ひとはくキャラバンって、なに？
東西南北に広く、さまざまな気候がみられる兵庫県では、地域ごとに特徴的な自然がは

ひとはくが考える、ひょうごの未来
〜ひょうご・エコネット・ミュージアム〜
いろいろな地域が自然・環境・文化につい

ぐくまれ、人と自然の関わりの中で生まれた独自の文化が残されてきました。しかし残念

ての情報を発信し､ 地域間の交流が活発にな

なことに、社会の変化にともない、そのような地域の “たからもの” を子どもたちに伝え、

って網の目のようにつながれば､ 兵庫県全体

まわりの人々と分かち合う場が失われつつあります。

があたかも一つの博物館のような姿にかわっ

人と自然の博物館（通称：ひとはく）は、兵庫の自然・環境・文化のすばらしさを一人

ていくでしょう。これまで以上に自然の不思

でも多くの方と共有し次世代に伝えてゆきたいと考え、平成 1 4 年から「ひとはくキャラ

議､ おもしろい文化に出会える素敵なひょう

バン」事業を展開しています。多彩なメニューをご用意しております。わたしたちと一緒

ごの未来の実現に､ ひとはくは貢献したいと

に、もう一度自分の住んでいる町の、“ここにしかない” 良さを見つけてみませんか？

考えています。

どんなことができるの？
ギャラリー
みんなでテーマを決め、地域の公共施設などを会場として、ひとはく
の展示物と地域の方から募ったさまさまな “たからもの” を展示して、
地域の自然・環境・文化の魅力を紹介することができます。

セミナー
自然・文化のすばらしさや自然とのつきあい方を学べる様々なセミナー
を催します。地域の自然・文化に詳しい地元の方にお話しいただいたり、
ひとはくの研究員が講師をつとめたりします。

リサーチプロジェクト
地域の自然・文化について地域の方とひとはくの研究員が一緒に調べ
ます。調査に必要な専門知識や技術をひとはくがみなさまに提供します
が、大人から子どもまで誰でも参加できるテーマや方法を使っています。
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これまでの開催地域（平成 14 〜 17 年度 )
神戸地域
神戸市立農業公園 ( 神戸市）
コープこうべ生活文化センター ( 神戸市）
兵庫県立神戸生活創造センター ( 神戸市）
兵庫県立六甲山自然保護センター ( 神戸市）

阪神南地域
西宮市 貝類館（西宮市）
甲子園浜自然環境センター（西宮市）
西宮市立郷土資料館 ( 西宮市）
尼崎市立青少年センター ( 尼崎市）

阪神北地域
伊丹市昆虫館（伊丹市）
兵庫県立有馬富士公園（三田市）
兵庫県立一庫公園 ( 川西市）
宝塚市立教育総合センター ( 宝塚市）

東播磨地域
明石市立文化博物館（明石市）
播磨中央公民館（播磨町）
養田公会堂 ( 加古川市）

北播磨地域
北はりま田園空間博物館 ( 西脇市）
山田錦の館 ( 吉川町）
小野市うるおい交流館 ( 小野市）
箸荷むらづくり館 ( 多可町：旧 加美町）

中播磨地域
姫路市伊勢自然の里 ( 姫路市）
姫路市環境ふれあいセンター ( 姫路市）
兵庫県立歴史博物館 ( 姫路市）

とのみね自然交流館（大河内町）

西播磨地域
赤穂市立図書館 ( 赤穂市）
一宮町歴史資料館 ( 一宮町）
上郡町立中央公民館 ( 上郡町）
佐用町立文化情報センター ( 佐用町）

但馬地域
但馬文教府 ( 豊岡市）
ヒメハナ公園ウツギの館（朝来市：旧 山東町）
豊岡市立コウノトリ文化館・コウノピア（豊岡市）
竹野町公民館（豊岡市：旧 竹野町）
竹野町御用地館（豊岡市：旧 竹野町）
山東町中央公民館（朝来市：旧 山東町）

丹波地域
ささやまの森公園（篠山市）
丹波の森公苑 ( 丹波市）
山南薬草薬樹公園アラヤ薬草ホール
（丹波市：旧 山南町）

淡路地域
国立淡路青年の家（南あわじ市）
淡路ワールドパーク ONOKORO（南あわじ市）
沼島ターミナルセンター（南あわじ市）
緑町町民センター ( 南あわじ市：旧 緑町）
北淡町震災記念公園セミナーハウス
( 淡路市：旧 北淡町）
三原町立中央公民館 ( 南あわじ市：旧 三原町）
淡路ファームパーク・イングランドの丘
( 南あわじ市：旧 三原町）

２

ひとはくキャラバンは地域の皆さんと
ギャラリー

地域の ” たからもの ” をひとはくの展示物を交えて紹介し
ます。展示に必要なさまざまな道具もお貸ししています。

多彩なメニューに取り組みます！
セミナー

地域の” たからもの” を伝えたい

地域のみなさまと協力して､身近な自然や文化のすばらしさ
を伝えます。

私たちといっしょに
自然を利用したかつて
の生活を子ども達に伝
えませんか？↓

↑
郷土の文化と自然のかかわりを伝えたい

農業と自然の関わりを伝えたい

普段は見る機会のない
夜の自然を研究員や地域
の大人といっしょに観察
しました。

リサーチプロジェクト

↑
高校生が地域の自然や文
化を学び、寸劇で伝えまし
た。

地域の自然や文化について、大人も子どももいっ
しょになって調べます。

六甲山でのイノシシの目撃情報を集め､ 大
きな地図を会場に設置して、目撃した場所
地元の愛好者のコレクションを
紹介します

小学生の環境学習の発表の場としても
ご活用ください！

にシールを貼っていく方法で分布図をつく
りました。身近にイノシシがたくさんいるこ
とに驚く声が多く寄せられました｡

ひとはくからも様々な展示を紹介します！
普段は見られない生き物や化石を
紹介します

ひとはくの水槽で魚などを
生きたまま

千種川にすむ水生生物をみんなで調べ､
分布の様子が一目でわかるように地図の
上に巨大な封入標本をつくりました。
魚などは地域の方が採集したものを
紹介します

３

４

学校キャラバン「学校が博物館」
もっと理科が好きになる！
ひとはくは､ 理科好きの子どもたちを応援します！ ある日突然、学校が博物館に様変
わり！ 日ごろ教科書や図鑑の写真でしか見たことがなかったものが学校にやってきます。
ホンモノの迫力を存分に味わってください。 子どもたちにとって、 毎日学校に行くのが
楽しくなるような企画です。

ひとはくがみんなの学校にやってくる!!
わかりやすいセミナー
博物館の研究員による楽しいセミナーです。専門的なことをわかりやすく説明します。実習や
野外観察にもチャレンジしてみませんか？

わくわくする展示
博物館の収蔵庫からとっておきの標本・はく製などを紹介します。
どれも子どもたちに人気のも
のばかりです。

これまでの開催校一覧（平成15〜17年度)（＊は理数大好きモデル地域事業指定校）

学校の教室、
ランチルーム、体育館、廊下な
ど、あらゆるスペースが展示室に変身します。
子どもたちに理科の楽しさを伝えていただけ
るよう先生方向けの展示解説もひとはく
研究員がいたします。
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神戸地域

中播磨地域

西播磨地域

・神戸市立成徳小学校
・神戸市立西山小学校
・神戸市立湊川多聞小学校
＊神戸市立糀台小学校

＊姫路市立青山小学校
・姫路市立伊勢小学校
・姫路市立水上小学校
・姫路市立四郷小学校
＊姫路市立峰相小学校
＊姫路市立飾磨小学校
・姫路市立大津小学校
＊姫路市立山田小学校

・兵庫県立伊和高等学校

阪神南地域
＊西宮市立山口小学校

阪神北地域
・伊丹市立鴻池小学校

但馬地域
・豊岡市立三江小学校

丹波地域
・篠山市立城北小学校

淡路地域
・南あわじ市立沼島中学校
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ひとはくキャラバンの主役はみなさんです！
キャラバンに参画いただいた方々の所属団体 ( 平成 14 〜 16 年度）
神戸地域
（財）ひょうご環境創造協会
ひょうご環境交流センター
ＮＰＯ法人
六甲山と市民のネットワーク
ＮＰＯ法人人と自然の会
神戸県民局環境部
神戸県民局企画県民部
神戸県民局県土整備部
神戸市小学校教育研究会理科部会
神戸市森林整備事務所
神戸市総合学習センター
神戸市総合児童センター
神戸市立青少年科学館
神戸市立埋蔵文化財センター
神戸大学発達科学部
こうべ森の学校
国土交通省六甲砂防事務所
農・都共生ネットこうべ
兵庫県立神戸生活創造センター
兵庫県立神戸生活創造センター
兵庫生物学会
ブナを植える会
六甲山自然保護センターを活用する会

阪神南地域
あまがさきホタルを育てる会
尼崎市企画財政局都市制作部
都市政策課
尼崎市教育委員会歴博・文化財担当
尼崎市美化環境局環境対策部
環境対策課ルーム・エコクラブ
尼崎市立尼崎北小学校
尼崎市立北難波小学校
尼崎市立小園小学校
尼崎市立成文小学校
尼崎市立青少年センター
尼崎市立園田東小学校
尼崎市立立花南小学校
尼崎市立西小学校
尼崎市立武庫北小学校
尼崎市立武庫の里小学校
ＮＰＯ法人こども環境活動支援協会
自然と文化の森協会
宝塚野鳥の会
仁川の自然を考える会
西宮市
西宮市郷土資料館
西宮自然保護協会
日本野鳥の会兵庫支部
阪神南県民局県土整備部
西宮土木事務所
雲雀が丘景観保全部会
兵庫県県土整備部企画調整局
２１世紀の森担当
ひょうご２１世紀記念事業
推進連絡協議会

阪神北地域
あーす・いたみ
アサギマダラを調べる会
有馬富士公園運営・計画協議会
有馬富士自然学習センター
ありまふじフェステバル ʻ０４春
企画実行委員会
池田・人と自然の会
伊丹市昆虫館
猪名川町都市整備課
大阪昆虫同好会

川西自然教室
川西市水と緑の推進課
ガキっこクラブ
篠山チルドレンズミュージアム
（財）兵庫県園芸・公園協会
一庫公園管理事務所
小・養護学校理科・環境担当者会
末広小学校
小・養護学校理科・環境担当者会
中山五月台小学校
吹田自然観察会
宝塚市環境経済部環境管理課
宝塚市教育総合センター
宝塚市自然保護協会
中学校理科担当者会 御殿山中学校
中学校理科担当者会 高司中学校
特定非営利活動法人
野生生物を調査研究する会
トンボ池に親しむ会
阪神県民局宝塚土木事務所
一庫公園運営協議会
「ひとくらセルフガイドマップ
ぷろじぇくと」
兵庫県公園緑地課
水資源公団一庫ダム管理所
南大阪昆虫同好会

東播磨地域
明石市立文化博物館
いなみ野ため池ミュージアム
推進実行委員会
加古川市環境部
加古川市立若宮小学校
加古川市立浜の宮中学校
加古川流域環境ネット
株式会社一成
グリーングラス
北播磨県民局地域振興部
三木土地改良事務所
神戸新聞東播支社
国土交通省近畿地方整備局
姫路河川国道事務所
国立明石工業高等学校専門学校
播磨ウエットランドリサーチ
播磨環境教育研究会
播磨町産業生活課
播磨町中央公民館
東播磨県民局
東播磨県民局企画調整部
地域課題担当
東播磨県民局県土整備部
東播磨県民局県民生活部
兵庫・水辺ネットワーク
兵庫県県民政策部
養田まちづくり委員会
ワッチ加古川

兵庫県立なか・やちよの森
兵庫県立播磨農業高等学校
ミツカンよかわビオトープ倶楽部
吉川町

中播磨地域
近畿地学会
神戸新聞社
中播磨さとやまづくり推進協議会
森と緑の委員会
中播磨県民局
姫路市科学館
姫路市教育委員会
姫路市立青山小学校
姫路市立伊勢小学校
姫路市立大津小学校
姫路市立飾磨小学校
姫路市立四郷小学校
姫路市立水上小学校
姫路市立峰相小学校
兵庫県立歴史博物館

西播磨地域
一宮町立一宮北中学校
一宮町企画課
一宮教育委員会社会教育課
一宮町三方町出張所
一宮町産業振興課
一宮町総務課
一宮町森のゼロエミッション推進室
一宮町立下三方小学校
一宮町立歴史資料館
ＮＰＯ法人人と自然の会
上郡町教育委員会
上郡町立上郡中学校
上郡町立山野里小学校
上月町田舎体験クラブ
佐用川のオオサンショウウオを守る会
佐用郡教育委員会
佐用町エコフェステバル実行委員会
佐用町企画振興会
佐用町公民館
佐用ライオンズクラブ
田がめっ子くらぶ
千種川圏域清流づくり委員会
千種川生物研究会
西播磨教育事務所
西播磨県民局県土整備部
播磨高原広域事務組合立
播磨高原東小学校
兵庫県立伊和高等学校
兵庫県立上郡高等学校
兵庫県立佐用高等学校 科学クラブ
兵庫県立西はりま天文台公園
三日月町立三日月小学校

但馬地域

北播磨地域
ＮＰＯ法人北播磨市民活動
支援センター
株式会社中埜酢店
加美町
北播磨県民局
北はりま田園空間博物館
コットンボール銀行やよい村
西脇市動植物生態調査研究グループ
箸荷こども会
箸荷むらづくり委員会
兵庫県立多可高等学校

いろりの会
ＮＰＯ法人人と自然の会
大阪ガス株式会社
鎌田区
コウノトリ・パークボランティア
コウノトリ市民研究所
山東町立梁瀬小学校
山東町立梁瀬中学校
栄町区
三田市立有馬富士自然学習センター
山東少年自然の家
山東町教育委員会

山東町中央公民館
山東町役場建設課
山東町役場民生課
山東町立粟鹿小学校
山東町立梁瀬中学校
祥雲寺区
スノーケルセンター
竹野町
竹野町教育委員会
竹野町公民会
竹野町商工会
竹野町商工会青年部
但馬県民局
筑波大学
豊岡市立コウノトリ文化館
豊岡市立三江小学校
兵庫県立コウノトリの郷公園
兵庫水辺ネットワーク
ひょうご森のインストラクター
北但層群化石研究会
法花寺区白雲山登ろう会
緑のまちづくりプロジェクト委員
南但馬自然学校

丹波地域
岩尾城跡保存会
梶自然愛好会
山南町議会
山南町商工会
山南町前川部落
山南町和田部落
椎の実会
生涯学習委員会
丹波県民局企画管理部
地域ビジョン推進担当
丹波農村ビオトープ連絡会
丹波の森協会
丹波の森研究所
丹波の森公苑
丹波ビジョン委員
兵庫県立篠山高等学校
丹南高ホタル研究会
メダカのいる里づくり実行委員会
野生生物を調査研究する会
和田公民館
山南町立和田小学校

淡路地域
淡路島に世界一の化石博物館を作る会
淡路フォームパーク・
イングランドの丘
淡路ワールドパーク ＯＮＯＫＯＲＯ
ＮＰＯ法人 人と自然の会
ＧＲＥＥＮ ＧＲＡＳＳ
天文台運営協議会
南淡町立図書館
南淡町教育委員会社会教育課
南淡町町長公室
野島断層保存館
兵庫県立淡路景観園芸学校
北淡町教育委員会
北淡町教育委員会生涯学習課
北淡町震災記念公園セミナーハウス
緑町町民センター
緑町まちづくり課
三原町中央公民館
三原町教育委員会
三原町農林振興課

みなさまの参画をお待ちしております！
お問い合わせ先
兵庫県立人と自然の博物館
生涯学習推進室 キャラバン地域研究員マネージャー
〒669-1546 三田市弥生が丘 6 丁目
TEL：079-559-2001( 代表 ) 079-559-2003( 直通 )
FAX：079-559-2033
E-mail：caravan@hitohaku.jp
７

お気軽に
ご相談ください！
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