
枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等

9月8日～11月25日
水族トピック展示「57年ぶりの新種発見！！～タニガワナマ
ズ　Silurus　tomodai～

水族企画展示室

9月9日
企画展示関連イベント「展示の足跡化石が発掘された当時
の紹介や現在の現場状況・化石の説明」

企画展示室
北田稔（伊賀盆地化石研究
会）

9月16日
企画展示関連イベント「展示の足跡化石が発掘された当時
の紹介や現在の現場状況・化石の説明」

企画展示室
北田稔（伊賀盆地化石研究
会）

9月23日
企画展示関連イベント「展示の足跡化石が発掘された当時
の紹介や現在の現場状況・化石の説明」

企画展示室
北田稔（伊賀盆地化石研究
会）

10月2日～11月25日 Ｂ展示室　第79回収蔵庫をのぞいてみよう！「江戸の本」 Ｂ展示室
10月2日～3月31日 A展示室「2億5千万年前の近江・美濃の化石」 Ａ展示室 湖国もぐらの会
10月3日 はしかけ　湖をつなぐ会　紙芝居 展示 はしかけ　湖をつなぐ会
10月6日 企画展示「化石林ーねむる太古の森」入場者３万人達成 企画展示室
10月13日 はしかけ　湖をつなぐ会　紙芝居 アトリウム はしかけ　湖をつなぐ会

10月14日
企画展示関連イベント「展示の足跡化石が発掘された当時
の紹介や現在の現場状況・化石の説明」

企画展示室 伊賀盆地化石研究会

11月3日 樹冠トレイルオープニング
11月10日 企画展関連公開シンポジウム「化石林・埋没林研究」 ホール 日本植生史学会

11月10日
企画展示関連イベント「展示の足跡化石が発掘された当時
の紹介や現在の現場状況・化石の説明」

企画展示室 伊賀盆地化石研究会

11月17日,18日 関西文化の日

11月27日～12月24日
Ｂ展示室　第80回収蔵庫をのぞいてみよう！「台風に負ける
な衣掛け柳」

Ｂ展示室

12月8日 親水活動における安全啓発と推進 研究スタジアム 淡海を守る釣り人の会
12月14日～ ディスカバリールーム「みんなのたからものコーナーの展示 ディスカバリールーム
1月2日～2月24日 Ｂ展示室第81回収蔵庫をのぞいてみよう！「描かれた湖魚」 Ｂ展示室
1月16日～2月17日 トンボ100大作戦～滋賀のトンボを救え～ 企画展示室 びわ湖ネットワーク
1月20日 トンボ100大作戦～滋賀のトンボを救え～　開催セレモニー 企画展示室
1月27日 はしかけ　湖をつなぐ会　紙芝居 アトリウム はしかけ　湖をつなぐ会
2月5日 「トンボ100大作戦～滋賀のトンボを救え～」展示交流 企画展示室
2月24日 天皇陛下御在位30年慶祝行事に伴う無料開放
3月23日～5月6日 ギャラリー展示「琵琶湖の漁撈用具展」 企画
9月8日 わくたん「古代生物をうつしとろう」
9月22日～23日 イナズマロックフェスティバル 烏丸半島
9月29日 顕微鏡で観察しよう「プランクトンでビンゴ」
10月7日 田んぼ体験教室「稲刈り・ハサ掛け」
10月13日 わくたん「ドキ土器!おしゃれもようを楽しもう！」
10月13日 フィールドレポーター調査「里のアキアカネ」

平成30年度下半期の取り組み（9月～）

展示



枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等
10月20日 カエデ調査の説明会とミニ観察会 フィールドレポーター
10月23日～31日 ディスカバリールームイベント「かぼちゃをさがそう！」
10月27日 アトリウムコンサート アトリウム 大津吹奏楽団
11月3日 アトリウムコンサート アトリウム 県立石部高等学校
11月4日 アトリウムコンサート アトリウム 県立守山中学校・高等学校
11月4日 みんなで湖魚料理をつくろう！（秋のプレミアム編） 尾上漁港
11月10日 わくたん「秋の色さがしをしよう！」
11月15日～3月17日 ドラゴンボールスタンプラリー おとなのディスカバリー 関西広域連合
11月11日 しがとこSNSツアー しがとこ
11月17日,18日 びわ博フェス
11月24日 カメの公開身体測定 Ｃ展示室 計量検定所
11月24日 ディスカバイベント「森の宝物さがし」
12月2日 田んぼ体験「収穫祭」
12月8日 わくたん「綿にふれてみよう！」
12月15日 トンネル水槽にサンタ登場！
12月16日 トンネル水槽にサンタ登場！
12月18日～22日 ディスカバ「ムクの葉っぱを観察しよう!」
12月22日 ディスカバ「はたきをつくろう!」
12月22日～24日 トンネル水槽にサンタ登場！
12月23日 田んぼ体験「しめ縄づくり」
1月2日～14日 ディスカバ「２０１９年展示で干支めぐり」

1月6日 ディスカバ「お手玉をつくろう｝

1月12日 わくたん「お魚モビールを作ろう！
1月20日 里山体験教室冬編 野洲市
1月21日 田んぼ体験「どんど焼き」
1月26日～2月3日 ディスカバ「節分☆オニのお面をつくろう!」
2月9日 わくたん「樹冠トレイルを歩こう！」 樹冠トレイル 森人
2月10日 田んぼ体験教室「わら細工」
2月11日 ディスカバリールーム「ふろしきでつつもう」
2月17日 アトリウムコンサート アトリウム 立命館守山中学校・高等学校
2月19日～3月3日 ディスカバリールーム「おひなさまをつくろう！」
3月9日 アトリウムコンサート アトリウム 守山南中学校
3月9日 わくたん「火起こし体験をしよう！」
9月17日 草津市・大津市景観啓発事業
12月8日 平成30年度日本水産学会近畿支部後期例会 日本水産学会近畿支部
1月27日 伊藤園ヨシ刈りイベント （株）伊藤園
1月27日 獣医師会公開セミナー「鳥の道」 滋賀県獣医師会
2月24日 レイクサイドマラソン

イベント

共催イベント



枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等

9月1日、2日 ミュージアムキッズ!全国フェア
京都市勧業館みやこめっ
せ

9月2日 はしかけ制度、フィールドレポーターについて 文教大学国際学部
9月8日 子どもロケット教室 くさつ未来プロジェクト

9月16日
森から考える人の暮らしのいまむかし・その２　オーガニック
＆つながるマーケット　in　しが

三井寺 三井寺

9月28日 滋賀県の農業・農政 龍谷大学農学部
10月5日 滋賀県の農業・農政 龍谷大学農学部

10月12日 草地生態系について　草地の生き物たちと人との関わり
滋賀県高等学校理科教育研
究会

10月13日 Young探鳥会 日本野鳥の会滋賀支部

10月13日 琵琶湖における外来種植物について 大津港
あいおいニッセイ同和損害保
険（株）

10月16日 座学研修 多景地区社会福祉協議会
10月16日 琵琶湖の成り立ちについて 琵琶湖研究会藤井寺市部

10月20日 琵琶湖に鰐がいた？古代湖から現代まで
大津市立和邇図書館サーク
ル連絡協議会

10月26日 シジミの生態、放流、固体調査に関する講義 大津市立日吉中学校
10月27日 外来魚の現状 湖岸緑地志那 日本自動車連盟滋賀支部
11月2日 琵琶湖博物館での環境学習の取り組み 近江兄弟社高校
11月3日 淡海の生きもの～にぎわいとつながりを未来へ～ 立命館大学ＢＫＣ 立命館大学

11月6日 平成30年度猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全フォーラム
猪苗代町体験交流館「学
びいな」

猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境
保全対策推進協議会

11月7日 琵琶湖のおいたち

11月11日
第2回プロフェッショナルセミナー～プロの仕事や生き方をの
ぞいてみよう～

大津市生涯学習センター 滋賀の縁創造実践センター

11月11日 琵琶湖のプランクトン検鏡観察 NPO法人自然と緑
11月12日 琵琶湖博物館での環境学習の取り組み 近江兄弟社高校
12月1日 カヤネズミ調査隊 桂川河川敷 TANAKAMIこども環境クラブ
12月1日 滋賀の教師塾（プランクトン観察・よし笛）
12月6日 琵琶湖岸に生育する海浜植物の来歴とその保全 尾西北地区生物学研究会

12月6日
子どもとの関わりとボランティア活動の支援（はしかけ）の現
場の声

龍谷大学社会学部

12月9日 第12回さとかん環境職業説明会
大阪府立大学中百舌鳥
キャンパス学術交流会館

大阪府立大学　里環境の会Ｏ
ＰＵ

1月6日 滋賀の環境 びわこ学院大学
1月9日 生物多様性保全について 大阪ECO動物海洋専門学校
1月12日、13日 琵琶湖における水と人との関わりの社会学的アプローチ 追手門学院大学

地域連携



枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等

1月13日 観察会のもつ様々な意味と価値
NACS-自然観察指導員兵庫
連絡会

1月30日 花粉化石が語る琵琶湖の森と人の歴史 ひと・まち交流館　京都 京とおうみ自然文化クラブ

2月3日
花粉化石が語る琵琶湖の森と人の歴史ー植生史から見つめ
る人新世ー

関西環境教育学会

2月7日 琵琶湖の固有種の進化 NPOシニア自然大学校
9月23日 はしかけ登録講座 セミナー室
10月13日 ミュージアムスクール 立命館守山中学校 立命館守山中学校
11月24日 ミュージアムスクール 立命館守山中学校 立命館守山中学校
3月10日 はしかけ登録講座 セミナー室
9月27日 フローティングスクールとの連携　通信授業 フローティングスクール
10月15日 琵琶湖学習出張授業 青柳小学校 青柳小学校
10月21日 滋賀県中学校理科部会研修会 滋賀県中学校理科部会
10月22日 琵琶湖学習出張授業（ＦＳ事後学習） 甲南第三小学校 甲南第三小学校
11月5日 琵琶湖学習出張授業（ＦＳ事後学習） 大野小学校 大野小学校
11月6日 滋賀県小学校初任者研修 滋賀県総合教育センター
11月8日 滋賀県小学校初任者研修 滋賀県総合教育センター
11月13日 滋賀県小学校初任者研修 滋賀県総合教育センター
11月15日 滋賀県小学校初任者研修 滋賀県総合教育センター
11月16日 高島市立安曇小学校出張授業 安曇小学校 安曇小学校
12月1日 滋賀の教師塾　講義 滋賀県教育委員会
12月11日 フローティングスクールとの連携　観察交流 うみのこ フローティングスクール
2月14日 フローティングスクールとの連携　通信授業 フローティングスクール

9月1日 琵琶湖博物館の展示と環境学習（講義）、ベトナム国 ILEC

10月16日
環境学習活動者交流会　（企業ビオトープを活用した環境学
習プログラム）

ダイフク滋賀事業所 ダイフク

10月11日 環境・ほっと・カフェ（市町環境学習担当者会議） 琵琶湖博物館　会議室 琵琶湖保全再生課

10月22日 環境・ほっと・カフェ（ビオトープ学習会） オムロン野洲事業所 オムロン野洲事業所

11月8日 琵琶湖博物館における琵琶湖保全対策の取り組み（講義）
三方五湖・北潟湖水質保全対
策協議会

11月9日 環境学習と企業連携について（意見交換）、 国立台湾歴史博物館

12月9日 淡海こどもエコクラブ活動交流会 琵琶湖博物館　ホール

1月26日 草津市こども環境会議 草津市役所

環境学習

学校連携

交流



枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等

3月2日 環境・ほっと・カフェ（環境学習プログラムを開発しよう！） 琵琶湖博物館　実習室１

3月4日 滋賀大学附属小学校　アユモドキの生態についてのレク 滋賀大学付属小学校 環境省

3月17日 環境学習活動者交流会（第2回びわはく学生ミーティング）
琵琶湖博物館　セミナー
室

3月 ハリヨの保全について 米原市立双葉中学校

3月19日～24日 第2回びわはく学生ミーティング　研究発表ポスター展示
琵琶湖博物館　アトリウ
ム

10月17日 茨城県立歴史資料館視察
10月18日 衆議院議員視察
11月11日 三瓶自然観視察
11月13日 国立科学博物館視察
11月14日 近畿府県監査委員協議会視察
11月14日 農業遺産審査
11月16日 環境・農水常任委員会県内行政調査
12月21日 山口県立山口博物館視察
1月18日 宮崎県大淀学習館
1月24日 環境省視察
2月18日 参議院環境委員会視察
9月1日 ベトナム・クアンニン省ハロン湾グリーン成長プロジェクト
9月2日 湖南省政府代表団訪問
9月2日～12月 国威祭技術研修員研修（長沙環境保護職業技術学院教師）
9月15日 中国科学院水利部発展研究センター来館
9月15日 ベトナム総領事来館
10月12日 台湾観樹教育基金視察
10月18日 湖南省商務庁代表団
11月2日 ＪＩＣＡ研修
11月2日 京都大学ジャパンゲートウェイ
11月9日 国立台湾歴史博物館館長視察
1月29日 韓国嶺南大学視察
1月30日 湖南省福祉現場研修学生段視察
9月3日～6日 洛東江生物資源館との打合せ 韓国
9月20日 研究倫理研修 セミナー室
10月19日 試験研究機関連絡会議発表会 長浜ドーム
11月8日 ブックレット⑧「古琵琶湖の足跡化石を探る」

12月2日
第25回地球研地域連携セミナー「地域のにぎわいを湖国の
未来　魚のゆりかご水田から5つの恵み」

ホール 総合地球環境科学研究所

視察

国際交流

研究



枠組み 日時 行事 実施場所 依頼・共催機関等
12月16日 第9回琵琶湖地域の水田生物研究会
12月4日～7日 洛東江生物資源館との合同セミナー
1月26日 新琵琶湖学セミナー
2月23日 新琵琶湖学セミナー
3月23日 新琵琶湖学セミナー
9月26日 博物館実習 梅光学院大学
11月25日 関西大学博物館実習 関西大学

企画調整 11月1日 HPリニューアル
1月2日～31日 環境CSR活動パネル展示 ローム（株）
1月10日 寄付金感謝状贈呈式 県庁
9月3日～10月31日 樹冠トレイルクラウドファンディング募集

11月25日
カゴメ・湖南農業高校との連携　愛菜バーグ～トマ味噌仕立
て～発表会

12月1日～1月14日 からすまいちばんスタンプラリー２０１８
琵琶湖・烏丸半島魅力向上活
性化協議会

3月2日
琵琶湖博物館サイエンスセミナー　「琵琶湖はいつできた―
地層が伝える過去の環境」

ここ滋賀 観光交流局
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広報営業

博物館実習

企業連携


