




申し込みいただいてから当日まで

申込み受付のご連絡はいたしません。

申込み〆切後、すみやかに受講者を決定いたします。
（定員を超えている場合、抽選により受講者を決定します）

受講証または抽選結果を送付いたします。
（受講証には持ち物や雨天時の対応などの詳細を記入しています。
受講当日までに必ずご確認ください）

一般セミナーのお問い合わせ

079-559-2003
（生涯学習課セミナー係）

受講証・抽選結果が届かない

セミナーをキャンセルしたい

セミナーに関するご質問

ひとはくセミナー倶楽部メールマガジン

希望者には人と自然の博物館のセミナーやもよおし情報をお手元にお
届けします。
入会等につきましては生涯学習課セミナー係までお問い合わせ下さい。

旬の話題やイベント情報などをいち早く電子メールでお届けしているのが「ひ
とはくレター」です。「ひとはくセミナー倶楽部」メンバーでない方も配信を受け
ることができます。

■毎月発行・無料
　月1回の発行。できるだけ最新の情報をお伝えするため、臨時号発行もあり
ます。

■手続きは簡単！
　博物館のホームページにアクセスし、メールアドレスを入力していただくだ
けです。配信の停止やメールアドレスの変更も、同じページで簡単に行えま
すので、気軽にお申し込みください。

登録料・年会費
無料

ひとはくのセミナー

ひとはくが誇る、多彩な学習プログラム。
みなさまが、人と自然に関する理解を深め、課題を解決し、
地域で行動するためのお手伝いをします。

一般セミナー申し込み方法

はがき E-mail WEB ページ

上記のいずれかの方法でお申し込み下さい。

記入事項

受講希望者全員の

①氏名 ②年齢・学年 ③〒・住所 ④電話番号・FAX 番号

⑤E-mailアドレス ⑥セミナーの申込番号（A01など）⑦セミナー名

※ひとはくセミナー倶楽部メンバーの方は、会員番号を明記すれば、

②～⑤は省略していただいて結構です。

ファックス

申込先：

〒669-1546　三田市弥生が丘 6丁目

兵庫県立人と自然の博物館　生涯学習課セミナー係

◆FAX  ：０７９－５５９－２０３３

◆E-mail：seminar@hitohaku.jp

（ウイルスに感染しているメールは自動削除されます）

専門的な学習

事前申し込み制

※申込後に、必ず画面下部に「完了」ボタンが表示されたことを確認してください。
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一般セミナー

セミナー当日

受講証、受講料、講師から連絡のあった持ち物をご持参ください。
受講料は、セミナー当日（複数回セットの場合は初回）、受付時に現金でお
支払いください。お支払いいただいた受講料は、理由のいかんを問わず返
金できません。

当日欠席の場合は、受講証の案内に従ってご連絡下さい。

今後のセミナー運営・内容等をより良いものにするために、アンケートに
ご協力ください。

※申込み〆切日を過ぎても定員に満たない場合、申込みを受け付けることがあります。詳しくはお問い合わせください。
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地球科学

植物

植物

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

昆虫

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

名所図会を片手に都市を歩く
大阪天満宮から崇禅寺へ

名所図会を片手に都市を歩く
吹田の渡しから江口の君堂へ

ミニ箱庭をつくろう

名所図会を片手に都市を歩く
堺市旧市街地界隈　

絵図から読み解く近世前期の大阪湾

成ヶ島散策ツアー　夏編

ピカピカ泥団子をつくろう

名所図会を片手に都市を歩く
川西市平野・多田界隈

名所図会を片手に街道を歩く
堺東から熊野街道を鳳へ

料理&うんちく　ＤＥ　地域再発見「山田錦」

成ヶ島散策ツアー　秋編

魅力再発見！ハイキング
姫路城だけじゃない姫路の魅力

オリジナル箱庭をつくろう

白砂青松と海岸景観

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

動物と生態系

環境と地域づくり

篠山層群恐竜化石含有層調査結果報告会

恐竜時代のトカゲたち

恐竜時代のカエルたち

火山灰を調べる：上級編（全 2回）

レプリカ作りで学ぶ哺乳類の歯の進化（全 2回）

もう一つの播磨灘物語

ー縄文海進と播磨灘の１万年史

恐竜化石展示解説と石割化石調査会

三宮で化石！

姫路駅前で化石！

シダ植物の森、裸子植物の森

丹波で地層を見る

武田尾で地層を見る

ゾウの進化はどこまで分かったのか

タンポポを調べる（全 4回）

日本一の里山、北摂地域の早春を観察しよう

植物観察会 ( 有馬富士 )

芦屋市奥山地域で春の植物観察

植物観察会 ( 武田尾 )

但馬の海と山の植物を観察しよう
～但馬の海岸に生える植物の観察～

コケ植物を見る

海辺の植物・植生と環境①
野外観察－京丹後市丹後町

但馬の海と山の植物を観察しよう
～但馬の山地に生える植物の観察～

春の里山で植物を観察しよう

六甲山「森の植物」観察会（春）

香美町の自然―ハチ北高原と瀞川周辺の植物

初夏の六甲山ハイキング

トキソウ観察会

太山寺周辺の樹林で多様性を知る

三田市母子大池のシダを見る

野生植物の現状と絶滅要因

夏のキノコ観察会

森と土の観察会（再度山編）

オグラコウホネ観察会

サギソウ観察会

湿地観察会

植物画を描こう（全 2回）

中生代における被子植物の多様化

春日山原始林観察会

ハチ北高原秋の自然観察ツアー

加西市法華山のシダを見る

秋のキノコ観察会１　神戸森林植物園

マツバラン観察会

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

三枝

池田

池田

加藤

三枝

佐藤

池田

古谷

古谷

半田

古谷

古谷

三枝 八木

橋本佳明

布野

布野

太田

太田

布野

佐藤

太田

太田

鈴木

橋本佳延

藤井

小舘

藤井

高野

秋山

黒田

高野

石田

小舘

高橋

橋本佳延

藤井

小舘

鈴木

石田

秋山

小舘 

藤井

藤井

藤井

高橋

高野

藤井

秋山

鈴木

秋山

藤井

ユース昆虫研究室（全 12回）

アリとハチの昔話
ー中性代にはじまる昆虫の多様化

C01

C02

カラスによるゴミ被害を解決しよう！

希少猛禽類イヌワシを保全しよう！

カエルの食生活

外来種の現状と対策

「タカの渡り」観察会

キリンビオトープのカワバタモロコ調査（全 2回）

ブータンの自然　その１

ブータンの自然　その２

田原

田原

大平

田原

上田

上田

赤澤

田原

田原

藤本

上田

藤本

大平

上田

B30

B31

B32

B33

B34

B35

B36

B37

B38

植物園で秋の実をみつけよう

海辺の植物・植生と環境②
野外観察－赤穂市千種川

秋の里山で植物を観察しよう

秋のキノコ観察２　有馬富士公園

六甲山「森の植物」観察会（秋）

ノジギク観察会

芦屋市奥山地域で多様性を知る

海辺の植物・植生と環境③　室内講義

シカの増加は生態系にどんな影響を与えるのか

高野

黒田

石田

秋山

小舘

藤井

小舘

黒田

石田

P.4

P.4

P.4

P.4
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P.5
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P.5
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P.6

P.6

P.6
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P.6
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F01

F02

F03

F04

F05

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07

G08

G09

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

魅せる標本つくり隊

―植物と昆虫のすてきな展示づくり―

霊長類学　頭の体操（２０１４年版）

＜こころ＞と＜ことば＞を科学する

牛乳パックでカメラをつくって写真をとろう

むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと

昆虫で学ぶ授業計画を考える

（全 2回 伊丹市昆虫館とひとはく）

今からでも間に合うジャガイモ栽培

箱庭づくりを通して学ぶ自然や文化

遊びで学ぶ、活断層と地震

小さな子どもの指導者向け

身近な植物観察の仕方

淡路島南部の地層と石ころ

カタツムリとダンゴムシ

身近な生き物観察（全 2回）

児童・生徒とできる里山の調べ方

障がいのある子どもたちとの野外活動入門

授業で使える植物化石

葉っぱで見分ける身近な樹木

丹波の恐竜化石と小動物化石

小さな子どもの指導者向け

化石を使ったプログラム

ピカピカ泥団子の作り方（初級・中級）

小さな子どもの指導者向け

先生のための「むしむしたいけん」

牛乳パックでカメラづくりから撮影まで

小さな子どもの指導者向け

かわいい石ころ標本づくり

その他・複合

連携活動グループ
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橋本佳明

高野

大平

加藤

小舘

古谷

鈴木

佐藤 .小舘 他

橋本佳延

三谷

半田

黒田

池田

古谷

赤澤

八木

赤澤

高瀬

山野草　花の形・タネの形・成長の形（春編）

愛蜂家基礎講座・上級 ( 全 4回 )

春の里山の植物観察会

岩美町・羽尾岬の火山岩を見よう

家族で蜂蜜しぼり5月

京丹後・立岩でマグマの通り道を見つけよう

コケ玉づくり

石ころクラブ勉強会（全 7回）

鳴く虫インストラクター養成講座 （全 2回）

浜坂を作った地形と街並み見学

挿し木で増やす希少植物

家族で蜂蜜しぼり6月

火山のでき方と豊岡の火山

ひとはく博士と行くハチ北高原
昆虫サマースクール ( 全 5回）

親子で聞く鳴く虫の会　

愛蜂家基礎講座・初級（全 4回）

香住海岸のカエル島と岩石

山野草　花の形・タネの形・成長の形（秋編）

鳥取砂丘の成り立ちを探ろう

コンニャク作り

豊岡をおそった地震からの復興の歴史

J01

J02

J03

J04

J05

J06

J07

J08

J09

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18

J19

J20

J21

希少植物研究会……………………………………………

アピス同好会………………………………………………

ＮＰＯ法人　人と自然の会………………………………

山陰海岸ジオパーク談話会………………………………

アピス同好会………………………………………………

山陰海岸ジオパーク談話会………………………………

ＮＰＯ法人　人と自然の会………………………………

石ころクラブ………………………………………………

鳴く虫研究会「きんひばり」……………………………

山陰海岸ジオパーク談話会………………………………

希少植物研究会……………………………………………

アピス同好会………………………………………………

山陰海岸ジオパーク談話会………………………………

run♪ run♪ plaza…………………………………………

鳴く虫研究会「きんひばり」……………………………

アピス同好会………………………………………………

山陰海岸ジオパーク談話会………………………………

希少植物研究会……………………………………………

山陰海岸ジオパーク談話会………………………………

ＮＰＯ法人　人と自然の会………………………………

山陰海岸ジオパーク談話会………………………………

高橋

三谷

三谷

赤澤

三谷

P.13

P.13

P.14

P.14

P.14

P.17

P.17

P.17

P.17

P.17

P.17

P.17

P.18

P.18

P.18

P.19

P.18

P.18

P.18

P.18

P.19

P.19

P.18

P.14

P.14

P.14

P.14

P.15

P.14

P.15

P.15

P.15

P.15

P.15

P.15

P.15

P.16

P.16

P.16

P.16

P.16

P.16

P.17

P.16

セ
ミ
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ー
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一般セミナーの更に詳しい内容や、申し込み不要・当日参加が可能
のオープンセミナーは、ホームページまたは毎月発行のうきうきカ
レンダーをご覧ください。

■ひとはくの研究員等が指導者のために企画したセミナーです。
 体験的な内容が中心で、現在直面する課題や苦手分野の
克服、スキルアップに最適です。
■受講対象者は小、中、高等学校、特別支援学校の先生・指導
者に加え、幼稚園、保育園の先生・指導者、環境体験学習等
を指導されている教員以外の方も受講が可能です。

■8月以外にも 1講座（G01 全 2回）を開講します。

申し込み方法

①所定の用紙（学校等に配布する募集要項に添付）②郵送
③FAX　④博物館のホームページ　⑤E-mail
のいずれかからお申し込みください。
詳細は今後ホームページなどでお知らせしますのでご確認くだ
さい。
受講決定は学校長・所属長等宛送付します。

申込み〆切：６月 27日（金）必着
※G01 のみ 5月 30 日（金）

▶▶定員を超えた講座
抽選で受講者を決定します。結果は「受講結果通知」でお知ら
せします。
▶▶定員未満の講座
引き続き８月 1日（金）まで参加者を募集します。この場合、
受講者決定は先着順とし、「受講決定通知」を送付します。　
※定員になり次第募集を終了します。

教職員・指導者セミナー

※セミナーは中止、変更、追加の可能性があります。詳しくはホームページをご覧ください。



篠山層群恐竜化石含有層調査結果報告会

5月 18 日（日）13：30～14：30
場所：博物館  中セミナー室
対象：小学生～大人　定員：30 名　受講料：500 円（400 円）
申込〆切：4月 28 日（月）
講師：三枝春生

2010 年に小型の肉食恐竜トロオドン類の化石が篠山市内の県立公園で残
土中より発見されました。その含有層を確かめるべく、2012 年の地質調
査にひきつづき、2014 年 2 月には地表を浅く掘り恐竜化石密集層を探す
調査が行われました。この調査の結果に加え 2013 年度に行われた篠山層
群脊椎動物化石研究全般についても報告します。

A01

恐竜時代のトカゲたち

5月 31 日（土）13：00～14：00
場所：博物館   中セミナー室
対象：中・高校生
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：5月 11 日（日）
講師：池田忠広

我々が普段目にする生物、トカゲ。恐竜時代にも多くのトカゲ類が生息し
ていました。下部白亜系篠山層群からは多数のトカゲ類化石が発見されて
います。本セミナーでは、これらについてどのようなトカゲなのか解説し
ます。

A02

恐竜時代のカエルたち

6月 14 日（土）13：00～14：00
場所：博物館   中セミナー室
対象：中・高校生
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：5月 25 日（日）
講師：池田忠広

我々が普段目にする生物、カエル。恐竜時代にも多くのカエル類が生息し
ていました。下部白亜系篠山層群からは多数のカエル類化石が発見されて
います。本セミナーでは、これらについてどのようなカエルなのか解説し
ます。

A03

火山灰を調べる：上級編（全 2回）

7月 12 日（土）11：00～16：00

火山灰をつくる鉱物や火山ガラスの特徴を調べ、いつ、どこの火山噴火で
飛来した火山灰かを同定する手法を実習します。

A04

レプリカ作りで学ぶ哺乳類の歯の進化（全 2回）

化石や今生きている動物の歯の形を知るにはレプリカを作ってみるのが一番。化石も
含めていろいろな動物の歯のレプリカを作り、そのレプリカを手にしながら恐竜時代
の哺乳類から現在の人類の歯まで哺乳類の進化を歯から見ていきます。

A05

恐竜化石展示解説と石割化石調査会

8月 23 日（土）13：00～14：30
場所：博物館   中セミナー室、恐竜ラボ
対象：幼児～大人
定員：40 名　受講料：900 円
申込〆切：8月 3日（日）
講師：池田忠広・Labones
※小学校 3年生以下は保護者もご参加ください（見学、付添いは不可）

篠山層群からは恐竜を主とした多数の脊椎動物化石が発見されています。
本セミナーでは恐竜化石等の展示解説を行い、実際に岩石を割って化石を
探す調査に参加してもらいます。

A07

もう一つの播磨灘物語
ー縄文海進と播磨灘の１万年史ー

7 月 21 日（月）13：30～15：00
場所：博物館   中セミナー室
対象：高校生～大人
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：7月 1日（火）
講師 : 佐藤裕司

現在の播磨灘は縄文海進にともなって誕生しました。播磨灘における過去
約 1 万年間の環境変遷の物語を中心に、瀬戸内海の成り立ちと環境につ
いて解説します。

A06

三宮で化石！

8月 23 日（土）13：30～14：30
場所：サンチカおよびその周辺
対象：幼児～大人
定員：20 名　受講料：800 円（400 円　幼児：20 円）
申込〆切：8月 3日（日）※雨天決行
講師：古谷 裕

サンチカで石材に含まれている、アンモナイト、ベレムナイト、ウミユリ
などの化石を観察します。

A08

①火山灰の前処理と鉱物や火山ガラスの識別・同定の基礎

7月 13 日（日）11：00～16：00
②実体顕微鏡や偏光顕微鏡による鉱物や火山ガラスの識別・同定

場所：博物館   実験セミナー室  　対象：高校生～大人
定員：5名　受講料：2000 円　申込〆切：6月 20 日（金）
講師：加藤茂弘
※2回セットのセミナーです。1回のみの受講申込はできません。

7 月 19 日（土）13：00～16：00
①石膏や樹脂を使った歯のレプリカ作成実習

7月 20 日（日）13：00～14：00
②レプリカを見ながら哺乳類の歯の進化を学ぶ

場所：博物館    中セミナー室　対象：小学校高学年～大人　定員：20 名
受講料：2200 円（2000 円）　申込〆切：6月 29 日（日）講師：三枝春生
※1回のみの受講も可。申込みの際、希望回を明記ください。
　①のみ：1700 円（1600 円）、②のみ：500 円（400 円）
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姫路駅前で化石！

8月 24 日（日）13：30～14：30
場所：姫路駅前
対象：幼児～大人
定員：20 名　受講料：800 円（400 円　幼児：20 円）
申込〆切：8月 4日（月）※雨天決行
講師：古谷 裕

姫路駅前の商店街で石材に含まれているさまざまな化石を観察します。

A09

シダ植物の森、裸子植物の森

8月 27 日（水）13：30～15：00
場所：博物館   中セミナー室
対象：小学校高学年～大人
定員：30 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：8月 7日（木）
講師：半田久美子

古生代にはシダ植物の巨木の森があった？恐竜の食べていた植物は？植物
の上陸から中生代の森まで、やさしくお話します。

A10

丹波で地層を見る

9月 28 日（日）10：00～17：00
場所：丹波竜化石工房（ちーたんの館）および丹波地域の野外
対象：小学校高学年～大人 
定員：20 名　受講料：900 円（500 円）ちーたんの館の入館料含む
申込〆切：9月 8日（月）　※少雨決行
講師：古谷 裕
共催：丹波市恐竜を活かしたまちづくり課

「ちーたんの館」にて 1 時間程度の講義の後、バスで丹波市、篠山市の野
外で地層の観察を行います。

A11

武田尾で地層を見る

11 月 15 日（土）13：00～16：00
場所：JR 武田尾駅付近
対象：小学校高学年～大人
定員：20 名　受講料：800 円（400 円）
申込〆切：10 月 26 日（日）※少雨決行
講師：古谷 裕

JR 武田尾駅付近で超丹波帯や有馬層群を観察します。

A12

ゾウの進化はどこまで分かったのか

3月 15 日（日）13：30～15：00
場所：博物館   中セミナー室
対象：中学生～大人
定員：30 名　受講料：500 円（400 円）
申込〆切：2月 23 日（月）
講師：三枝春生

鼻が長くてどでかい図体を持ったゾウ。考えてみればこんなに変な動物は
いません。このゾウの進化を、約 6000 万年前に出現したまだ小型で鼻も
長くない祖先種から現在のゾウまでのながーい歴史に関する最新の研究成
果を解説します。

A13

タンポポを調べる（全 4回）

場所：
博物館   実験セミナー室
（②のみ豊岡市、綾部市）
対象：小学校高学年～大人  
定員：10 名　
受講料：4000 円（2000 円）
※4回分
申込〆切：3月 23 日（日）
講師：鈴木 武

タンポポ調査をするための講座です。講座のほか各地での調査をお願いします。

B01

日本一の里山、北摂地域の早春を観察しよう

4 月 12 日（土）10：00～17：00
場所：川西市黒川周辺
対象：小学校高学年～大人
定員：25 名　受講料：1000 円
申込〆切：3月 23 日（日）※少雨決行
講師：橋本佳延　※小学３年生以下保護者同伴で参加可能

今も利用が続く川西市黒川のクヌギ林、春の草花，咲き誇るエドヒガンを
観察します。能勢電鉄妙見口駅から徒歩にて田園を通り、妙見山のふもと
へ。今もなお炭焼きに利用されているクヌギ林に田園風景にたたずむ春の
草花、エドヒガン咲き誇る早春の里山風景があなたを迎えます。
6km程度のハイキング経験者であれば誰でも参加できます。

B02

植物観察会 ( 有馬富士 )

4 月 19 日（土）10：00～16：00
場所：有馬富士公園　※JR 福知山線「新三田駅」午前 10 時集合。
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：3月 30 日（日）※雨天決行
講師：藤井俊夫

里山の早春の植物を観察します。

B03

5
※受講料（）内は中学生以下の料金です。

①西日本のタンポポの基礎
4月 5日（土） 10：00～15：00

②近畿のタンポポの観察
4月 19 日（土） 8：00～17：00

③花粉の観察と頭花の同定
5月 10 日（土） 10：00～15：00

④データの記録と分布図の作成
6月 7日（土） 10：00～15：00
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芦屋市奥山地域で春の植物観察

4月 26 日（土）10：00～15：00
場所：野外（芦屋市奥山）
対象：高校生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円
申込〆切：4月 6日（日）※雨天延期 
講師：小舘誓治

芦屋市奥山地域の山道を歩きながら、様々な春の植物を観察します。

B04

植物観察会 ( 武田尾 )

5 月 10 日（土）10：00～16：00
場所：武田尾渓谷　※JR 福知山線「武田尾」午前 10 時集合
対象：小学生～大人 
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：4月 20 日（日）※雨天決行
講師：藤井俊夫

里山の春の植物を観察します。

B05

但馬の海と山の植物を観察しよう
～但馬の海岸に生える植物の観察～

5 月 10 日（土）13：30～16：00
場所：豊岡市
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：700 円（500 円）
申込〆切：4月 20 日（日）※雨天決行
講師：高野温子・高橋 晃
共催：山陰海岸ジオパーク談話会、豊岡市

海岸をあるきながら、但馬の海浜植物について解説します。

B06

コケ植物を見る

5月 10 日（土）10：00～15：00
場所：六甲山紅葉谷※六甲有馬ロープウェイ有馬温泉駅集合・解散。
対象：小学生～大人
定員：10 名　受講料：700 円（150 円）
申込〆切：4月 20 日（日）※少雨決行
講師：秋山弘之

裏六甲紅葉谷においてコケ植物を観察します。
拡大鏡あるいはルーペがあると楽しい。

B07

海辺の植物・植生と環境①
野外観察－京丹後市丹後町

5 月 10 日（土）13：00～15：30
集合場所：平海水浴場駐車場
対象：高校生～大人
定員：20 名　受講料：700 円
申込〆切：4月 20 日（日）※雨天決行
講師：黒田有寿茂
共催：京丹後市

京丹後市丹後町平地区の海浜、海崖の植物・植生を観察します。

B08

但馬の海と山の植物を観察しよう
～但馬の山地に生える植物の観察～

5 月 11 日（日）10：00～15：00
場所：香美町
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：700 円（500 円）
申込〆切：4月 20 日（日）※雨天決行
講師：高野温子・高橋 晃
共催：山陰海岸ジオパーク談話会、香美町

小長辿周辺を散策し、ブナの森と樹齢 300 年以上といわれる大トチノキ
を観察します。

B09

春の里山で植物を観察しよう

5月 14 日（水）13：00～16：00
集合場所：県立兎和野高原野外教育センター
対象：高校生～大人
定員：20 名　受講料：800 円
申込〆切：4月 23 日（水）※少雨決行
講師：石田弘明
共催：県立兎和野高原野外教育センター、香美町

県立兎和野高原野外教育センターの周囲に広がる里山で植物・植生を観察
します。

B10

六甲山「森の植物」観察会（春）

5月 17 日（土）9：30～16：30
場所：六甲山
対象：中学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円
申込〆切：4月 27 日（日）※雨天延期 
講師：小舘誓治

JR 新神戸駅から六甲山系・再度山周辺まで歩きます。様々な樹林におい
て春の植物を観察します。

B11
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香美町の自然
―ハチ北高原と瀞川周辺の植物

場所：香美町ハチ北高原　集合：①ハチ北高原ゲレンデ駐車場

②村岡地域局　対象：高校生～大人 　定員：30 名

受講料：9000 円（宿泊費、ガイド料含む）

※宿泊なしの参加も可能（1日のみ 1000 円、2日間 1500 円）

申込〆切：5月 6日（火）※雨天決行　講師：高橋 晃・ハチ北自然案内人

共催：ハチ北高原自然協会、香美町、山陰海岸ジオパーク談話会

※宿泊なしの参加の場合は、申込みの際ご明記下さい

香美町の山間には湿原や渓谷があり、春には美しい花々が咲き乱れます。
ハチ北高原や瀞川渓谷で但馬の代表的な自然を見て歩きます。

B12

初夏の六甲山ハイキング

5月 31 日（土）9：00～17：00
場所：六甲山（東お多福山登山口～有馬） 　JR 芦屋駅集合
対象：小学校高学年～大人
定員：25 名　受講料：1000 円 （登山口までの運賃は含みません）

申込〆切：5月 11 日（日）※雨天中止
講師：橋本佳延　※小学３年生以下保護者同伴で参加可能

ＪＲ芦屋駅よりバスで東お多福山登山口へ。有馬温泉にぬけるコースを歩
き、季節の花や、樹木の新緑、草原生植物などを観察します。草原、夏緑樹林、
針葉樹林と多様な植生もみどころです！ ( 長距離のため健脚者向けのコー
スです。）

B13

トキソウ観察会

6月 7日（土）10：00～17：00
場所：JR 福知山線相野駅周辺
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：5月 18 日（日）※雨天決行
講師：藤井俊夫　※昼食場所にトイレはありません。あれば長靴。

湿地に生えるトキソウを観察します。

B14

太山寺周辺の樹林で多様性を知る

6月 14 日（土）9：30～16：30
場所：太山寺
対象：中学生～大人
定員：20 名　受講料：1200 円
申込〆切：5月 25 日（日）※雨天延期 
講師：小舘誓治

神戸市西区の太山寺周辺の樹林において、そこに生息する様々な植物を観
察します。

B15

三田市母子大池のシダを見る

6月 18 日（水）10：00～15：00
場所：三田市母子大池
対象：小学校高学年～大人
定員：20 名　受講料：1000 円
申込〆切：5月 30 日（金）※少雨決行
講師：鈴木 武

三田市母子大池とその周辺でシダ植物の観察をします。

B16

野生植物の現状と絶滅要因

6月 29 日（日）13：30～15：30
場所：博物館   大セミナー室
対象：高校生～大人
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：6月 9日（月）
講師：石田弘明

日本に生育する野生植物の約 25% は絶滅危惧種に指定されています。野
生植物の現状と絶滅要因を詳しく解説します。

B17

夏のキノコ観察会

7月 5日（土）10：00～15：00
場所：兵庫県立一庫公園（現地集合・解散）
対象：幼児～大人 
定員：20 名　受講料：700 円（150 円　幼児：20 円）
申込〆切：6月 15 日（日）※少雨決行
講師：秋山弘之

梅雨の時期に出てくる、夏のキノコを観察します。

B18

森と土の観察会（再度山編）

7月 12 日（土）10：00～16：00
場所：再度山
対象：高校生～大人
定員：15 名　受講料：1200 円
申込〆切：6月 22 日（日）※雨天延期 
講師：小舘誓治

神戸市中央区の再度山周辺の樹林において、そこに生息する植物とそれを
支える土壌を観察します。

B19

7
※受講料（）内は中学生以下の料金です。

①5月 24 日（土）13：00～16：00
②5 月 25 日（日）10：00～15：30
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オグラコウホネ観察会

7月 26 日（土）10：00～17：00
場所：JR 福知山線広野駅周辺
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：7月 6日（日）※雨天決行
講師：藤井俊夫

ため池に生えるオグラコウホネを観察します。

B20

サギソウ観察会

8月 23 日（土）10：00～17：00
場所：JR 福知山線相野駅周辺 
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：8月 3日（日）※雨天決行・あれば長靴
講師：藤井俊夫

サギソウを観察します。

B21

湿地観察会

9月 6日（土）10：00～17：00
場所：小野市鴨池
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：8月 17 日（日）※雨天決行・あれば長靴
講師：藤井俊夫

湿地植物を観察します。

B22

植物画を描こう（全 2回）

場所：博物館   実習室  対象：小・中学生
定員：20 名　受講料：1000 円（1日のみ）、1500 円（2日間）
申込〆切：8月 31 日（日）
講師：高橋 晃・長谷川太一　共催：レモンリーフ
※お申込みの際、受講希望日を1日のみ、または両日希望とご明記ください

草花や樹木を本物のように描いてみませんか。植物のからだのしくみや、
絵の具の混ぜ合わせ方などを教わりながら描いていきます。
低学年は１日で仕上げることを予定しています。

B23

中生代における被子植物の多様化

9月 23 日（火）13：30～15：30
場所：博物館   実習室  
対象：小学校高学年～大人
定員：30 名　受講料：700 円（500 円）
申込〆切：9月 3日（水）
講師：高野温子

中生代は被子植物が起源し、多様化した時代です。現在見られる被子植物
がどのような進化を経てきたのかをお話します。

B24

春日山原始林観察会

9月 27 日（土）10：00～17：00
場所：近鉄奈良線奈良駅から奈良公園
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：9月 7日（日）※雨天決行
講師：藤井俊夫

春日山の原始林を観察します。

B25

ハチ北高原秋の自然観察ツアー

場所：ハチ北高原
対象：大人
定員：20 名　受講料：8700 円（宿泊料含む）
申込〆切：9月 12 日（金）※少雨決行
講師：秋山弘之・ハチ北自然案内人　
共催：ハチ北高原自然協会、香美町

ハチ北の民宿に宿泊して、秋のキノコや木の実を観察します。夜はキノコ
鍋も予定しています。

B26

加西市法華山のシダを見る

10 月 11 日（土）10：00～15：00
場所：加西市坂本町法華山
対象：小学校高学年～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（別途入山料が必要）
申込〆切：9月 21 日（日）※少雨決行
講師：鈴木 武

加西市坂本町法華山とその周辺でシダ植物の観察をします。

B27
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①9月 14 日（日）10：30～15：30
②9 月 15 日（月）10：30～15：30

①10 月 1日（水）13：00～17：00
②10 月 2日（木）9：00～12：00

B



秋のキノコ観察会１　神戸森林植物園

10 月 16 日（木）10：00～15：00
場所：神戸森林植物園（現地集合・解散）　
対象：大人
定員：15 名　受講料：700 円（別途入園料が 300 円必要）
申込〆切：9月 26 日（金）※少雨決行
講師：秋山弘之　共催：神戸森林植物園

秋のキノコを観察します。園内では植物やキノコを採集することはできま
せんので、あらかじめご了解ください。

B28

マツバラン観察会

10 月 25 日（土）10：00～17：00
場所：JR 姫新線東嘴崎から本竜野  
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：10 月 5日（日）※雨天決行
講師：藤井俊夫

マツバランを観察します。

B29

植物園で秋の実をみつけよう

10 月 25 日（土）11：00～15：30
場所：大阪市立大学理学部附属植物園（大阪府交野市）
対象：幼児～大人
定員：20 名　受講料：700 円（500 円　幼児：20 円）
申込〆切：10 月 4日（土）※少雨決行
講師：高野温子・岡田 博　共催：大阪市大植物園友の会

植物園でドングリや他のいろんな実を探して、秋を感じます。

B30

海辺の植物・植生と環境②
野外観察－赤穂市千種川

10 月 25 日（土）13：00～15：30
集合場所 ：千種川河川敷駐車場
対象：高校生～大人
定員：20 名　受講料：700 円
申込〆切：10 月 5日（日）※雨天決行
講師：黒田有寿茂

赤穂市千種川の河口域、下流域の植物・植生を観察します。

B31

秋の里山で植物を観察しよう

10 月 30 日（木）13：00～16：00
集合場所：県立有馬富士公園パークセンター
対象：高校生～大人
定員：20 名　受講料：700 円
申込〆切：10 月 10 日（金）※少雨決行
講師：石田弘明

県立有馬富士公園には里山林、湿原、湿地林などが保全されており、様々
な植物・植生を観察することができます。

B32

B33

六甲山「森の植物」観察会（秋）

11 月 8日（土）9：30～16：30
場所：六甲山　
対象：中学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円
申込〆切：10 月 19 日（日）※雨天延期 
講師：小舘誓治

JR 新神戸駅から六甲山系・再度山周辺まで歩きます。様々な樹林におい
て秋の植物を観察します。

B34

ノジギク観察会

11 月 29 日（土）10：00～17：00
場所：山陽電鉄的形から八家まで
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：11 月 9日（日）※雨天決行
講師：藤井俊夫

ノジギクを観察します。

B35
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※受講料（）内は中学生以下の料金です。

秋のキノコ観察２　有馬富士公園

11 月 1日（土）10：00～15：00
場所：有馬富士公園
対象：幼児～大人
定員：20 名　受講料：700 円（150 円　幼児：20 円）
申込〆切：10 月 12 日（日）※少雨決行
講師：秋山弘之

晩秋のキノコを探します。集合場所は有馬富士公園内のキッピーモール入
り口周辺です。

B



芦屋市奥山地域で多様性を知る

11 月 29 日（土）10：00～15：00
場所：芦屋市奥山
対象：高校生～大人  
定員：20 名　受講料：1000 円
申込〆切：11 月 9日（日）※雨天延期 
講師：小舘誓治

芦屋市奥山地域の山道を歩きながら、様々な樹林の植物を観察します。

B36

海辺の植物・植生と環境③
室内講義

12 月 20 日（土）10：30～14：30
場所：博物館   実習室  
対象：高校生～大人
定員：50 名　受講料：700 円
申込〆切：11 月 30 日（日）
講師：黒田有寿茂

野外観察を振り返りながら、セミナー前半（10:30 ～ 12:00）は海岸植物
や海岸植生の生態全般について、後半（13:00 ～ 14:30）は山陰海岸や瀬
戸内海沿岸の植物相や環境について解説します。

B37

シカの増加は生態系にどんな影響を与えるのか

2 月 22 日（日）13：30～15：00
場所：博物館   大セミナー室
対象：高校生～大人
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：2月 2日（月）
講師：石田弘明

近年、全国各地でシカが急増し、生態系に様々な影響を与えています。
このようなシカの影響と被害軽減に向けた対策について詳しく解説します。

B38

ユース昆虫研究室（全 12回）

場所：①～④⑥⑦⑫兵庫県立六甲山自然保護センター
 ⑤ハチ北高原（予定）　⑧～⑪博物館　実験セミナー室
対象：中学生
定員：15 名　受講料：10000 円（12 回分、合宿参加費は別途必要）
申込〆切：4月 16 日（水）※雨天決行
講師：八木 剛　共催：兵庫県神戸県民局
協力：ひとはく連携活動グル―プ テネラル

野外での採集・観察のほか、標本作製やデータ整理をします。調査結果は
オリジナル昆虫図鑑としてまとめ、標本や成果を展示します。昆虫少年の
「虎の穴」。

C01

アリとハチの昔話
ー中性代にはじまる昆虫の多様化

11 月 22 日（土）14：00～15：30
場所：博物館   中セミナー室　対象：幼児～大人
定員：30 名　受講料：600 円　申込〆切：11 月 2日（日）
講師：橋本佳明

ハチ類の祖先は中生代三畳紀に出現したと考えられています。その後、花
を咲せる被子植物が白亜紀前期に登場し、送粉系共進化によってハチ類の
多様化をうながしたことで、ハナバチだけでなくカリバチやアリなど現在
見られるハチ・アリの多様性が生み出されました。中性代は恐竜とともに
アリやハチの時代でもあったのです。CT スキャンをつかった昆虫化石研
究や、アリの祖先がミツバチと親戚だったという研究など最新の研究成果
を交えながら、アリとハチの昔々のお話を紹介します。

C02

カラスによるゴミ被害を解決しよう！

5月 21 日（水）13：30～15：00
場所：博物館   実習室  
対象：大人  
定員：30 名　受講料：500 円
申込〆切：5月 1日（木）
講師：布野隆之

カラスがゴミをついばみ、辺りに散らかす被害は、既に解決できる問題で
す。しかし、その解決方法は意外に知られていません。本セミナーでは、
具体的な解決方法を紹介し、とっても身近な鳥であるカラスとの共生の仕
方について学びます。

D01
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①オリエンテーション 5 月 6日（火）10：00～15：00

②野外観察調査 6 月 1日（日）10：00～15：00

③野外観察調査 7 月 6日（日）10：00～15：00

④野外観察調査 ( 夜間） 8 月 1日（金）～2日（土）15：00～翌 9：00

⑤強化合宿 (3 泊 4日） 8 月 18 日（月）～21日（木）

⑥野外観察調査 ( 夜間） 9 月 20 日（土）～21日（日）15：00～翌 9：00

⑦野外観察調査 10 月 19 日（日）10：00～15：00

⑧標本の整理・同定 11 月 23 日（日）10：00～15：00

⑨標本の整理・同定 12 月 21 日（日）10：00～15：00

⑩データのまとめ・レポート作成 1 月 18 日（日）10：00～15：00

⑪展示の製作 2 月 15 日（日）10：00～15：00

⑫展示の設営 3 月 22 日（日）10：00～15：00

B

C
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外来種の現状と対策

8月 3日（日）14：00～15：30
場所：博物館   中セミナー室
対象：中学生～大人
定員：30 名　受講料：700 円（350 円）
申込〆切：7月 14 日（月）
講師：太田英利

まずとりわけ影響の顕著な外来種をいくつかとり上げ、その侵入・定着の
プロセスや在来の食物網、遺伝的特化集団に対する影響のメカニズムにつ
いて眺めてみます。つぎにこうした外来種の影響を防ぐために有効な対策
について、ともに色々と考えてみましょう。

D04

「タカの渡り」観察会

9月 25 日（木）（予定）10：30～14：00
場所：宝塚市
対象：大人
定員：25 名　受講料：500 円
申込〆切：9月 5日（金）※雨天中止
講師：布野隆之
※実施日は 8月中に確定します。

サシバ、ハイタカ、ノスリなどのタカ類の渡りを観察し、「渡り鳥の生態」
について楽しく学びます。

D05

キリンビオトープのカワバタモロコ調査（全 2回）

場所：博物館およびキリンビアパーク神戸 　対象：高校生～大人
定員：10 名　受講料：1500 円（2回分）　
申込〆切：9月 14 日（日）　※少雨決行　講師：佐藤裕司

キリンビアパーク神戸のビオトープ池に放流したカワバタモロコの個体数
追跡調査を行います。推定個体数は過去 9 年間は 3000 匹程度で安定して
います。さて今年は？

D06

ブータンの自然　その１

11 月 22 日（土）14：00～15：30
場所：博物館   実習室  
対象：中学生～大人
定員：30 名　受講料：700 円（350 円）
申込〆切：11 月 2日（日）
講師：太田英利

これまで長きにわたり外国人の入国を制限してきた不思議の国プータンの
自然景観、そこにみられる様々な野生生物とその生態・保護の
状況を、特に爬虫類、両生類を中心に紹介します。

D07

ブータンの自然　その２

11 月 29 日（土）14：00～15：30
場所：博物館  中セミナー室
対象：中学生～大人  
定員：30 名　受講料：700 円（350 円）
申込〆切：11 月 9日（日）
講師：太田英利
※ブータンの自然　その１もご受講されることをお勧めします。

プータンに生息する爬虫類、両生類について、近隣諸国に生息する近縁種
との類縁関係や、その進化史、固有性などについて、近年の調査研究で新
たに明らかになったことをを中心に紹介します。

D08

名所図会を片手に都市を歩く
大阪天満宮から崇禅寺へ

4 月 26 日（土）13：00～17：00
場所：大阪市
対象：高校生～大人
定員：10 名　受講料：1000 円
申込〆切：4月 6日（日）※雨天中止
講師：田原直樹

江戸時代の旅行ガイド、名所図会（めいしょずえ）を片手に都市の今昔を
訪ねて歩きます。大阪市営地下鉄谷町線南森町駅から天神橋筋商店街を抜
けて JR 新大阪駅まで歩きます。なお、コースは逆になるかもしれません。
やや健脚向け（歩行距離８キロ程度、歩行時間３時間以上）

E01
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※受講料（）内は中学生以下の料金です。

10 月 4日（土）10：00～16：00
標識採捕法①魚に標識を入れる

10 月 5日（日）10：00～16：00
標識採捕法②標識魚の数を調べる

希少猛禽類イヌワシを保全しよう！

6月 18 日（水）13：30～15：00
場所：博物館   実習室  
対象：大人
定員：30 名　受講料：500 円
申込〆切：6月 1日（日）
講師：布野隆之

イヌワシは、国内での生息数が非常に少なく、将来の絶滅が危ぶまれてい
ます。希少なイヌワシを保全するためには、何が必要なのか？　
最新の研究成果を交えながら、分かりやすく解説します。

D02

カエルの食生活

7月 6日（日）10：30～12：00
場所：博物館   実験セミナー室
対象：中学生～大人
定員：30 名　受講料：700 円（350 円）
申込〆切：6月 16 日（月）
講師：太田英利

オタマジャクシの親として、また夏の夜の水場に響く見事な「合唱」の主
役として、昔から親しまれてきたカエルですが、その生活は意外に知られ
ていません。水田生態系の中でのカエルの地位や役割を理解するべく、カ
エルがいったい何を食べているのか見てみましょう。

D03
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名所図会を片手に都市を歩く 堺市旧市街地界隈　

6 月 7日（土）13：00～17：00
場所：堺市
対象：高校生～大人
定員：10 名　受講料：1000 円
申込〆切：5月 18 日（日）※雨天中止
講師：田原直樹

江戸時代の旅行ガイド、名所図会（めいしょずえ）を片手に都市の今昔を
訪ねて歩きます。堺市の旧市街地を歩きます。一般向け（歩行距離６キロ
程度、歩行時間３時間以内）

E04

絵図から読み解く近世前期の大阪湾

6月 21 日（土）13：00～14：00
場所：博物館   実習室  
対象：高校生～大人
定員：30 名　受講料：500 円
申込〆切：6月 1日（日）
講師：上田萌子

大阪湾では、古くから干拓事業によって市域が広げられてきました。干拓
初期である近世前期の大阪湾の環境について、近年新たに発見された絵図
をもとにお話します。その後の大阪湾の変遷や人々のくらしぶりにもふれ
ます。

E05

成ヶ島散策ツアー　夏編

7月 26 日（土）12：00～15：30
場所：洲本市成ヶ島
対象：小学校高学年～大人
定員：15 名　受講料：1000 円（800 円）※船賃含む
申込〆切：7月 6日（日）※悪天候の場合は次週に延期
講師：上田萌子
※昼食は事前にお済ませください。

淡路の無人島・成ヶ島では、南北にのびる砂州に様々な海岸植物が見られ
ます。季節ごとに異なる姿を見せる成ヶ島を２回にわたり訪ね、貴重な環
境を保全するために行われている活動を学びます。ハマボウの開花が楽し
めます。

E06

ピカピカ泥団子をつくろう

8月 10 日（日）13：30～15：00
場所：博物館   中セミナー室
対象：幼稚園児～大人
定員：50 名　受講料：700 円
申込〆切：7月 20 日（日）
講師：赤澤宏樹
※小学校 3年生以下は保護者の付添いが必要です。

陶芸用の粘土と色泥で、大理石のように光る泥団子をつくります。土あそ
びが大好きな子どもから、泥団子にハマったことのある大人まで楽しめま
す。

E07

名所図会を片手に都市を歩く
川西市平野・多田界隈

10 月 18 日（土）13：00～17：00
場所：川西市  
対象：高校生～大人 
定員：10 名　受講料：1000 円
申込〆切：9月 28 日（日）※雨天中止
講師：田原直樹

江戸時代の旅行ガイド、名所図会（めいしょずえ）を片手に都市の今昔を
訪ねて歩きます。能勢電鉄平野駅から鼓滝駅にかけて歩きます。一般向け
（歩行距離６キロ程度、歩行時間３時間以内）

E08

名所図会を片手に街道を歩く
堺東から熊野街道を鳳へ

11 月 1日（土）13：00～17：00
場所：堺市
対象：高校生～大人
定員：10 名　受講料：1000 円
申込〆切：10 月 12 日（日）※雨天中止
講師：田原直樹

江戸時代の旅行ガイド、名所図会（めいしょずえ）を片手に街道の今昔を
訪ねて歩きます。南海高野線堺東駅から JR 阪和線鳳駅へ歩きます。健脚
向け（歩行距離９キロ程度、歩行時間３時間以上）

E09
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名所図会を片手に都市を歩く
吹田の渡しから江口の君堂へ

5 月 10 日（土）13：00～17：00
場所：吹田市、大阪市
対象：高校生～大人
定員：10 名　受講料：1000 円
申込〆切：4月 20 日（日）※雨天中止
講師：田原直樹

江戸時代の旅行ガイド、名所図会（めいしょずえ）を片手に都市の今昔を
訪ねて歩きます。JR 吹田駅から大阪市営地下鉄今里筋線井高野駅まで歩
きます。なお、コースは逆になるかもしれません。
やや健脚向け（歩行距離８キロ程度、歩行時間３時間以上）

E02

ミニ箱庭をつくろう

5月 31 日（土）13：30～15：00
場所：博物館   実習室  
対象：幼児～大人
定員：20 名　受講料：800 円（650 円）
申込〆切：5月 11 日（日）
講師：大平和弘
※小学生以下は保護者の付添いが必要です。

石や粘土などを自由に使って、かわいい和風飾りをつくります。おままご
とみたいに楽しくつくって、できた作品をお家に飾ってみませんか。

E03

E



魅力再発見！ハイキング
姫路城だけじゃない姫路の魅力

11 月 23 日（日）10：00～15：00
場所：姫路城周辺地域
対象：小学生～大人
定員：15 名　受講料：1000 円（別途昼食代 500 ～ 1000 円）
申込〆切：11 月 3日（月）※少雨決行
講師：藤本真里 　共催：｢大好き！姫路」つくろう会（佐賀とも子）

姫路城以外にもその周辺には歴史のあるまちなみ、すてきなカフェなど訪
れてみる価値大のスポットがたくさんあります。姫路城以外の魅力を姫路
城が大好きな人々を通じて体験してみてください。魅力を再発見するハイ
キングです。

E12

オリジナル箱庭をつくろう

11 月 29 日（土）13：30～16：30
場所：博物館   実習室  
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（850 円）
申込〆切：11 月 9日（日）
講師：大平和弘
※小学生以下は保護者の付添いが必要です。

石や粘土、造花などを使って、好きなものや風景、庭（枯山水）などを自
由に表現します。自分だけのかっこいい箱庭をつくって、お家に飾ってみ
ませんか。

E13

白砂青松と海岸景観

2月 21 日（土）13：00～14：00
場所：博物館   実習室  
対象：高校生～大人
定員：30 名　受講料：500 円
申込〆切：2月 1日（日）
講師：上田萌子

日本の美しい海岸景観を表す「白砂青松」は、いつ頃、どんな背景で成立
したのでしょうか。また、白砂青松以前は、どのような海岸景観だったの
でしょうか。人とマツ林との関わりや現在の問題なども紹介します。

E14

魅せる標本つくり隊
―植物と昆虫のすてきな展示づくり―F01

霊長類学　頭の体操（２０１４年版）

5月 11 日（日）13：30～15：30
場所：博物館   実習室  
対象：高校生～大人
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：4月 21 日（月）
講師：三谷雅純

社会の成り立ちやわたしたちの行動など、話題になったことを霊長類学（行
動と社会の人類学）の立場から解説し、常識で固くなった我われの頭をほ
ぐします。

F02

13
※受講料（）内は中学生以下の料金です。

場所：博物館　大セミナー室
対象：高校生～大人　定員：20 名（植物班 10 名・昆虫班 10 名）　
受講料：12,000 円（標本製作の材料代等を含む）
申込〆切：4月 6日（日）講師：高橋 晃・八木 剛

※採集は主に深田公園で行う予定ですが、野外へ出る場合は別途交通費等が必要です。
※お申込みの際、植物班・昆虫班のどちらかご希望を明記ください。
 お子様連れでの参加を希望される場合はご相談ください。

標本は専門家だけのものと思われがちですが、小さい子供を含めた初心者
にも植物や昆虫のことが分かりあえる標本の形があるはずです。そういう
標本を作って展示してみませんか？植物班・昆虫班に分かれて標本製作技
術を学び、植物や昆虫の魅力を伝える標本とは何かを考えながら採集と標
本製作を行い、最終的に館内で展示します。"

①標本と展示について 4 月 19 日（土）

②標本製作実習 4 月 26 日（土）

③標本製作実習 4 月 27 日（日）

④採集と標本製作 5 月 17 日（土）

⑤採集と標本製作 6 月 28 日（土）

⑥採集と標本製作 9 月 20 日（土）

⑦採集と標本製作 11 月 8日（土）

⑧展示制作 12 月 6日（土）

⑨展示制作 1 月 17 日（土）

⑩展示制作 2 月 21 日（土）

⑪展示設営と
 インタープリテーション 3 月 21 日（土）
3 月 21 日～ 4月 5日 4階展示コーナーにて展示

料理&うんちく　ＤＥ　地域再発見「山田錦」

11 月 8日（土）10：00～14：00
場所：博物館   実習室  
対象：高校生～大人
定員：20 名　受講料：1200 円
申込〆切：10 月 19 日（日）
講師：藤本真里　共催：三田市いずみ会（中川勝子）

「山田錦」という素材に注目します。みそ、糀など舌で耳で目で吉川町産
の「山田錦」を体感してください。

E10

成ヶ島散策ツアー　秋編

11 月 9日（日）12：00～15：30
場所：洲本市成ヶ島 
対象：小学校高学年～大人
定員：15 名　受講料：1000 円（800 円）※船賃含む
申込〆切：10 月 20 日（月）※悪天候の場合は 11/15（土）に延期
講師：上田萌子
※昼食は事前にお済ませください。

淡路の無人島・成ヶ島では、南北にのびる砂州に様々な海岸植物が見られ
ます。季節ごとに異なる姿を見せる成ヶ島を２回にわたり訪ね、貴重な環
境を保全するために行われている活動を学びます。
ハママツナなどの塩生植物の紅葉が見頃です。

E11

いずれも
10：00～15：00
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牛乳パックでカメラをつくって写真をとろう

8 月 24 日（日）13：30～15：30
場所：博物館   中セミナー室
対象：幼児～大人
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：8月 4日（月）
講師：赤澤宏樹
※小学校 3年生以下は保護者の付添いが必要です。

家から 1 リットルの牛乳パックを洗って持ってきてください。ハサミと
セロテープを使った簡単な工作でカメラを作り、青焼き用紙で写真を撮影・
現像します。雨天時は撮影に時間がかかるため、少し終わるのが遅くなり
ます。

F04

むすぶ、ひらく、ユニバーサルなこと

12 月 7日（日）13：30～15：30
場所：博物館   中セミナー室  
対象：高校生～大人、教職員、
 日頃から市民団体などで障がい児・者と接している方
定員：20 名　受講料：700 円
申込〆切：11 月 17 日（月）
講師：三谷雅純

生涯学習施設で、障がい児・者が健常者といっしょに「学問を楽しむ」とは、
具体的にどういうことでしょう？　障がい者ご本人や、日頃、障がい児・
者に接している方とも楽しみ方を考えます。

F05

山野草　花の形・タネの形・成長の形（春編）

4 月 4日（金）10：00～12：00
場所：博物館   実験セミナー室
対象：大人
定員：20 名　受講料：500 円
申込〆切：3月 22 日（土）
講師：希少植物研究会

早春から春にかけて見られる希少種を含む山野草の花の形、タネの形、成
長の形を記録写真で確認し、タネのまき方、育て方を伝授いたします。

J01

愛蜂家基礎講座・上級 ( 全 4回 )

場所：博物館および博物館養蜂場
対象：中学生～大人　定員：20 名　
受講料：3000 円（2000 円）※4回分
申込〆切：4月 6日（日）
講師：アピス同好会・大谷 剛
※原則として前年に実施した初級
　講座の修了生のみ受講可。

J02

春の里山の植物観察会

4月 27 日（日）10：00～15：00
場所：JR 道場駅～セミナーハウス  
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：300 円
申込〆切：4月 14 日（月）※少雨決行
講師：ＮＰＯ法人　人と自然の会

春のたんぼや里山の草木と出会うゆっくりハイクを楽しみます。

J03

岩美町・羽尾岬の火山岩を見よう

5月 6日（火）10：00～17：00
場所：鳥取県岩美町※山陰海岸学習館に 10：00 集合
対象：小学校高学年～大人  定員：25 名  受講料：500 円（300 円）
申込〆切：4月 22 日（火）※少雨決行
講師：山陰海岸ジオパーク談話会・先山 徹
共催：山陰海岸ジオパーク推進協議会

申込および問合せは、ＮＰＯ法人たじま海の学校まで。
〒669-6402　兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 316 番地
電話・Ｆａｘ（0796-39-4811）、電子メール（umigaku@gmail.com）

午前中山陰海岸学習館で岩美町の大地について学習したのち、午後は周辺
を散策します。

J04
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①「花と昆虫と鳥の共進化 (1)」と内検実習
4月 26 日（土）10：00～15：00

②「花と昆虫と鳥の共進化 (2)」と
 蜂蜜しぼりスタッフ (A 班 )
5 月 24 日（土）10：00～16：00

③「働きバチの分業の実態」と
 蜂蜜しぼりスタッフ (B 班 )
6 月 21 日（土）10：00～16：00

④「ミツバチのダンス言語の虚実」
 養蜂家の話
7月 26 日（土）10：00～16：00

＜こころ＞と＜ことば＞を科学する

6月 15 日（日）13：30～15：30
場所：博物館   中セミナー室
対象：高校生～大人
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：5月 26 日（月）
講師：三谷雅純

チンパンジーやゴリラは「おしゃべりをする」のでしょうか？　そもそも、
＜ことば＞とは何なのでしょう？　ヒトが＜ことば＞をあやつるには、も
のを知り、考える能力が必要です。ヒトの＜こころ＞と＜ことば＞を科学
します。

F03

京丹後・立岩でマグマの通り道を見つけよう

5 月 18 日（日）10：00～16：00
場所：京丹後市間人　対象：小学校高学年～大人　定員：25 名
受講料：500 円（300 円）　申込〆切：4月 28 日（月）※少雨決行
講師：山陰海岸ジオパーク談話会・先山 徹
共催：京丹後市、山陰海岸ジオパーク推進協議会
申込および問合せは、ＮＰＯ法人たじま海の学校まで。
〒669-6402　兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 316 番地
電話・Ｆａｘ（0796-39-4811）、電子メール（umigaku@gmail.com）

京丹後市間人の地質についてのお話のあと、立岩から大成古墳、竹野港周
辺を散策します。

J06

この講座は養蜂家の養成講座ではあ
りません。ミツバチを飼うことが好
きな方々に正しいミツバチの知識、
正しいハチ全般の知識、さらには昆
虫全般の正しい知識をもって頂こう
とする講座です。
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コケ玉づくり

6月 7日（土）13：00～15：00
場所：博物館   実習室  
対象：小学生～大人
定員：30 名　受講料：300 円
申込〆切：5月 18 日（日）
講師：ＮＰＯ法人　人と自然の会

ちょっと素敵な自分だけのコケ玉をつくってみませんか。

J07

石ころクラブ勉強会（全 7回）

場所：博物館   大セミナー室
対象：小学校高学年～大人
定員：25 名　
受講料：2000 円（1000 円）
申込〆切：5月 19 日（月）
講師：石ころクラブ
 先山 徹・加藤茂弘
※小学生以下は保護者の付添いが必要です。

皆で地質の模型を作りながら、石について学ぶ会です。参加者で相談して、
模型作り以外に野外の見学や調査に出かけたり、博物館の研究員の話を聞
いたりします。その活動成果を共生のひろばで発表します。

J08

鳴く虫インストラクター養成講座 （全 2回）

場所：博物館   大セミナー室　対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：1000 円（500 円）※２回分
申込〆切：5月 23 日（金）
講師：鳴く虫研究会「きんひばり」

鳴く虫の声を聞き分けてインストラクターになろう。修了者はきんひばり
に入会できインストラクターとして活躍できます。

J09

挿し木で増やす希少植物

6月 17 日（火）10：00～12：00
場所：博物館   実験セミナー室
対象：大人
定員：20 名　受講料：500 円
申込〆切：5月 23 日（金）
講師：希少植物研究会

希少植物のカザグルマやフジバカマ、アジサイのシチダンカ等を挿し木で
増やすノウハウを勉強します。

J11浜坂を作った地形と街並み見学

6月 1日（日）10：00～16：00
場所：新温泉町山陰海岸ジオパーク館
対象：小学校高学年～大人　定員：25 名
受講料：500 円（300 円）　申込〆切：5月 12 日（月）※少雨決行
講師：山陰海岸ジオパーク談話会・先山 徹
共催：新温泉町山陰海岸ジオパーク館、新温泉町
申込および問合せは、ＮＰＯ法人たじま海の学校まで。
〒669-6402　兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 316 番地
電話・Ｆａｘ（0796-39-4811）、電子メール（umigaku@gmail.com）

ジオパーク館で、浜坂周辺の大地の成り立ちをお話し、展示見学をします。
野外では、味原小道や浜坂の名前の由来になった坂道や街並みを見学します。

J10
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※受講料（）内は中学生以下の料金です。

①１年間の計画 6 月 8日（日）
②例会 7 月 21 日（月）
③例会 8 月 31 日（日）
④例会 10 月 13 日（月）
⑤例会 12 月 23 日（火）
⑥例会 1 月 12 日（月）
⑦発表準備 2 月 8日（日）
すべて 13：30～15：30

6 月 14 日（土）18：00～20：30
①初夏編

8月 30 日（土）18：00～20：30
②初秋編

家族で蜂蜜しぼり 6月

6月 21 日（土）13：00～16：00
場所：博物館および博物館養蜂場
対象：幼児～大人
定員：30 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：6月 8日（日）※少雨決行
講師：アピス同好会・大谷 剛
※蜂蜜の料金は受講料に含まれていないので、別料金になります。
 中学生以下だけの参加不可

実際に蜂蜜をしぼると、ミツバチやハチ類全般についての知識にいかに誤
解があるかわかります。　　　　　

J12

家族で蜂蜜しぼり 5月

5月 24 日（土）13：00～16：00
場所：博物館および博物館養蜂場
対象：幼児～大人  
定員：30 名　受講料：1000 円（500 円）
申込〆切：5月 4日（日）※少雨決行
講師：アピス同好会・大谷 剛
※蜂蜜の料金は受講料に含まれていないので、別料金になります。
 中学生以下だけの参加不可

実際に蜂蜜をしぼると、ミツバチやハチ類全般についての知識にいかに誤
解があるかわかります。　　　　　

J05
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火山のでき方と豊岡の火山

6月 29 日（日）10：00～16：00
場所：豊岡市、兵庫県立コウノトリの郷公園
対象：小学校高学年～大人　定員：25 名
受講料：500 円（300 円）　申込〆切：6月 9日（月）※少雨決行
講師：山陰海岸ジオパーク談話会・先山 徹・松原典孝
共催：兵庫県立大学地域資源マネジメント研究科、豊岡市
申込および問合せは、ＮＰＯ法人たじま海の学校まで。
〒669-6402　兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 316 番地
電話・Ｆａｘ（0796-39-4811）、電子メール（umigaku@gmail.com）

午前中は新しい大学院の講義室で学習したのち、午後は玄武洞など、豊岡
市内の火山をバスで巡ります。

J13



ひとはく博士と行く
ハチ北高原昆虫サマースクール ( 全 5回）

場所：博物館　②のみ ハチ北高原（香美町）
対象：小学校 4～ 6年生 
定員：15 名　
受講料：32000 円※合宿時のバス代、宿泊費、食費含む
申込〆切：7月 10 日（木）※雨天決行
講師：run♪ run♪ plaza・八木 剛ほか　協力：テネラル

昆虫好き、集まれ！　自然豊かな夏のハチ北高原で、専門家の先生や大学
生高校生リーダーたちと、2泊3日の観察調査を行います。事後学習会では、
標本作製や調査結果のまとめをし、発表会で成果を発表しましょう。夏休
みの自由研究対策もバッチリです！

J14

山野草　花の形・タネの形・成長の形（秋編）

10 月 21 日（火）10：00～12：00
場所：博物館   実験セミナー室
対象：大人
定員：20 名　受講料：500 円
申込〆切：10 月 1日（水）
講師：希少植物研究会

秋にかけて見られる希少種を含む山野草の花の形、タネの形、成長の形を
記録写真で確認し、タネのまき方、育て方を伝授いたします。

J18

香住海岸のカエル島と岩石

10 月 19 日（日）10：00～16：00
場所：香美町香住区、香美町海の文化館
対象：小学校高学年～大人
定員：25 名　受講料：500 円（300 円）
申込〆切：9月 29 日（月）※少雨決行
講師：山陰海岸ジオパーク談話会・先山 徹
共催：香美町
申込および問合せは、ＮＰＯ法人たじま海の学校まで。
〒669-6402　兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 316 番地
電話・Ｆａｘ（0796-39-4811）、電子メール（umigaku@gmail.com）

午前中は香美町海の文化館で学習したのち、午後は今子浦を散策します。

J17

親子で聞く鳴く虫の会　

9月 13 日（土）18：00～20：30
場所：博物館   大セミナー室
対象：幼児～大人
定員：20 名　受講料：600 円（400 円）
申込〆切：8月 22 日（金）※少雨決行
講師：鳴く虫研究会「きんひばり」

秋の鳴く虫５種の解説を聞いてから観察に出かけます。インストラクター
の解説を聞きながら、鳴く虫を楽しみます。大人だけの参加も大歓迎！

J15

愛蜂家基礎講座・初級（全 4回）

場所：博物館および博物館養蜂場

対象：中学生～大人

定員：20 名　

受講料：3000 円（2000 円）

※4回分

申込〆切：9月 7日（日）

※雨天決行

講師：アピス同好会・大谷 剛

J16

16

①事前学習会
7月 19 日（土） 10：30～12：00

②ハチ北高原で観察・調査（2泊 3日）
7 月 25 日（金）～27日（日）

③事後学習会１
7月 30 日（水）10：00～15：00

④事後学習会 2
8 月 17 日（日） 10：00～15：00

⑤発表会
8月 24 日（日）10：30～12：00

①ミツバチの基礎知識、巣礎づくり
9月 27 日（土）
②ハチ類の基礎知識、巣箱の内検
10月 25 日（土）
③ハチに関する大誤解、晩秋の内検
11月 22 日（土）
④ネオニコチノイドの知識、
　初級の認定テスト
12月 20 日（土）  全て 10：00～15：00

鳥取砂丘の成り立ちを探ろう

11 月 16 日（日）10：00～16：00
場所：鳥取市鳥取砂丘ジオパークセンター
対象：小学校高学年～大人  定員：25 名
受講料：500 円（300 円）　申込〆切：10 月 27 日（月）※少雨決行
講師：山陰海岸ジオパーク談話会・先山 徹
共催：鳥取砂丘ジオパークセンター、鳥取市
申込および問合せは、ＮＰＯ法人たじま海の学校まで。
〒669-6402　兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 316 番地
電話・Ｆａｘ（0796-39-4811）、電子メール（umigaku@gmail.com）

午前中は鳥取砂丘ジオパークセンターで学習したのち、午後は鳥取砂丘や
火山灰の露頭を見学します。

J19

この講座は養蜂家の養成講座ではありません。ミツバチを飼うことが好きな方々に正
しいミツバチの知識、正しいハチ全般の知識、さらには昆虫全般の正しい知識をもっ
て頂こうとする講座です。

連
携
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豊岡をおそった地震からの復興の歴史

11 月 30 日（日）10：00～16：00
場所：豊岡市、兵庫県立コウノトリの郷公園
対象：小学校高学年～大人　定員：25 名
受講料：500 円（300 円）　申込〆切：11 月 10 日（月）※少雨決行
講師：山陰海岸ジオパーク談話会・先山 徹
共催：兵庫県立大学地域資源マネジメント研究科、豊岡市
申込および問合せは、ＮＰＯ法人たじま海の学校まで。
〒669-6402　兵庫県美方郡香美町香住区訓谷 316 番地
電話・Ｆａｘ（0796-39-4811）、電子メール（umigaku@gmail.com）

午前中は新しい大学院の講義室で学習したのち、午後は城崎の街の散策、
田結でラムサール条約湿地の見学をします。

J21



昆虫で学ぶ授業計画を考える（全 2回）

場所：①伊丹市昆虫館（現地集合・解散）②博物館 中セミナー室
対象：教職員・指導者　定員：25 名　申込〆切：5月 30 日（金）
受講料：1500 円※2回分、昆虫館入館料を含む　
講師：橋本佳明　①長島 聖大（伊丹市昆虫館学芸員）
※どちらか 1回だけの受講も可。申込みの際希望日を明記ください。
 ただし、受講料は 1,500 円となります。

子どもたちが生きる力を身につけるためには幼い頃からの自然体験が重要
です。本セミナーでは昆虫を対象に授業計画を組み立てるのに役立つ知識
を昆虫館とひとはくで体験的に学びます。

G01

今からでも間に合うジャガイモ栽培

8月 4日（月）9：30～12：30
場所：博物館   実習室  
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：700 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：高野 温子

児童と一緒にジャガイモを栽培するコツをお教えします。小学校２年生を
対象にジャガイモ栽培の三回連続セミナーを実施した経験から、栽培のポ
イント、各回の狙い、子供達の反応等についてお話します。

G02

箱庭づくりを通して学ぶ自然や文化

8月 4日（月）13：30～16：30
場所：博物館   実習室  
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：1000 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：大平 和弘

初等教育の工作から中等教育の環境学習まで幅広い現場で応用できる、粘
土や石などを使った箱庭づくりを体験します。教育効果を高める方法や日
本人の自然観なども解説します。

G03

遊びで学ぶ、活断層と地震

8月 4日（月）13：30～16：30
場所：博物館   大セミナー室
対象：教職員・指導者  
定員：30 名　受講料：600 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：加藤茂弘

断層ドミノにより地震の規模と活断層の長さの関係や連動地震の仕組みを
学び、ペーパークラフトを作りながら、断層運動の種類と応力との関係、
地震被害の関係などを学びます。

G04

小さな子どもの指導者向け
身近な植物観察の仕方

8 月 5日（火）9：30～12：30
場所：博物館ならびに深田公園
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：900 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：小舘誓治

公園に生えている植物を使って植物の観察の仕方を学びます。

G05
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※受講料（）内は中学生以下の料金です。

①伊丹市昆虫館  6 月 15 日（日）14：00～16：00

②ひとはく 7 月 6日（日）14：00～16：00

淡路島南部の地層と石ころ

8月 5日（火）11：00～16：00
場所：国立淡路青少年交流の家およびその周辺
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：800 円
申込〆切：6月 27 日（金）※少雨決行
講師：古谷 裕　共催：国立淡路青少年交流の家

淡路島南部で地層を観察し、周辺の石ころを他地域と比較しながら調べま
す。国立淡路青少年交流の家にて午前中 1 時間程度の講義。午後交流の
家周辺で和泉層群、南あわじ市阿万西町にて大阪層群を見学し石ころを採
集します。交流の家に戻り、採集した石ころを調べます。

G06

カタツムリとダンゴムシ

8月 5日（火）13：30～16：30
場所：博物館  中セミナー室
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：700 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：鈴木 武

小学生に関心が高い生きものであるカタツムリとダンゴムシのおもな種類
の見分け方や観察の方法などを行います。

G07
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コンニャク作り

2月 14 日（土）10：00～14：00
場所：博物館   実験セミナー室
対象：小学生～大人
定員：20 名　受講料：200 円
申込〆切：1月 25 日（日）
講師：ＮＰＯ法人　人と自然の会

生芋から手づくりこんにゃくを作ってみましょう。

J20



身近な生き物観察（全 2回）

場所：博物館およびキリンビアパーク神戸
対象：教職員・指導者 
定員：30 名　受講料：2500 円（2日間）、2000 円（１日のみ）
申込〆切：6月 27 日（金）※少雨決行
講師：①小舘 誓治　②佐藤 裕司
 NPO法人 野生生物を調査研究する会
※お申込みの際、受講希望日をどちらか 1日のみ、または、両日希望とご明記ください。

身近にいる生き物の採集の仕方から、観察のポイントまでを学びます。

G08

児童・生徒とできる里山の調べ方

8月 6日（水）9：30～12：30
場所：博物館ならびにひとはくの森 
対象：教職員・指導者  
定員：40 名　受講料：1000 円
申込〆切：6月 27 日（金）※雨天決行
講師：橋本佳延

小学校、中学校の身近にある里山を利用した環境学習を実践する上で、そ
の助けとなる調査方法と調査結果の解析方法を紹介します。

G09

小さな子どもの指導者向け
かわいい石ころ標本づくり

8 月 6日（水）9：30～12：30
場所：博物館 実験セミナー室
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：1000 円
申込〆切：6月 27 日（金）※雨天決行
講師：高瀬優子・古谷 裕

身近な石のでき方や特徴を知り、標本箱を作ります。博物館の近くでの石
探しや、石を使った遊びもご紹介します。

G18

障がいのある子どもたちとの野外活動入門

8 月 6日（水）13：30～16：30
場所：博物館   中セミナー室
対象：教職員・指導者
 教育施設や市民団体、NGO、NPOなどで
 障がい者や障がい児の世話をしておられる方も受講可  

定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：三谷雅純

担当研究員自身が２級の身体障がい者です。障がいのある子どもたちとの自
然観察など、実際の野外活動やユニバーサル・ミュージアムを念頭に置いて、
子どもに与える教材の作り方や野外で注意すべき点を共に考えます。

G10

葉っぱで見分ける身近な樹木

8月 7日（木）9：30～12：30
場所：博物館   実験セミナー室  
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：700 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：黒田有寿茂

セミナー前半では、身近な樹木の葉っぱを観察し、樹木の種類を見分ける
ポイントを学びます。後半では、野外を歩きながら、葉っぱを使った身近
な遊びを紹介します。

G12

丹波の恐竜化石と小動物化石

8月 7日（木）13：30～16：30
場所：博物館  中セミナー室
対象：教職員・指導者  
定員：30 名　受講料：1000 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：池田忠広・Labones

丹波市・篠山市に分布する篠山層群からは恐竜を含む多数の脊椎動物化石
が発見されています。本セミナーでは、これまでの調査の結果や研究成果
等について解説します。また、石割調査に参加していただきます。

G13
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①昆虫と植物の観察 8 月 6日（水）9：30～16：30

②ビオトープ調査 8 月 7日（木）9：30～16：30

小さな子どもの指導者向け
化石を使ったプログラム

8 月 7日（木）13：30～16：30
場所：博物館   実験セミナー室
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：1200 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：古谷 裕

アンモナイトや放散虫化石の３D拡大模型のレプリカづくり、町の中での
化石探し、石ころ調べなどを体験し、アンモナイトのレプリカ用の型を作
ります。

G14

ピカピカ泥団子の作り方（初級・中級）

8月 8日（金）9：30～12：30
場所：博物館ならびに深田公園
対象：教職員・指導者  
定員：50 名　受講料：900 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：赤澤宏樹

校庭の土を使ったオーソドックスな光る泥団子と、陶芸用の粘土を使った
大理石のような泥団子の作り方を伝授します。幼稚園児から大人まで楽し
めるプログラムです。

G15
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小さな子どもの指導者向け
先生のための「むしむしたいけん」

8 月 8日（金）13：30～16：30
場所：博物館   実習室  
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：700 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：八木 剛

翌日から開催となるオープンセミナー「むしむしたいけん」を先取りし、
いろんな虫のさわり方、さわらせ方を学び、野外での虫とりも体験します。

G16

牛乳パックでカメラづくりから撮影まで

8月 8日（金）13：30～16：30
場所：博物館   大セミナー室
対象：教職員・指導者  
定員：30 名　受講料：700 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：赤澤宏樹

ハサミとセロテープを使った簡単な工作で、牛乳パックからカメラを作り、
青焼き用紙で写真を撮影・現像する方法を伝授します。小学校低学年から
できる内容です。

G17
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※受講料（）内は中学生以下の料金です。

授業で使える植物化石

8月 8日（金）13：30～16：30
場所：博物館   実験セミナー室
対象：教職員・指導者  
定員：20 名　受講料：1000 円
申込〆切：6月 27 日（金）
講師：半田久美子

化石の授業で本物の植物化石や珪化木を使ってみませんか。貸出し用標本
について説明をします。
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高橋晃

自然・環境評価研究部
埋蔵自然遺産研究グループ

研究員

古爬虫両棲類学
●1978 年埼玉生まれ鹿児島育ち
●鹿児島大学大学院理工学研究科博士
　後期課程生命物質システム専攻
●理学博士池田忠広

自然・環境マネジメント研究部
コミュニティデザイン（多自然居住）研究グループ

赤澤宏樹

緑地計画学、コミュニティ・ランドスケープ
●1970 年大阪府生まれ
●大阪府立大学大学院農学研究科修了
●農学博士

自然・環境評価研究部
森林多様性研究グループ

秋山弘之

植物分類学（コケ植物）
●1956 年大阪府生まれ
●京都大学大学院理学研究科
●理学博士

自然・環境マネジメント研究部
コミュニティデザイン（都市再生グループ）

上田萌子

環境計画学　緑地環境学
●1982 年愛知県生まれ
●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）

主任研究員

自然・環境再生研究部
植生研究グループ

石田弘明

植生学、保全生態学
●1971 年兵庫県生まれ
●神戸大学大学院修士課程修了
●農学博士

自然・環境評価研究部
昆虫共生系研究グループ

自然史科学、爬虫両生類学
●1959 年名古屋生まれ
●京都大学理学研究科（博士課程）中退
●学術博士太田英利

自然・環境評価研究部
地域環境地質研究グループ

主任研究員

自然地理学（地形学・第四紀学）
●1960 年岐阜県生まれ
●東京大学大学院理学研究科地理学専攻、
　博士課程単位取得後退学
●理学修士加藤茂弘 

研究員

自然・環境再生研究部
生物多様性保全研究グループ

植物生態学・植生学・保全生態学
●1978 年愛知県生まれ
●広島大学大学院理学研究科博士課程修了
●理学博士黒田有寿茂

研究員

自然・環境再生研究部
植生創出研究グループ

小舘誓治

森林土壌学、植物生態学
●1962 年福岡県生まれ
●神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了
●学術博士

主任研究員

三枝春生

自然・環境評価研究部
埋蔵自然遺産研究グループ

古脊椎動物学
●1958 年東京都生まれ
●京都大学理学研究科博士後期課程修了
●理学博士

研究員

鈴木武

植物分類学
●1962 年千葉県生まれ
●東京大学大学院理学研究科単位取得後退学
●理学博士

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

高野温子

植物分類学
●1971 年大阪府生まれ
●大阪市立大学大学院理学研究科後期博士課程修了
●理学博士

自然・環境評価研究部
森林多様性研究グループ

自然・環境評価研究部
地域環境地質研究グループ

研究部長

佐藤裕司

■第四紀学、陸水生物学
●1957 年大阪府生まれ
●神戸大学大学院理学研究科修士課程修了
●学術博士

植物分類学、形態学
●1954 年岐阜県生まれ
●大阪大学大学院理学研究科
●理学博士

次長兼研究部長

※プロフィールは平成26年3月20日現在

自然・環境評価研究部
森林多様性研究グループ

次長兼主任研究員

田原直樹高橋晃

自然・環境マネジメント研究部
コミュニティデザイン（都市再生）研究グループ

環境計画学、都市計画学
●1953 年福岡県生まれ
●大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了
●工学博士（大阪大学）

研究員

大平和弘

自然・環境マネジメント研究部
コミュニティデザイン（多自然住居）研究グループ

緑地環境学、ランドスケープ・マネジメント
1985 年兵庫県生まれ
●大阪府立大学大学院生命環境科研究科博士後期課程修了
●博士（緑地環境科学）

主任研究員 主任研究員

研究員 研究部長
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主任研究員

橋本佳明

自然・環境評価研究部
昆虫共生系研究グループ

昆虫多様性学（アリ・ハチ類）
●1956 年大阪市生まれ
●神戸大学自然科学研究科（博士課程）修了
●学術博士

主任研究員

橋本佳延

自然・環境再生研究部
植生創出研究グループ

保全生態学、植物生態学
●1976 年愛知県生まれ
●神戸大学大学院総合人間科学研究科
●学術博士

主任研究員

半田久美子

古生物学、花粉学
●1970 年栃木県生まれ
●大阪市立大学理学研究科前期博士課程修了
●理学修士

自然・環境評価研究部
埋蔵自然遺産研究グループ

主任研究員

自然・環境再生研究部
生物多様性保全研究グループ

植物生態学、保全生態学
●1964 年香川県生まれ
●大阪市立大学大学院理学研究科修士課程修了
●理学修士

自然・環境マネジメント研究部
コミュニティデザイン
（多自然居住）研究グループ

研究員

藤本真里

住民参画型のまちづくり
●1961 年兵庫県生まれ
●大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了
●工学博士

自然・環境マネジメント研究部
動物共生研究グループ

研究員

布野隆之

動物生態学
●1976 年島根県生まれ
●新潟大学大学院博士後期課程修了
●農学博士

主任研究員

自然・環境評価研究部
埋蔵自然遺産研究グループ

古生物学、地質学
●1952 年島根県生まれ
●名古屋大学大学院博士課程 ( 後期 ) 単位取得満了
●理学博士古谷裕

主任研究員

自然・環境マネジメント研究部
動物共生研究グループ

三谷雅純

霊長類学（人類学）、動物生態学
●1954 年香川県生まれ
●京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了
●理学博士

主任研究員

自然・環境マネジメント研究部
流域生態研究グループ

三橋弘宗

河川生態学、博物館学、保全生態学
●1970 年京都府生まれ
●京都大学大学院理学研究科博士前期課程修了
●理学修士

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

八木剛

生物地理学
●1968 年大阪府生まれ
●神戸大学大学院農学研究科修士課程修了
●農学修士

連携活動グループ
あかねちゃんクラブ

アピス同好会

石ころクラブ

猪名川流域ひめぼたるネットワーク

がきっこクラブ

関西ワイルドライフ研究会

菊炭友の会

希少植物研究会

GREEN GRASS

櫻守の会

篠山層群をしらべる会

里山レンジャー

山陰海岸ジオパーク談話会

三田プレーパーク・プロジェクト

山東の自然に親しむ会

NPO法人 さんぽくらぶ

丹波地域のホトケドジョウを守る会

テネラル

鳴く虫研究会「きんひばり」

一般社団法人　ハチ北高原自然協会

東中国クマ集会

NPO法人 人と自然の会

水辺のフィールドミュージアム研究会

南あわじ地学の会

Labones

run♪run♪plaza

 高瀬優子
科学コミュニケーター

生涯学習、環境教育
●1979 年兵庫県生まれ
●神戸大学大学院総合人間科学研究科修士課程修了
●学術修士

生涯学習推進室
キッズひとはく推進タスクフォース　

藤井俊夫
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収蔵コレクション展

「ゾルンホーフェンの化石コレクション展」
平成 26 年 7月 19日～11月 3日

予　告

関連一般セミナー 収蔵品展関連講演会

オープンセミナー 特注セミナー

関連オープンセミナー

博物館に来館されたお客様向けに開催してい

ます。観覧券をお買い求めの上、直接会場へ

お越し下さい。参加いただける人数に制限が

ある場合、先着順とさせていただきます。

博物館に来館される団体を対象に開催してい

ます。団体観覧申込時にご希望をお伝え下さ

い。日程・内容について調整をお願いする場

合や担当講師と事前に打ち合わせをお願いす

る場合があります。

ひとはくでは、他にも様々な企画展やセミナーを開催しています。

申し込み不要・当日参加OK 来館団体向け・事前申し込み制

詳しくは　http://hitohaku.jp ひとはく 検 索

p.4 5 月 31 日（土）  恐竜時代のトカゲたち 

p.4 6 月 14 日（土）  恐竜時代のカエルたち 

p.5 8 月 27 日（水）  シダ植物の森、裸子植物の森

p.8 9 月 23 日（火）  中生代における被子植物の多様化

p.10 11 月 22 日（土）  アリとハチの昔話ー中生代にはじまる昆虫の多様化

8 月 9 日（土）・8月 16 日（土）・8月 23 日（土） 珪化木をみてみよう

8 月 10 日（日） 　　　　　　　　　　　　　　　ビンの中に古代の森をつくろう！

9 月 15 日（月・祝）・10 月 19 日（日）・11 月 9日（日）アンモナイト石けんをつくろう！

9 月 21 日（日） 現存する最古の鳥たち

12 月 21 日（日） ひょうご針葉樹紀行

●中生代におけるシダ植物の進化

●水生昆虫の呼吸メカニズムと中生 

代における昆虫の巨大化と衰退

●鳥類の初期進化について　　他

ドイツ・ゾルンホーフェン地方はドイツ南部の小さい町で、中生代ジュラ

紀の石灰岩が分布しています。始祖鳥の化石が発見されたことで世界的に

有名ですが、他にもエビ、カブトガニなどの良質な化石が産出します。今

回は、当館所蔵のゾルンホーフェン化石を初めて一挙に公開いたします。

お見逃しなく！ ( 写真はシュードリナ（Pseudorhina alifera）　カスザメとい

うサメの一種です。カスザメは現在でも温暖な海に多くみることができ、

海底の砂にもぐって生活しています）



ひとはくへのアクセス

■博物館周辺駐車場のご案内
・大型バスは専用駐車場をご利用ください。
　（１３台・無料・要予約）
・お車でお越しの方は近隣の有料駐車場をご利用ください。

※平面駐車場・立体駐車場
　(ﾌﾗﾜｰﾀｳﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ) は、
　博物館観覧券による割引
　サービスがありません。

三宮 谷上 横山 フラワータウン
神戸市営地下鉄 神戸電鉄

徒歩約 5分

● 三宮から

● 大阪から

大阪 三田 フラワータウン

ＪＲ宝塚線 神戸電鉄
徒歩約 5分

バスでお越しの方

電車でお越しの方 (所要時間約１時間）

三ノ宮

神姫バス
東口

バスターミナル

フラワータウンセンター

( 所要時間約１時間）

徒歩約 5分

「学園７丁目」
「三田駅」
「つつじが丘北口」行き

●中国道方面から
　神戸三田インターチェンジ（六甲北有料道路終点）から約 10 分。 ※平成 26年 4月 1日以降ホームページ等でご確認ください。

※お問い合わせ：神姫バス三田営業所　079-565-5711

Ｐ
Ｐ

神戸電鉄
フラワータウン駅

バス
駐車場
    ( 要予約 )

Ｐ

博物館入口
エントランスホール

平面駐車場

立体駐車場

ひとはく

恐竜ラボ

駐車券と博物館観覧券の
半券を「フローラ８８」
１階インフォメーション
センターにご持参いただ
き、割引手続きを受けて
ください。

ダイエー三田店
店舗上階３F～６F駐車場
４時間まで無料

（※以降30分ごとに150円）
スロープを上がって３階
から上階が駐車場です。

開館時間・休館日・観覧料 

■開館時間

10:00 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
■休館日
月曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始（2014 年 12 月 28 日～ 2015 年 1月 2日）
臨時休館日（2015 年 1月 5日～ 2015 年 2月 6日）
※夏休み中は休まず開館します。

■観覧料

団体（一般・学校）利用のご案内 

■団体観覧のお申込み

　団体でご観覧を希望される場合は、事前に生涯学習課まで
　ご連絡ください。

■下見（要予約）
　下見の際は、必ず事前に日時を電話にてご連絡ください。
　４階関係者入口で受付して、生涯学習課にお越しください。

■昼食をされる場合

◎団体は 20 名以上 (エントランスホールで受付）　
◎65 歳以上の方は半額 ( 受付時に証明書をご提示ください）
◎障がい者（及び介護者 1名）は半額（受付時に証明書をご提示ください）　

電話でのお申込み ▶▶079-559-2002
ＦＡＸでのお申込み▶▶079-559-2033

中央の丸い建物がエントランスホール
（団体受付・ミュージアムショップ・
トイレがあります）

個人

団体

 大人 大学生 高校生 中学生以下

210 円 150 円 100 円 無料

150 円 100 円 70 円 無料
晴天時は、博物館の前の深田公園でお願いいたします。

雨天時の場合、ホロンピアホールのロビー（ホワイエ）や館
内のセミナー室をご利用いただくこともできます。
お申込みの時に必ず、ご予約をお願いいたします。

※「団体観覧申込書」は博物館のホームページからダウンロード
　することができます。　(http://hitohaku.jp)

■特注セミナーの受講

　館内見学だけではなく研究員等によるオーダーメイドの特注セミ
ナーを充実させております。詳しい最新情報は、ホームページに掲載
しております。受講にあたっては、必ず下見にて内容等の打合せをお
願いいたします。
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