等学校 深水正和 

27 ウミホタルの発光 県立兵庫高等学校 奈島弘明 

28 風に向かって進む風車カー 神戸市水の科学博物館 OB 齋藤賢之輔 

29 惑星ヤジロベーをつくろう！ 人と自然の会 星の会 人と自然の会 

30 日食を観察しよう 県立有馬高等学校 谷川智康 

31 アルギン酸ボール 丹波市立和田中学校 中西勝廣 

32 紫キャベツで CO2 センサー 県立伊川谷北高等学校 名生修子 

33 水溶液の仲間分け 丹波市立西小学校 細見隆明 

34 聴診器 神戸市立兵庫商業高等学校 山本恵昭 

35 ガリレオプロジェクト 県立須磨東高等学校 サイエンス部 

36  簡単な手作り楽器 篠山養護学校 足立晃一郎 
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ひとはくフェスティバル’08参画団体リスト（順不同） 

 

■実行委員会・後援・協賛 

１．兵庫県阪神北県民局 

２．株式会社北摂コミュニティー開発センター 

３．株式会社ミツカングループ本社 

４．財団法人兵庫丹波の森協会 

５．神戸三田新阪急ホテル 

６．中兵庫信用金庫 

７．株式会社エフコーポレーション 

 

■ステージ開催団体 

１．三田学園高等学校 

２．県立西陵高等学校 

３．県立有馬高等学校 

４．県立祥雲館高等学校チアリーディング 

５．県立祥雲館高等学校吹奏楽部 

６．県立北摂三田高等学校 

 

■イベント開催団体 

１．神戸市立須磨海浜水族園ボランティア 

２．みんぱくミュージアムパートナーズ 

３．西宮市貝類館 

４．篠山チルドレンズミュージアム「ミュージアム・クラブ」 

５．キッズプラザ大阪 

６．三田マッキントッシュ・ユーザーズグループ 

７．三田さんでぃプロジェクト実行委員会 

８．考古博物館ボランティア・考古楽倶楽部 

９．九州国立博物館 

１０．伊丹市昆虫館友の会 

１１．ささやまの森公園運営協議会 

１２．やしろの森公園運営協議会 

１３．ゆめさきの森公園運営協議会 

１４．国見の森公園運営協議会 

１５．なか・やちよの森公園運営協議会 

１６．宝塚西谷の森公園 

１７．兵庫県立有馬富士公園 

１８．三田市立有馬富士自然学習センター 

１９．ミュージアムショップ(株)エフコーポレーション 
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２０．兵庫陶芸美術館 

２１．明石市立天文科学館 

 

■イベント開催団体（ひとはく連携グループ） 

１．run♪run♪plaza 

２．テネラル 

３．NPO 法人 人と自然の会「ネイチャー・クラフトクラブ」 

４．NPO 法人 人と自然の会「里山クラブ」 

５．NPO 法人 人と自然の会「花工房」 

６．NPO 法人 人と自然の会「古代の会」 

７．NPO 法人 人と自然の会「理科ボックスクラブ」 

８．NPO 法人 人と自然の会「みつばち研究会」 

９．NPO 法人 人と自然の会「星の会」 

 

■飲食系出店団体 

１. ボーイスカウト三田第一団  

２. 社会福祉法人まほろば 

３. ミツカンよかわビオトープ倶楽部 

４. 神戸三田新阪急ホテル 

５. ガールスカウト日本連盟兵庫県第 90 団 

６. 企業組合氷上つたの会 

７. あいな育みの会（あいな茶屋） 

 



イベント名 　 内容 参加者数 実施回数
デジタル紙芝居 「アリマキのドロップ」 1340 57

「たんぽぽレストラン」 804 22
「ぶくぶくあわわ～森から川へのおくりもの～」 1410 57
「コウちゃんの60日間」 155 4
「スミスネズミと100年の森」 1462 94
「ススキ草原のオーケストラ」 680 32
「アリクイサスライアリ」 822 15
「ファーブルふん虫記」 1105 49
「うりんぼのごちそう」 640 33

レトロ紙芝居 「ファーブルふん虫記」 1105 49
展示解説 「ボルネオジャングル探検」 1145 78

「いのちの歴史ツアー」 84 8
「丹波の恐竜化石ツアー」 495 23
「ファーブルにまなぼうツアー」 588 46
「氷上回廊」 18 3

フロアスタッフとあそぼう 「うきうきおりがみ」 54 4
「虫ムシ宝探しラリー」 109 6
「画はくの日」 358 25
「恐竜万華鏡づくり」 118 4
「たんぽぽの切り紙あそび」 75 4
「川で魚つり」 211 8
「葉っぱDEカルタ」 53 4
「シダDEカルタ」 20 2
「くるくるとぶたね」 61 4
「風にのってとぶたね」 44 2
「かたつむりペーパークイリング」 36 2
「リサイクル工作」 118 7
「アメリカマストドンのうちわづくり」 35 2
「ひとはく化石ツアー」 62 2
「昆虫バルーンアート～トンボをつくろう」 79 3
「昆虫万華鏡づくり」 112 5
「クリスマス万華鏡づくり」 51 2

57 1

134 9

「ファーブルクイズ大会①②」 238 11
「クイズ王大会」 61 1
「ムシがお　おめんを作ろう！」 95 4
「ファーブル昆虫おりがみ」 102 6
「スノーボトルをつくろう！」 16 1
「おり紙でクリスマスリースをつくろう！」 7 1
「コルクでリースづくり」 14 1
「ぐるぐるモビール」 43 3
「折り紙の小さなおひな様」 1 1

深田公園うきうき探検隊
68 7

そのほか 「特注デジタル紙芝居」 708 26
「特注ラボレク」 441 18
「特注展示室ツアー」 12 1

合計 15446 747

「ファーブル昆虫ペーパークラフト」
（内訳：ちょうちょペーパークイリング、昆虫切り紙）

テーマ：「初夏の草花」、「初夏の公園の植物」、「盛夏
の公園の植物」、「苔と落ち葉」、「冬枯れの中の苔」、
「冬の鳥」

フロアサービス実績一覧　2008年度　（08年4月～09年3月）

「治虫、オサムシどんな虫？」と手塚治虫記念館ぬりえ大会」
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◆科研費等助成金

課　題　名 件　　　名 助成元 代表者氏名 分担者氏名
金額
（千円）

人間環境としての照葉樹林の植物学的解析－中国と日本を対比して－
科研費（海外学
術基盤B）

日本学術振興会岩槻邦男 橋本佳延 2,730

自然史系博物館の連携研究員養成法の研究 科研費（基盤C） 日本学術振興会岩槻邦男
高橋　晃・春
名潤一・川東
丈純

1,560

篠山層群産恐竜化石の研究 科研費（基盤B） 日本学術振興会三枝春生
松原尚志・池
田忠広 6,110

有孔虫化石の群集解析によるペルム系・三畳系石灰岩の起源と搬入・
定置過程

科研費（基盤C） 日本学術振興会小林文夫 - 1,690

近畿三角帯とその周辺地域の中期更新世テクトニクスと地形発達 科研費（基盤C） 日本学術振興会加藤茂弘 - 3,120

第四紀黎明期の地磁気攪乱－気候とのリンク 科研費（基盤B） 日本学術振興会兵頭政幸 加藤茂弘 520

博物館等での「演示」の実施による環境学習効果の研究 科研費（基盤C） 日本学術振興会八木　剛
客野尚志・川
東丈純 2,600

双子葉植物から単子葉植物への進化の道すじの推定―単子葉植物の
起源を探る第一段階―

科研費（基盤C） 日本学術振興会田村実 布施静香 65

雄しべが動いて性が変わる：フレキシスタイリーの起源と進化に関する
研究

科研費（若手B） 文部科学省 高野温子 - 1,300

アリ類種多様性はアリ擬態グモの多様性創出の鋳型となっているか 科研費（基盤C） 日本学術振興会橋本佳明
遠藤知二・市
岡孝朗 1,690

照葉型里山林の生物多様性保全に係わる基礎的研究
科研費（基盤
Ｃ）

日本学術振興会服部　保
石田弘明・黒
田有寿茂 1,430

米国・公園区を事例とした官民協働による地域マネジメント手法に関す
る研究

科研費（若手
Ｂ）

文部科学省 赤澤宏樹 - 1,430

フラクタルと自己相関による都市の空間解析とそれに基づく環境評価シ
ステムの構築

科研費（若手
Ｂ）

文部科学省 客野尚志 - 520

ジャワ島中部地震被災地における居住環境の復興に関する総合的研
究

科研費（基盤A） 日本学術振興会重村力 山崎義人 250

口述集積型データーベース(LUDS）を用いた自律型景観利用の促進計
画

科研費（基盤B） 日本学術振興会神吉紀世子山崎義人 600

コウノトリはなぜ豊岡盆地で生き残れたのか？－標本と歴史資料が語
る生態系のしくみ－

科研費（基盤
Ｃ）

日本学術振興会三橋弘宗 - 1,560

アジア産旧世界ザルの道具使用等社会行動に関する研究とその保全
科研費（海外学
術基盤B）

日本学術振興会渡邊邦夫 三谷雅純 650

治水と希少水生生物の保全は両立するか 科研費（基盤C） 日本学術振興会田中哲夫 - 1,300

ミツバチの尻振りダンスは擬似飛行ではないだろうか 科研費（萌芽） 日本学術振興会大谷　剛 - 500

29,625合計
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◆受託研究等

件　　名 委託元 受託者
金額
（千円）

平成20年度オグラコウホネ等管理業務委託 兵庫県丹波県民局 服部　保 1,160

シダ類，ラン類の栽培等業務 財団法人ひょうご環境創造協会服部　保 1,700

平成20年度尼崎の森中央緑地地域性苗木栽培業務 阪神南県民局 服部　保 1,100

平成20年度　自然環境調査補足業務（経年変化調査） 三田市 服部　保 1,500

平成２０年度川西市北部の里山の現状調査 川西市 服部　保 2,000

平成20年度北摂里山検定業務 阪神北県民局 服部　保 500

国道178号道路緑化作業推進業務 株式会社長大 服部　保 286

ウチワゴケ栽培業務
株式会社綜合技術コンサルタ
ント中国支店

服部　保 120

キリンビール神戸工場内レフュジアビオトープ創出に関す
る研究

キリンビール神戸工場 田中哲夫 700

ひょうごの川・自然環境調査に関する分任業務 兵庫県県土整備部河川計画室
三橋弘宗・田中哲
夫・服部　保 4,500

パークマネジメントの人材養成に関する研究　その２ 兵庫県阪神北県民局 藤本真里 1,000

ミツカンよかわビオトープと生物多様性に関する研究 株式会社ミツカングループ本社 藤本真里 750

加古川小野線道路改築事業にともなう生痕化石露頭の保
存と学校教材化に関する研究

東播磨県民局 先山　徹 1,700

隔離分布する植物を用いた生活史レベルでの種の認識に
関する研究

新技術開発財団　植物研究助成布施静香 1,300

共同利用研究費 京都大学霊長類研究所 三谷雅純 125

水源地域におけるダムと周辺森林相互
作用の生態学的研究

（財）ダム水源地環境整備センター江崎保男 300

中山間地域における限界集落の増加が生物多様性に与
える影響

平成20年度兵庫県立大学特別
教育研究助成金

石田弘明 600

国営明石海峡公園神戸地区における参画団体群のソー
シャルキャピタル形成と利用増進の可能性

（財）公園緑地管理財団研究助成赤澤宏樹 600

地域活動支援 JST 山崎義人 190

小屋に着目した「生業景観」の保全に関する研究 兵庫県立大学特別教育研究助成金奨励金山崎義人 700

コベルコ環境創造基金 株式会社神戸製鋼所 中瀬勲 1,000

ボルネオジャングルスクール （財）日本児童教育振興財団 1,700

ボルネオジャングルスクール 学校法人　神戸創志学園 500

簡単で効果あり！ニュータウンの自然を再生する方法を
おしえます

花王コミュニティー・ミュージア
ム・プログラム 500

水源地域におけるダムと周辺森林相互
作用の生態学的研究（新規）

（財）ダム水源地環境整備センター江崎保男 300

24,831合計
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