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令和３年度グリーンスクール表彰式
環境教育の一層の振興を図るため、環境保全活動など実践的環境教育を積極的に推進する活
動において特色ある優れた実践を行っている学校をグリーンスクールとして表彰することにより、
環境への意識の高揚を図ります。

12月10日 兵庫県公館
県教育委員会事務局

義務教育課
078-362-3771

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
県教育委員会事務局

義務教育課
078-362-3772

特
別
支
援

教
育
課

令和３年度青空市場
（県立特別支援学校高等部作品販売会）

作業学習の授業などで作成した陶芸、木工、革細工製品の販売やホットコーヒーやクッキー等の
提供、クイックハンドマッサージの実施、焼き芋やブドウジュースを販売するほか、学校での取組
をパネル展示します。

11月3日 しあわせの村（神戸市北区）
県教育委員会事務局

特別支援教育課
078-362-3774

第45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30日 淡路市立しづかほホール

第45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12日～
14日

明石西部市民会館

第45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23日 東リ　いたみホール

第45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14日 明石市立市民会館

第45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23日 赤とんぼホール

第45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7日 東リ　いたみホール

第45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6日 淡路市立サンシャインホール

第45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14日 グリーンアリーナ神戸

第45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11日～
14日

県立美術館

第45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12日～
14日

県立美術館王子分館
（原田の森ギャラリー）

第45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12日～
14日

県立美術館王子分館
（原田の森ギャラリー）

第45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23日 三木市文化会館

第45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7日 灘高等学校

11月3日
個人戦

県立加古川南高等学校

11月23日
団体戦

淳心学院高等学校

令和３年度「兵庫の教育推進月間」における取組　【県教育委員会】

義
務
教
育
課

第45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。

高
校
教
育
課

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45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30日 淡路市立しづかほホール

第45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30日 淡路市立しづかほホール

第45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3日 加古川市立武道館

第45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。 11月3日 ベイコム総合体育館

第45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5日～
7日

バンドー神戸青少年科学館

第45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6日
デザイン・クリエイティブセンター神
戸（KIITO）

第45回兵庫県高等学校総合文化祭文化部合同発表会
軽音楽、ミュージックダンス、家庭、民謡、工作、漫画・イラスト、パソコン・メディア、英語、ボラン
ティア部門の生徒による発表・展示等を行います。

11月20日
神戸ハーバーランドスペースシア
ター

数学・理科甲子園2021
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。

11月27日
姫路市文化コンベンションセンター
アクリエひめじ

県教育委員会事務局
高校教育課

078-362-9444

県立ミュージアム・スタンプラリー
県立の美術館・博物館、図書館等９館が連携してスタンプラリーを実施します。
３館目で各館共通招待券１枚、４館目で各館オリジナルグッズをプレゼント。さらに５館達成で宿
泊券等が当たる抽選にエントリーできます。

7月17日～
12月30日

県立美術館、横尾忠則現代美術館、
兵庫陶芸美術館、県立人と自然の
博物館、県立考古博物館、県立歴史
博物館、県立円山川公苑、県立コウ
ノトリの郷公園、県立図書館

県教育委員会事務局
社会教育課

078-362-9434

関西文化の日 常設展の観覧料が無料です。また、多彩なイベントを実施します。
11月12日～
13日

県立美術館
県立美術館

企画・広報担当
078-262-0905

ハリー・ポッターと魔法の歴史展
本展は、大英図書館が2017年に開催した展覧会の日本巡回展で、薬学、錬金術、天文学、幻獣
などに関する貴重な資料を『ハリー・ポッター』シリーズに登場するホグワーツ魔法学校のカリ
キュラムに沿って展示します。

9月11日～
11月7日

県立美術館 企画展示室

ライデン国立古代博物館所蔵　古代エジプト展
ライデン国立古代博物館が所蔵する、ミイラなど約200点を超える展示品によって構成されてお
り、遺跡発掘から現代科学によって解明されたミイラの製作法など、古代エジプト文明の魅力をさ
まざまな視点から紹介します。

11月20日～
令和4年2月
27日

県立美術館 企画展示室

コレクションⅡ「なぜここにいるの-伊藤文化財団寄贈作品・新
収蔵品を中心に」

昨年度美術館にやってきた新収蔵品や、設立40周年を迎える伊藤文化財団からの寄贈作品を
中心に、作品たちの歩んできた個人史を紹介します。

10月9日～
12月26日

県立美術館　常設展示室

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
県立美術館

教育支援・事業担当
078-262-0907

「教育・文化週間に係る無料入館」 全ての来館者の入館料が無料です。 11月3日 県立人と自然の博物館

関西文化の日 全ての来館者の入館料が無料です。
11月13日～
14日

県立人と自然の博物館

第四紀末大量絶滅―失われた巨獣たちの世界

ゾウやサイなど大型の獣は現在アフリカや南アジアにしかいません。しかし、ほんの数万年前ま
では南極を除いたすべての大陸に大型獣が生息していました。これら大型獣の絶滅は人類の活
動または気候変動によって引き起こされたと考えられていますが、どちらが主たる要因であるの
か現在でも論争が続いています。第四紀末の大型獣の絶滅要因に関する論争を振り返りなが
ら、人類が生態系に与える影響について考えます。

11月5日 県立人と自然の博物館

ホームページから申し込みができます。
https://www.hitohaku.jp/musepub/semin
ar/?id=2021H06

県立美術館
078-262-0901

県立人と自然の博物館
079-559-2002

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
・
文
化
財
課
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ハーバリウム標本を作ってみよう
最近インテリアとして大人気なハーバリウムは、植物の姿やかたちを観察するのにとても適した
標本です。最初に標本やハーバリウムについて解説した後、事前に用意したドライフラワーを用
いてみなさんと一緒にハーバリウムを作ります。作ったハーバリウムはお持ち帰りいただけます。

11月6日 県立人と自然の博物館
ホームページから申し込みができます。
https://www.hitohaku.jp/musepub/semin
ar/?id=2021B35

 Rで学ぶデータ解析
フリーで利用できるＲ言語を使って、データの読み込み、加工、図示、統計解析などを行い、デー
タ分析の方法を演習します。Ｒ言語や統計の初学者を想定して基礎的な事項を説明します。独
力でより発展的な内容を学べるようになることを目指します。

11月16日 県立人と自然の博物館
ホームページから申し込みができます。
https://www.hitohaku.jp/musepub/semin
ar/?id=2021F02

公園利用者とすすめるパークマネジメント
有馬富士公園など、公園利用者と取り組むパークマネジメントの事例紹介やパークマネジメント
に必要なワークショップを実践します。

11月26日 県立人と自然の博物館
ホームページから申し込みができます。
https://www.hitohaku.jp/musepub/semin
ar/?id=2021H07

はじめての恐竜
恐竜は小さなお子さんから大人まで、年齢問わず魅力的な動物のひとつです。しかし、その姿は
研究の進展とともに変化してきています。このセミナーでは恐竜に興味をもちはじめた方に向け
て、恐竜についてお話しします。

11月28日 県立人と自然の博物館
ホームページから申し込みができます。
https://www.hitohaku.jp/musepub/semin
ar/?id=2021A36

郷公園デー　～非公開エリア特別公開～
1年に1度、通常は公開していない非公開エリアを一般開放し、郷公園が取り組んでいるコウノト
リの保護増殖と野生復帰の取組について見学することができます。また、ミニイベントを同時開催
します。

10月23日～
24日

県立コウノトリの郷公園

県立コウノトリの郷公園　『約束のケージ』見学ツアー
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
県立コウノトリの郷公園
コウノトリ保護増殖センター

県立コウノトリの郷公園　飼育コウノトリの巣作り体験
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が実
際に使用する巣を作ります。

11月27日 県立コウノトリの郷公園
感染症（鳥インフルエンザ）などの影響で
会場変更の可能性あり

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ながら、園内を案内しま
す。

毎週土曜日 県立コウノトリの郷公園
時間/13:30-14:30
定時開催

れきはく連続講座「古文書に親しむ（近世編）」第３回 県立歴史博物館学芸員による古文書の講座です。 10月16日 日本城郭研究センター

時間/14:00～15:30
定員30名
事前申込（受付終了）
全3回の連続講座

歴史の旅「三木の町並みを訪ねる」（現地見学会）
三木金物の産地としても知られる三木の町並みや、三木城跡、市立みき歴史資料館を訪ね、県
立歴史博物館学芸員が見所を紹介します。

10月24日 三木市内

時間/13:00～17:00
定員／20名
事前申込（受付終了）
参加費/実費＋保険料（100円）

れきはく連続講座「文学史料からみる六道絵」第１回 県立歴史博物館学芸員による文学資料の講座です。 11月6日 日本城郭研究センター

時間/14:00～15:30
定員30名
事前申込（10/21まで）
全2回の連続講座

れきはく連続講座「文学史料からみる六道絵」第２回 県立歴史博物館学芸員による文学資料の講座です。 11月13日 日本城郭研究センター

時間/14:00～15:30
定員30名
事前申込（10/21まで）
全2回の連続講座

歴史講演会③「姫路SL転車台発掘」
発掘された転車台坑をもとに日本の鉄道史について、県立考古博物館 加西分館 事業課長の長
濱 誠司 氏がお話しする講演会です。

11月21日 日本城郭研究センター
時間/14:00～15:30
定員80名
事前申込（10/21～11/4まで）

れきはく連続講座「野里界隈まち歩き講座」第１回 野里界隈における遺産を探索するイベントです。 11月28日 日本城郭研究センター

時間/14:00～15:30
定員20名
事前申込（10/28～11/11まで）
全3回の連続講座

れきはく連続講座「野里界隈まち歩き講座」第２回（現地見学
会）

県立歴史博物館学芸員とともに野里界隈を歩き、「マイナー遺産」や「隠れ遺産」等を探索する現
地見学会です。

12月5日 野里界隈

時間/14:00～15:30
定員20名
事前申込（10/28～11/11まで）
全3回の連続講座

れきはく連続講座「野里界隈まち歩き講座」第３回 野里界隈を探索した成果を地域の魅力として共有し、発信する実習を行います。 12月12日 日本城郭研究センター

時間/14:00～15:30
定員20名
事前申込（10/28～11/11まで）
全3回の連続講座

県立人と自然の博物館
079-559-2002

県立コウノトリの郷公園
0796-23-5666

県立歴史博物館
079-288-9011

社
会
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育
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秋季特別展「屋根の上の守り神－鴟尾・鯱－」
古代寺院や城郭の建物の屋根を飾った鴟尾（しび）・鯱（しゃちほこ）の変遷と、そこに込められた
人々の想いを紹介します。

10月2日～
11月28日

県立考古博物館
観覧時間
9:30～17:00
（入場は16:30まで）

特別展講演会「兵庫の鴟尾」
公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターの垣内拓郎氏を講師に迎えて、特別展に関連する
兵庫の鴟尾について講演していただきます。（事前予約制）

10月23日 県立考古博物館
13:30～15:00
定員：72名

特別展「展示解説」 特別展の展示品について、学芸員が詳しく紹介します。 10月24日 県立考古博物館 13:30～14:00

特別展「展示解説」
当館と日鉄テクノロジー株式会社の共同研究により、中国鏡の重要なデータを入手できました。
第一線の研究者が、研究成果と今後の展望について語るシンポジウムを開催します。（事前予
約制）

10月30日 県立考古博物館
13:30～16:00
定員：72名

遺跡ウォーク「明石の鴟尾・鯱をめぐる」
特別展関連のイベントとして、明石の寺町や明石城・明石市立博物館を歩いて巡りながら、鴟
尾・鯱を見つけます。（事前予約制）

10月30日 明石市
10:30～15:30
定員：25名

文化の日
文化の日に因んで、常設展の観覧料を無料（特別展の料金を割引）にして、博物館に触れる機
会を提供します。

11月3日 県立考古博物館

関西文化の日 常設展の観覧料を無料（特別展の料金を割引）にして、博物館に触れる機会を提供します。
11月13日～
14日

県立考古博物館

体験講座「ミニしゃちほこをつくろう」
小学4年生以上を対象に、粘土をこねてミニサイズのしゃちほこを作り、電気窯で焼きます。（事
前予約制）

11月14日 県立考古博物館
10:00～15:00
定員：10名

特別展「展示解説」 特別展の展示品について、学芸員が詳しく紹介します。 11月14日 県立考古博物館 13:30～14:00

特別展講演会「鯱の歴史」 当館の池田征弘学芸課長が特別展に関連する鯱の歴史について講演します。（事前予約制） 11月20日 県立考古博物館
13:30～15:00
定員：72名

体験講座「古代の技に学ぶかごづくり（天然素材）」
高校生以上を対象に、古代の技術を参考にして山から取ってきた天然のツルでかごを作ります。
（事前予約制）

11月21日 県立考古博物館
10:00～12:00
定員：6名

体験講座「古代人の生活体験（前編）」
小学4年生以上を対象に、海水を煮詰めて塩をつくっていた古代の方法で、塩づくりを行います。
その後、どんぐりを素材にしたクッキーを作ります。（事前予約制）

11月28日 県立考古博物館
10:00～15:00
定員：10名

体験講座「古代人の生活体験（後編）」
小学4年生以上を対象に、大中遺跡の復元住居を探検したり、石器時代の弓矢を使ってみたりな
どの古代体験後、古代の方法による調理も体験していただきます。（事前予約制）

12月4日 県立考古博物館
10:00～15:00
定員：10名

加西分館「古代鏡展示館」
秋季企画展「象嵌－象（かたど）る/嵌（は）める－」

象嵌（ぞうがん）は、一つの素材に異質の素材をはめ込む技法です。本展では、金銀などの金属
や貴石をはめこんだ銅鏡や装身具などの作品の中から、漢代以前の象嵌作品を展示し、古代金
属工芸の美と技を紹介します。

9月18日～
令和4年3月
13日

県立考古博物館
加西分館

加西分館「古代鏡展示館」
講演会「象嵌の美と技」

中学生以上を対象に、加西分館の種定淳介学芸員が秋季企画展に関連する象嵌の美と技につ
いて講演します。（電話による事前予約制）

12月4日
県立考古博物館
加西分館

13:30～15:00
定員：先着20名

一般講座
「兵庫津の魅力～幕末から明治の兵庫県設立まで～」（講演）

初代県庁が置かれた兵庫津に、新たに整備される「県立兵庫津ミュージアム・初代県庁館」の
オープンを記念して、この地の歴史や、ゆかりの人々、独自の過程を辿った兵庫県の成り立ちな
どを学びます。

10月28日 県立図書館第２研修室

一般講座
「兵庫津の魅力～江戸時代の古地図で歩く兵庫津～」（ツアー）

神戸駅周辺の兵庫津のさまざまな時代を物語る歴史スポットを巡ります。 11月4日 神戸駅周辺

連続講座
「ひょうご五国の城に迫る！～摂津編～」

様々な角度から深く掘り下げる連続講座(計５回)を開催し、摂津にあるお城について知る機会と
します。

10月9日
10月23日
11月13日
11月20日
11月27日

県立図書館第２研修室

社
会
教
育
課
・
文
化
財
課

県立図書館利用サービス課
078-918-3366(代表)

県立考古博物館
079-437-5589

県立考古博物館加西分館
0790-47-2212
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子ども向け講座
「しょくぶつ探検」

明石公園内の植物観察および当館所蔵の資料を用いて、調べ学習をします。 11月14日 明石公園

子ども向け講座
「天文科学館×県立図書館コラボ～天体観測～」

小学生とその保護者を対象に望遠鏡作りや天体観測などの講座を行い、星や月について知る機
会とします。

12月12日
県立図書館第２研修室
県立図書館屋上

展示
「ワールドマスターズゲームズ　広がれスポーツの輪～SPORT
for　Life」

大会そのものや、実施される競技について知り、より多くの人がスポーツを親しむきっかけを作り
ます。

10月22日～
令和4年6月
15日

県立図書館大閲覧室

展示
「宮崎駿生誕80周年」

宮崎駿生誕80周年を記念した展示を行っています。
9月17日～
12月15日

県立図書館大閲覧室

展示
「日本遺産の地”兵庫津”」

日本遺産に認定された兵庫津に関する展示を行っています。
9月17日～
令和4年1月
19日

県立図書館
ふるさとひょうご情報室

社
会
教
育
課
・
文
化
財
課

県立図書館利用サービス課
078-918-3366(代表)
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