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学力向上シンポジウム
本県の児童生徒の全県的な学力の定着状況や学習に関する意識等の分析結果、指導上の工夫改善の在
り方等について、学力向上シンポジウムを開催し、普及啓発を図ります。

12月16日 あましんアルカイックホール

地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」 中学校２年生が、地域や自然の中で、生徒の主体性を尊重した様々な体験活動を行います。
11月を中心
として１週

間
各中学校区

第41回兵庫県中学校総合文化祭
音楽・伝統文化部門

中学生による音楽及び邦楽・伝承芸能等伝統文化活動の発表を行います。 10月3日 神戸文化ホール

第41回兵庫県中学校総合文化祭
書写・美術部門

中学生の書写・絵画等の作品の展示発表を行います。
10月4日～6

日
兵庫県民会館
神戸市教育会館

青空市場（県立特別支援学校高等部作品販売会）
授業で作成した商品の販売活動を通して、自立と社会参加につながる実践的な学習を充実させるとと
もに、一般就労へ向けた県立特別支援学校における教育について、県民の皆さんへの理解を図りま
す。

11月3日 しあわせの村

パラ・スポーツ王国
HYOGO & KOBE“夢プロ
ジェクト2019”（仮）の
会場内で開催

第15回みんなのアート展（兵庫県特別支援学校等作品
展）

作品を発表することの喜びを感じられる機会、および作品発表を通じて県民に特別支援教育への理解
を深める機会をつくり、障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加の促進、共生社会の実現に寄与し
ます。

12月11日～
15日

県立美術館ギャラリー棟３階

ひょうご産業教育フェア
高校生と地元企業が連携し、農水産、工業、商業、家庭、看護、福祉を学ぶ県立高等学校における職
業学科の学びと、地域産業の魅力を広く県民に発信します。（体験・展示・販売コーナーの他、
ファッションショー等のステージ発表を行います。）

11月2日
神戸ハーバーランド
スペースシアター
umieセンターストリート

県教育委員会事務局
高校教育課

（078）362-3898

数学・理科甲子園2019
高校生の科学技術等に対する興味・関心、意欲・能力を高めるとともに、科学好きな生徒らが集い、
競い合い、活躍できる場を構築し、提供することで、科学好きの裾野を広げるために、「科学の甲子
園全国大会」の兵庫県予選となる「数学・理科甲子園」を開催します。

10月12日 甲南大学
県教育委員会事務局

高校教育課
（078）362-9444

第43回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事 式典、アトラクション、各部門紹介を行います。 10月26日
三田市総合文化センター（郷
の音ホール）

第43回兵庫県高等学校総合文化祭演劇部門発表会 演劇部門生徒による発表を行います。
11月15日
～
11月17日

ピッコロシアター

第43回兵庫県高等学校総合文化祭合唱部門発表会 合唱部門生徒による発表を行います。 11月16日
三田市総合文化センター（郷
の音ホール）

第43回兵庫県高等学校総合文化祭吹奏楽部門発表会 吹奏楽部門生徒による発表を行います。 11月10日 赤とんぼ文化ホール

第43回兵庫県高等学校総合文化祭
器楽・管弦楽部門発表会

器楽・管弦楽部門生徒による発表を行います。 11月17日 しづかホール

第43回兵庫県高等学校総合文化祭
邦楽部門発表会

邦楽部門生徒による発表を行います。 11月4日 東リ　いたみホール

第43回兵庫県高等学校総合文化祭
郷土芸能部門発表会

郷土芸能部門生徒による発表を行います。 11月2日 すずらんホール

第43回兵庫県高等学校総合文化祭
マーチングバンド・バトントワリング部門発表会

マーチングバンド・バトントワリング部門生徒による発表を行います。 11月16日 ベイコム総合体育館

第43回兵庫県高等学校総合文化祭
美術・工芸部門発表会

美術・工芸部門生徒による作品の展示発表を行います。
11月7日
～
11月10日

KIITOデザインクリエイティ
ブセンター

第43回兵庫県高等学校総合文化祭
書道部門発表会

書道部門生徒による作品の展示発表を行います。
11月15日
～
11月17日

県立美術館王子分館
（原田の森ギャラリー）

第43回兵庫県高等学校総合文化祭
写真部門発表会

写真部門生徒による作品の展示発表を行います。
11月15日
～
11月17日

県立美術館王子分館
（原田の森ギャラリー）

「兵庫の教育推進月間」における取組　【県教育委員会】

高
校
教
育
課

特
別
支
援
教
育
課

義
務
教
育
課

県教育委員会事務局
義務教育課

078-362-3772

県教育委員会事務局
特別支援教育課
078-362-3774

県高等学校文化連盟
県立須磨東高等学校

(078)793-1616
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第43回兵庫県高等学校総合文化祭放送
文化部門発表会

放送文化部門生徒による作品の発表及びコンテストを行います。 11月16日 東リ　いたみホール

第43回兵庫県高等学校総合文化祭囲碁部門発表会 囲碁部門生徒による対局を行います。 11月10日 雲雀丘学園高等学校

第43回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門発表会 将棋部門生徒による対局を行います。
11月3日
個人戦

県立尼崎稲園高等学校

第43回兵庫県高等学校総合文化祭将棋部門発表会 将棋部門生徒による対局を行います。
11月23日
団体戦

淳心学院高等学校

第43回兵庫県高等学校総合文化祭新聞部門発表会 新聞部門生徒による作品の展示発表を行います。 10月26日
三田市総合文化センター（郷
の音ホール）

第43回兵庫県高等学校総合文化祭吟詠部門発表会 吟詠部門生徒による発表を行います。 10月26日
三田市総合文化センター（郷
の音ホール）

第43回兵庫県高等学校総合文化祭
小倉百人一首かるた部門発表会

小倉百人一首かるた部門生徒による競技会を行います。 11月4日 県立総合体育館

第43回兵庫県高等学校総合文化祭茶道部門発表会 茶道部門生徒による研鑽会を行います。 10月27日
あかし保健所
１Ｆ多目的ホール

第43回兵庫県高等学校総合文化祭自然科学部門発表会 自然科学部門生徒による作品の展示発表を行います。
11月8日～
11月10日

バンドー神戸青少年科学館

第43回兵庫県高等学校総合文化祭文芸部門発表会 文芸部門生徒による作品の展示発表を行います。 11月9日 兵庫県私学会館

第43回兵庫県高等学校総合文化祭文化部合同発表会
華道、家庭、パソコン・メディア、工作、水産、漫画研究・イラスト、ダンス、軽音楽部門の生徒に
よる発表展示等を行います。

11月17日
神戸ハーバーランド
スペースシアター

特別展「富野由悠季の世界」
ガンダムシリーズなどの人気アニメーション総監督を数多く務めた富野由悠季監督のこれまでの仕事
を回顧、検証し人々に与えてきた影響と、そして彼が訴え続けたメッセージとは何かを紐解き、富野
監督作品の魅力を余すところなく紹介します。

10月12日～
12月22日

県立美術館
企画展示室

コレクションⅡ「美術の中のかたち－手で見る造形八田
豊展」「けんび八景」

当館所蔵作品を中心に紹介する展覧会です。第Ⅱ期は、視覚に障がいのある方のための毎夏の小企画
と、兵庫県ゆかりの日本画家、村上華岳の没後80年を記念し当館所蔵の作品の展覧会を開催し、新収
蔵品もあわせて紹介します。

  7月6日～
11月10日

県立美術館
常設展示室

コレクションⅡ「塩売りのトランク（仮題）」「再考？
最高？-世界に誇れるか！？兵庫県美コレクション（仮
題）」

当館所蔵作品を中心に紹介する展覧会です。第Ⅲ期は持ち運びできる小さな美術館として作られたマ
ルセル・デュシャンによる作品「トランクの中の箱」を紹介するとともに、当館コレクションの収集
方針や果たしてきた役割といった点から再考した展覧会を開催します。

11月23日～3
月1日

県立美術館
常設展示室

「関西文化の日」イベント 11月2日(土)、3日(日)に「関西文化の日」として、多彩なイベントを実施します。
11月2日
11月3日

全館
県立美術館

営業・広報担当
TEL:078-262-0905

美術館の調べ 美術以外の様々な芸術に気軽に触れていただけるよう、無料のコンサートを開催します。

10月5日
10月19日
10月26日
11月2日
11月9日
11月16日
11月23日
11月30日

県立美術館
アトリエ１ほか

県美亭ワンコイン寄席 落語家・露の吉次師による本格上方落語をご観賞頂けます。 11月17日
県立美術館
レクチャールーム

Ken-Vi名画サロン 新旧の名画の中から厳選した作品を上映する映画鑑賞会です。 10月13日
県立美術館
ミュージアムホール

県美シネマクラッシック 1950年代までの古典作品の中から名画の誉れ高い作品を取り上げる映画鑑賞会です。 11月15日
県立美術館
ミュージアムホール

文化の日に贈るクラシックコンサート 芸術の秋にふさわしい上質なクラッシック音楽をご鑑賞いただけます。 11月3日
県立美術館
アトリエ１

県高等学校文化連盟
県立須磨東高等学校

(078)793-1616

高
校
教
育
課

社
会
教
育
課

県立美術館
総務課

TEL:078-262-0901

県立美術館
教育支援・事業担当
TEL:078-262-0908
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世界の音楽 世界の民族楽器、民族音楽をご鑑賞頂けます。（有料） 11月4日
県立美術館
アトリエ１

県立美術館
教育支援・事業担当
TEL:078-262-0908

兵庫県立図書館連続講座
～連続歴史講座第５回～

日本史に興味・関心のある方を対象に、江戸中期～後期にかけての人物史を大学の先生から学ぶこと
ができる講座です。第５回のテーマは「化政期の政治と社会、町人文化の爛熟（徳永家斉）」です。

11月９日
（土）

県立図書館

ミニシアター
毎月第３日曜日に当館所蔵のDVDを無料で上映しています。11月は溝口健二監督、京マチ子・森雅之が
出演の「雨月物語」を上映します。

11月17日
（日）

県立図書館

「天文科学館×県立図書館コラボ
～天体観測～」

「人類月面着陸50周年」の展示に合わせて関連講座を開催します。明石天文科学館の学芸員がお話し
します。望遠鏡作りや作成した望遠鏡で天体観測も行います。

11月30日
（土）

県立図書館

B34六甲山「森の植物」観察会（秋） 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。 11月16日 県立人と自然の博物館

・要事前申込み
（中学生～）
・9:30～16:30
・定員20名

・受講料 1,000円（高校
生以下500円）

B35海岸の植物観察会(秋)
赤穂岬周辺の海岸の植物を観察します。
行程約6km。

11月17日 県立人と自然の博物館

・要事前申込み
（小学校４年生～）

・10:00～16:00
・定員20名

・受講料 1,000円（高校
生以下500円）

C04外来アリのはなし　その２ーアルゼンチンアリとアシ
ナガキアリ，ヒゲナガアメイロアリ，ツヤオオズアリ

本来の生息地から人為で世界中に運ばれ，外来生物化したアリは，世界で200種以上が知られていま
す．そして，日本にはすでに，最悪の外来生物と呼ばれるアリ達を含む40種以上の外来アリが侵入定
着しています．本セミナーでは，日本に侵入，定着した外来アリたちの生態を紹介し，なぜ，外来ア
リが，強いのかを考えていきます．

11月17日 県立人と自然の博物館

・要事前申込み
（中学生～）

・14:00～15:30
・定員20名

・受講料 700円

D14昆虫の色から学ぶ適応と進化
昆虫の体の色は地味な色から派手な色まで様々です。本セミナーでは昆虫の色に関する最新の研究成
果を交えながら生物の適応と進化について易しく学びます。

11月21日 県立人と自然の博物館

・要事前申込み
（大学生～）

・14:00～15:00
・定員20名

・受講料 500円

B36芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（晩秋） 芦屋市奥山地域の山道を歩きながら、秋の森の植物を観察します。 11月23日 県立人と自然の博物館

・要事前申込み
（大学生～）

・10:00～15:00
・定員20名

・受講料 1,000円

E08絵図や古地図を片手にぶらり。今昔まち歩き【川西／
平野・多田】

今昔まち歩きは、ひとはくが所蔵する名所図会や古地図といった資料を片手に、今と昔を感じなが
ら、まちを歩くセミナーです。
「川西／平野・多田」に残る様々なまちの記憶を辿りながら、今と昔のまち・都市の姿を訪ね歩きま
す。

11月23日 県立人と自然の博物館

・要事前申込み
（中学生～）

・13:30～16:30
・定員10名

・受講料 1,000円

H07霊長類学が描くヒトの姿―〈ことば〉の不思議―
霊長類学はヒトや人の本質を探る学問です。わたし達が日常使う〈ことば〉は他の動物にはない不思
議な行動です。その〈ことば〉の進化史的な性質について考えます。

11月29日 県立人と自然の博物館

・要事前申込み
（大学生～）

・14:00～15:30
・定員10名

・受講料 700円

展示特別企画
ひょうごのレッドリスト展
～哺乳類・爬虫類・両生類・魚類～

兵庫県では、絶滅の危機に瀕する野生生物などをリストにまとめています。2017年には、そのうち哺
乳類、爬虫類、両生類、魚類、クモ類のリストが改訂されました。本企画では、これらのうち哺乳
類、爬虫類、両生類、魚類に焦点を当て、標本や写真を使ってご紹介します。いくつかの種について
は生体の展示も予定しています。

10月12日
～1月5日

県立人と自然の博物館
・10:00～17:00

（入館は16:30まで）

県立コウノトリの郷公園ガイドウォーク 自然解説員、飼育員等が、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 10月5日 県立コウノトリの郷公園 13:30-14:30

県立コウノトリの郷公園ガイドウォーク 自然解説員、飼育員等が、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 10月19日 県立コウノトリの郷公園 13:30-14:30

県立コウノトリの郷公園
(0796)23-5666

県立図書館
利用サービス課
(078)-918-3366

社
会
教
育
課

県立人と自然の博物館
生涯学習課

079-559-2003
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県立コウノトリの郷公園飼育コウノトリへの給餌体験
通常では入場することのできない非公開エリアで、飼育員の指導に基づいて飼育コウノトリへの給餌
を体験します。

10月26日 県立コウノトリの郷公園 13:00-15:30

県立コウノトリの郷公園20周年記念　シンポジウム
「コウノトリとの約束」から「コウノトリの未来」へと題して、コウノトリの野生復帰の取組と課
題、今後の展望について考える。

11月2日 豊岡市民プラザ 13:30-16:20

県立コウノトリの郷公園20周年記念　非公開エリア特別
公開

通常では入場することのできない非公開エリアの一般公開及び特別ガイドウォークの開催等
11月2日～11
月4日

県立コウノトリの郷公園 10:00-15:00

県立コウノトリの郷公園20周年記念　郷公園“秋の大茶
会”

恒例となっている文化館主催「茶会“鶴見茶屋”」とタイアップ 11月3日 豊岡市立文化館前園路 10:00-15:00

県立コウノトリの郷公園20周年記念　「約束のケージ」
ガイドウォーク

通常では入場することのできない保護増殖センターを公開し、飼育員等がコウノトリ及び施設の取組
について解説します。

11月3日～4
日

コウノトリ保護増殖センター
①10:30-12:00
②13:30-15:00

県立コウノトリの郷公園20周年記念　“郷公園の研究”
パネル展

ロビーにおいて、研究成果の発表（ポスター、説明等）を行う。
11月3日～4
日

県立コウノトリの郷公園 大
学院棟　講義室、ロビー

10:00-15:00

県立コウノトリの郷公園ガイドウォーク 自然解説員、飼育員等が、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 11月16日 県立コウノトリの郷公園 13:30-14:30

県立コウノトリの郷公園ガイドウォーク 自然解説員、飼育員等が、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 11月30日 県立コウノトリの郷公園 13:30-14:30

県立コウノトリの郷公園ガイドウォーク 自然解説員、飼育員等が、コウノトリ及び園内の動植物について解説します。 12月7日 県立コウノトリの郷公園 13:30-14:30

特別展「お城ができる前の姫路」
江戸時代の初めに池田輝政が現在の姫路城を築城する以前の姫路の市街地やその周辺にある豊かな中
世の文化財をとおして、中世姫路の実像をご紹介していきます。

10月5日～
11月24日

県立歴史博物館
時間/10:00～17:00
(入館は16:30まで)

特別展「お城ができる前の姫路」展示解説 特別展「お城ができる前の姫路」の担当学芸員による展示解説です。 10月6日 県立歴史博物館
時間/11:00～

※参加には観覧料1000円
が必要です。

播磨国総社謡囃子上演 播磨国総社の一ツ山大祭、三ツ山大祭で演じられる謡囃子を上演します。 10月19日 県立歴史博物館
時間/14：00～14：30
定員50名（先着順）

歴はく倶楽部「石ころアートをつくろう」 県立歴史博物館ボランティアによるものづくりイベントです。 10月27日
姫路市大手前公園
（予定）
イベント参加申請中

時間/10:00～15:00
定員100名（先着順）

館長トークイベント「お城ができる前の姫路」
平成３０年３月に刊行された『姫路市史』第２巻（本編 古代 中世）のうち、中世の執筆者３名を招
いて、姫路の中世史の魅力を、対談を通して紹介します。

10月27日 県立歴史博物館
時間/14:00～15:30
定員100名(先着順)

特別展「お城ができる前の姫路」展示解説 特別展「お城ができる前の姫路」の担当学芸員による展示解説です。 11月2日 県立歴史博物館
時間/11:00～

※参加には観覧料1000円
が必要です。

現地見学会「お城ができる前の姫路を歩く」 当館周辺から播磨国惣社まで、お城ができる前の姫路をうかがわせる見所を歩きます。 11月4日 県立歴史博物館
時間/13:30～15:30

定員30名
事前申込み

れきはくロビーコンサート 県立姫路東高校ギターマンドリン部が県立歴史博物館のロビーで練習成果を披露します。 11月9日 県立歴史博物館 時間/14:00～14:30

特別展講演会 特別展「お城ができる前の姫路」の展示内容に合わせた講演会です。 11月10日 県立歴史博物館
時間/14:00～15:30
定員100名(先着順)

特別展「お城ができる前の姫路」展示解説 特別展「お城ができる前の姫路」の担当学芸員による展示解説です。 11月17日 県立歴史博物館
時間/11:00～

※参加には観覧料1000円
が必要です。

れきはくアカデミー「お城ができる前の姫路ー特別展出
展資料からー」

特別展出品資料から展覧会担当者おすすめの資料をいくつかご紹介します。とくに興味深い資料など
についてお話しし、特別展をより深く楽しんでいただくための見どころをご紹介します。

11月23日 県立歴史博物館
時間/14:00～15:30
定員100名(先着順)

歴史講演会③「松平明矩の失政」
「姫路藩主の通信簿」をテーマに、姫路城主　松平明矩が打ち出した経済政策の背景と経緯につい
て、播磨学研究所　所長　中元 孝迪氏が研究成果をお話しします。

11月24日 県立歴史博物館
時間/14:00～15:30
定員100名(先着順)

参加費300円

歴はく倶楽部
「粘土で来年の干支（ねずみ）をつくろう」

県立歴史博物館ボランティアによるものづくりイベントです。 11月24日 県立歴史博物館
時間/10:00～11:30

13:00～14:30
参加費100円

ひょうご歴史文化フォーラム
景勝地でもあった印南野は、地理的にみてどのような場所で、また倭王権にとって如何なる地域で
あったのかを考えます。

11月30日 県立考古博物館講堂
時間/13:00～16:30
定員120名(先着順)

歴はく倶楽部
「クリスマスリースをつくろう」

県立歴史博物館ボランティアによるものづくりイベントです。 12月8日 県立歴史博物館
県立歴史博物館
079-288-9011

時間/10:00～11:30
13:00～14:30
参加費100円

特別展
「埴輪の世界－埴輪から古墳を読みとく－」

国の重要文化財になった池田古墳の埴輪を中心に、県内外の埴輪を展示し埴輪の変遷やその実態につ
いて考えます。

10月5日～
12月1日

県立考古博物館
特別展示室

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

9:30～17:00
(入場は16:30まで)

県立コウノトリの郷公園
(0796)23-5666

社
会
教
育
課

県立歴史博物館
079-288-9011

県立歴史博物館
079-288-9011
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秋季企画展
「龍　翔ける！」

龍は、人間が作り出した架空の生き物です。その姿は、蛇のように長い体に四脚と角やひげをもち、
自在に天空を翔けて雨や雷を起こすとされました。展示では、千石コレクションの銅鏡に描かれた飛
翔する龍の勇姿を追います。

9月13日～
3月10日

県立考古博物館
加西分館「古代鏡展示館」

県立考古博物館加西分館
0790-47-2212

9:00～17:00
(入館は16:30まで)

特別展講演会
「但馬の王墓、池田古墳出土品を読みとく」

開催中の特別展関連の講演会です。講師は文化庁文化財調査官の横須賀倫達です。 10月19日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

特別解説会
「龍　翔ける！」

学芸員が展示の見所を紹介。その後展示室で実物の解説を行います。 10月26日
県立考古博物館
加西分館「古代鏡展示館２
階」

県立考古博物館加西分館
0790-47-2212

13:30～15:00
定員30名

中学生以上
※要予約

特別展講演会
「古墳時代の船」

開催中の特別展関連の講演会です。講師は県立考古博物館の中村弘学芸課長です。 10月27日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

大中遺跡まつり 普段とはちがう、特別な古代体験が楽しめます。また、県立考古博物館は無料開放します。 11月2日
大中遺跡公園
県立考古博物館

県立考古博物館
学習支援課

079-437-5564

9:00～16:00

特別展講演会
「埴輪の源流－古代中国と日本－」

開催中の特別展関連の講演会です。講師は県立考古博物館の和田晴吾館長です。 11月16日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

体験講座
「古代の技に学ぶかごづくり～天然のつる～」

縄文時代の編む、組むという技術を使い天然のつるでかごをつくります。 11月17日
県立考古博物館
体験学習室

10:00～12:00
定員10名

高校生以上
※要予約

体験講座
「組み方いろいろ組紐づくりの基本を学ぶ」

古代組紐の基本を学び、いろいろな組み方の組紐をつくります。 11月24日
県立考古博物館
体験学習室

10:00～12:00
定員10名

高校生以上
※要予約

体験講座
「天然石(蛇紋岩)のまが玉づくり」

兵庫県産の蛇紋岩でまが玉をつくります。 12月1日
県立考古博物館
体験学習室

10:00～15:00
定員15名

小学4年生以上
※要予約

講演会
「考古学からみた人形ながし」

講師は兵庫陶芸美術館の藤田淳所長補佐です。 12月7日
県立考古博物館
講堂

県立考古博物館学芸課
079-437-5562

13:30～15:00
定員120名

講演会
「唐鏡寸話～近年の研究成果から」

講師は奈良国立博物館の中川あや主任研究員です。 12月7日
県立考古博物館
加西分館「古代鏡展示館２
階」

県立考古博物館加西分館
0790-47-2212

13:30～15:00
定員30名

中学生以上
※要予約

文
化
財
課

県立考古博物館
学習支援課

079-437-5564
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