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義
務
教

育
課

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
078-362-3771

令和４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）

第18回みんなのアート展（兵庫県特別支援学校等作品展） 県内の特別支援学校等の生徒が、多彩な才能を発揮して制作した美術作品を展示します。

12月７日～
12月11日
10:00～17:00
最終日は14:30まで

県立美術館
ギャラリー棟３階

入場無料

第46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29日
長田区文化センター別館ピフレホー
ル

第46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18日～
20日

明石市立西部市民会館

第46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
三田市総合文化センター　郷の音
ホール

第46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13日
三田市総合文化センター　郷の音
ホール

第46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 明石市民会館 アワーズホール

第46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6日 東リ　いたみホール

第46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3日 神戸文化ホール（中ホール）

第46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13日 グリーンアリーナ神戸

第46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10日～
13日

イーグレひめじ　姫路市民ギャラ
リー

第46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18日～
20日

県立美術館王子分館（原田の森ｷﾞｬ
ﾗﾘｰ）

第46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18日～
20日

県立美術館王子分館（原田の森ｷﾞｬ
ﾗﾘｰ）

第46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。

予選
11月6日
決勝
11月23日

神戸星城高等学校
神戸松蔭女子学院大学

第46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13日 灘高等学校

第46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。

個人戦
11月3日
団体戦
11月23日

灘高等学校
淳心学院高等学校

第46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29日
長田区文化センター別館ピフレホー
ル

高
校
教
育
課

令和４年度「兵庫の教育推進月間」における取組　【県教育委員会】

特
別
支
援

教
育
課

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46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29日
長田区文化センター別館ピフレホー
ル

第46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
神戸市立王子スポーツセンター柔道
場

第46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29日
11月3日

長田区文化センター別館ピフレホー
ル
県立武道館

第46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4日～
6日

バンドー神戸青少年科学館

第46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12日
デザイン・クリエイティブセンター神
戸（KIITO）

第46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19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2022
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29日 甲南大学講堂兼体育館等
県教育委員会事務局
高校教育課
078-362-9444

関西文化の日 コレクション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5日～
6日

県立美術館
県立美術館
企画・広報担当
078-262-0905

ボストン美術館所蔵　THE HEROES　刀剣×浮世絵－武者たち
の物語

世界最高水準の日本美術コレクションを誇るボストン美術館の所蔵品から、軍記物語や武勇伝
説に見られる英雄たちの姿を描いた武者絵や鐔、そして英雄たちの活躍を彩る重要な要素であ
る刀剣を展示します。

9月10日～
11月20日

県立美術館 企画展示室

コレクションⅡ　特集１「リ・フレッシャーズ－新収蔵品紹介展」
　　　　　　　　   　特集２「没後50年　吉原治良の小宇宙」

特集１では、新収蔵作品を一挙に紹介します。特集２では、令和２年度に寄贈された吉原治良に
よるスケッチ等の作品群を展示し、没後50年を迎える作家の創作の秘密に迫ります。

10月8日～
12月18日

県立美術館　常設展示室

美術館の調べ　小塩真愛ピアノリサイタル 芸術の秋にふさわしい上質な音楽をご鑑賞いただけます。 11月12日 県立美術館  アトリエ１

ミュージアムコンサート　四季シリーズ〈秋〉　田中紀子ピアノリ
サイタル

芸術の秋にふさわしい上質な音楽をご鑑賞いただけます。 11月19日 県立美術館  アトリエ１

令和4年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業　黒澤明特集
「わが青春に悔なし」「酔いどれ天使」

芸術の秋にふさわしい上質な映画をご鑑賞いただけます。 11月25日 県立美術館  ミュージアムホール

令和4年度文化庁優秀映画鑑賞推進事業　黒澤明特集
「用心棒」「天国と地獄」

芸術の秋にふさわしい上質な映画をご鑑賞いただけます。 11月26日 県立美術館  ミュージアムホール

「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19日～
20日

県立人と自然の博物館

論文って面白い！～科学論文の読み方入門講座～
論文というと難しそうなイメージがあるかもしれませんが、意外と？簡単かもしれません。日本語
で書かれた論文を対象に、論文の探し方、読み方のコツを伝授します。皆さんも論文を通して、
サイエンスの最先端に触れてみましょう。

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=2022F12

ここまでわかった！異常巻アンモナイトの世界

アンモナイトの中には、異常巻と呼ばれる変わった巻き方の種類が存在します。異常とはいって
も奇形や病変によるものではなく、れっきとした種類です。彼らの多様な形態や進化史は、どの
ように認識され、研究されてきたのでしょうか。国内外で発見された化石の例を紹介しながらわ
かりやすく解説します。

11月12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=2022A33

芦屋市奥山地域の樹林で多様性を知る（11月） 芦屋市奥山地域の山道を歩きながら、初冬の森の植物を観察します。 11月19日 芦屋市奥山地域
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=2022B27

神社のみかた・歩きかた「海神社から垂水の水みちを巡る」
身近な神社を、様々な角度からみて歩くセミナーです。神社の来歴や祭神について、その土地
の地理・地形や産業、生態系、災害リスクなどと関連付けながら深読みしていきましょう。

11月19日 館外（垂水）
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=2022E07

名前で楽しむ古生物学～動物学名の基礎と兵庫県産化石での
実例～

生物の正式名称である学名の運用方法は、命名規約という世界共通のルールによって定めら
れています。本セミナーでは動物の学名を例に基本的なルールを解説した後、兵庫県で発見さ
れた動物化石の学名とその由来などを紹介します。多くの実例に触れながら、生物の多様性を
記述する営みとそれを支える仕組みについて考えてみましょう。

11月25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=2022H07

増えすぎたシカから生物多様性と里山をどう守る？
最近但馬地域でシカによる生態系被害がひどくなってきています。自然の中でシカはどのように
暮らし、また人間とどのようにつきあっていけばよいのでしょうか。
本セミナーでは、ひとはく研究員と現役の猟師さんによる講演となります。

11月26日 養父公民館
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=2022R11

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。本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27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=2022A34

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

県立人と自然の博物館
079-559-2002

県立美術館
078-262-1011

県立美術館
教育支援・事業担当
078-262-0907
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ジーンファーム見学会ー講義と観察ー⑤岩石海岸とノジギク
（兵庫県花）

絶滅危惧種の保全施設であるジーンファームの見学と、系統保存しているﾉｼﾞｷﾞｸの解説をしま
す。

11月27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=2022B28

新しい収蔵庫で鳥類標本を見てからバードウォッチング

10月にオープンする新収蔵庫で鳥類標本を見た後、野外で手軽なバードウォッチングを行いま
す。双眼鏡などの観察道具は無料で貸し出しします。また、特別な服装も必要ありません。普段
着でご参加ください。
専門の研究員がやさしくレクチャーしますので、小学生以下のお子さんも参加できます（保護者
同伴）。鳥たちをたのしく観察してみましょう！

11月27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=2022D16

秋の石ころハイキング「摂津峡の地層や岩石を観て歩こう」
摂津峡を歩き、渓谷に見られる地層や岩石の地層相互関係を観察し、大地の成り立ちを考え
る。

11月27日 摂津峡
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=2022J15

巡回展“ひょうご五国”歴史文化キャラバン

大規模改修工事に伴い、県立歴史博物館が休館中の令和３年度から４年度にかけて、旧五国
（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）を会場として巡回展示を開催しています。それぞれの地域ゆかり
の資料も多数展示します。

11月12日～
12月18日

丹波市立柏原歴史民俗資料館

時間/9:00～17:00
休館日／月曜日
入館料/大人210円、中学生100円、小学
生50円
※ココロンカード利用可

れきはくアカデミー⑦「赤松円心の挙兵」
播磨赤松氏の出自や、本拠地であった播磨国佐用荘とその周辺地域をめぐる鎌倉時代後期の
社会状況を検討しながら、赤松円心がなぜ鎌倉幕府倒幕の兵を挙げるにいたったのか、その背
景を探ります。

11月13日 日本城郭研究センター 大会議室

時間/14:00～15:30
定員／80名
事前申込（受付終了）
参加費/無料

歴史講演会③「空からの戦争－兵庫県の空襲－」
太平洋戦争末期、日本本土は米軍による激しい空爆にさらされ、兵庫県域も各市域が焼け野原
となりました。本講演では、戦後都市復興の出発点となった空爆を、米軍の資料を参考に、市民
と戦争について考えます。

11月20日 日本城郭研究センター 大会議室

時間/14:00～15:30
定員／80名
事前申込/9月20日～11月3日
参加費/無料
HPから申込できます。
https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/event/1
1060/

れきはくアカデミー⑧「鹿鳴館時代における西洋文化をめぐる
一騒動を考える」

明治20年の大阪朝日新聞に掲載された、加東郡曽根村（現小野市）の兵庫喜兵衛の幼稚園教
育等に関する記事「邪教の結髪」を読み解き、鹿鳴館時代の西洋文化受容の様相について考え
ます。

12月4日 日本城郭研究センター 大会議室

時間/14:00～15:30
定員／80名
事前申込/10月4日～11月17日
参加費/無料
HPから申込できます。
https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/event/1
1094/

地域講演会③「発掘調査成果から見た城下町・姫路」
国の特別史跡・姫路城跡内で実施された発掘調査の成果から、知られざる姫路城の姿を探りま
す。

12月11日 日本城郭研究センター 大会議室

時間/14:00～15:30
定員／80名
事前申込/10月11日～11月24日
参加費/無料
HPから申込できます。
https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/event/1
1081/

秋季特別展「丹波焼誕生-はじまりの謎を探る-」
窯跡から出土した刻画文陶器から、近年の資料調査で明らかになった丹波焼の成立について
紹介します。

10月1日～
11月27日

兵庫県立考古博物館
観覧時間
9:30～17:00
（入場は16:30まで）

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。ただし、11/5は特別展も無
料）にして、博物館に触れる機会を提供します。

11月3日～
5日

兵庫県立考古博物館

大中遺跡まつり
今回は、３年ぶりの開催で記念すべき30回目となります。また、播磨町町制60周年、大中遺跡
発見60周年の節目の年として開催されます。普段とはちがう特別な古代体験が楽しめます。

11月5日
兵庫県立考古博物館
・大中遺跡公園

10:00～15:00

講演会「刻画文陶器と中世のやきもの」 菊花文、蓮弁文などの絵が刻まれた刻画文陶器と丹波焼の始まりについて講演します。 11月12日 兵庫県立考古博物館
13:30～15:00
定員:72名
事前予約制

古代体験講座「古代人の生活体験-挑戦！弥生の昼ごはん-」
石のナイフで肉や野菜を切り、弥生土器でスープを作ります。ご飯も土器で炊いて楽しい弥生の
お昼ごはんをつくります。

11月13日 兵庫県立考古博物館
10:30～14:00
定員:７組（１組４名まで）
事前予約制

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19日～
20日

兵庫県立考古博物館

遺跡ウォーク「西脇市の遺跡散策-緑風台窯址と周辺の史跡を
めぐる-」

特別展の関連イベントとして、西脇市緑風台窯址と周辺の史跡をめぐります。 11月20日 西脇市
10:10～15:00
定員:25名
事前予約制

特別展解説 特別展の展示品について、学芸員が詳しく解説します。 11月26日 兵庫県立考古博物館
13:30～14:00

社
会
教
育
課
・
文
化
財
課

兵庫県立考古博物館
079-437-5589

県立人と自然の博物館
079-559-2002
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古代体験講座「キラリ！ガラスの装飾品づくり」 ガラスを溶かして古代の装飾品づくりをします。 12月11日 兵庫県立考古博物館
兵庫県立考古博物館
079-437-5589

10:00～15:00
定員:10名
事前予約制

加西分館「古代鏡展示館」
秋季企画展「儀礼の器　商周青銅器」

青銅器が盛行した商（殷）から西周時代の儀礼の中心となる伝統的な酒器・食器を展示し、形態
変化や青銅器に表われる思想などを紹介します。

９月17日～
令和５年３月12日

兵庫県立考古博物館
加西分館

観覧時間
9:00～17:00
（入場は16:30まで）

加西分館「古代鏡展示館」
ギャラリー・トーク

学芸員が展示室で実物を前に解説します。
11月５日
12月３日

兵庫県立考古博物館
加西分館

13:30～14:00

加西分館「古代鏡展示館」
講演会「中国青銅器に親しむ」

展示している古代中国青銅器のみどころを紹介します。 12月10日
兵庫県立考古博物館
加西分館

13:30～15:00
定員:先着20名

子ども向け講座
「しょくぶつ探検　～松ぼっくりや綺麗な葉っぱなど、宝探しに出
かけよう～」

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12日
明石公園
兵庫県立図書館第２研修室

一般講座
「兵庫津の魅力　～蒸気機関に初めてふれた日本の驚き【講
演】～」

日本遺産に認定されている兵庫津の歴史や、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。

11月24日 兵庫県立図書館第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】
～」

日本遺産に認定されている兵庫津のさまざまな時代を物語る歴史スポットを巡りながら学びま
す。

12月1日
JR神戸駅周辺～県立兵庫津ミュー
ジアム周辺

展示
「豊かな海を守る、海と陸のつながり」

第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会～御食国（みけつくに）ひょうご～の開催を記念して、
当館が所蔵する多様な海洋生物や現在の環境問題などの関連資料、漁具や水産物に関する
物品等を展示しています。

6月17日～
12月14日

兵庫県立図書館大閲覧室

展示
「くらしと防災　～地震・異常気象に備える～」

「ぼうさいこくたい2022（令和４年第７回防災推進国民大会2022in兵庫）」に合わせ、当館所蔵の
防災や災害に関する資料、防災関連グッズやパネル等を展示しています。

9月16日～
令和５年1月18日

兵庫県立図書館大閲覧室

展示
「インターンシップ生×兵庫県立図書館　妖怪　怪異　いい感
じ」

妖怪や怪異、怪談話などについて、絵本や児童書から事典や図鑑、明石市人丸町の柿本神社
にまつわる奇談などが書かれた資料（日本の伝説）など、幅広い分野の資料を展示しています。

8月24日～
11月6日

兵庫県立図書館大閲覧室

展示
「『丹波焼』再発見－ふるさとひょうごの日本六古窯」

兵庫県には、平成29年「日本遺産」に認定された日本六古窯のひとつ「丹波焼」があります。
兵庫県立考古博物館 秋季特別展「丹波焼誕生－はじまりの謎を探る－」にあわせ、当館が所
蔵する関連資料、丹波甕〔三本峠北窯跡（丹波篠山市）、鎌倉時代、兵庫県立考古博物館蔵〕等
を展示しています。

9月16日～
12月14日

兵庫県立図書館ふるさとひょうご情
報室

展示
「本に描かれた兵庫～物語舞台への旅～」

兵庫県には姫路城や城崎温泉などの有名な観光地が多数あり、古典文学から話題作まで舞台
としても取り上げられており、本を片手に県内めぐりを楽しめるような書籍や兵庫が舞台の小説・
文学等を展示しています。

9月16日～
11月16日

兵庫県立図書館ふるさとひょうご情
報室

展示
「日本遺産の地　兵庫津」

兵庫県立兵庫津ミュージアムひょうごはじまり館の開館に合わせ、日本遺産に認定された兵庫
津に関する資料等を展示しています。

11月18日～
令和５年2月15日

兵庫県立図書館ふるさとひょうご情
報室

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と保護増殖センターを一般開放し、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29日～
30日

県立コウノトリの郷公園
及び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26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
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兵庫県立考古博物館加西
分館
0790-47-2212

県立図書館利用サービス課
078-918-3366(代表)

県立コウノトリの郷公園
0796-23-5666
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