
実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等

9月14日～10月20日
第85回収蔵庫をのぞいてみよう「江戸時代の風景琵琶湖真景図を
よむ」

Ｂ展示室

9月15日～11月24日
Ａ展示室「地域の人々による展示コーナー「鉱物・化石のよもやま
話」

10月19日～10月31日 ディスカバリールーム　かぼちゃをさがそう！ ディスカバリールーム

10月22日～11月24日
第86回収蔵庫をのぞいてみよう！「収蔵庫をのぞいてみよう！ザ・
ファイナル」

Ｂ展示室

10月27日 高橋館長と行く　Ａ展示室見納めツアー Ａ展示室
11月4日 〇〇をさがせ！　絵解きで見る瀬田の唐橋 Ｂ展示室
11月16日 Ｂ展示室見納めツアー Ｂ展示室
11月16日、17日 関西文化の日
11月17日 Ｂ展示室見納めツアー Ｂ展示室
11月23日 ディスカバリールーム　森のにおいをさがそう！ ディスカバリールーム
12月3日 バイカルアザラシ　マリ死亡
12月8日 ザ！ディスカバはしかけ　虫バッジ作り オープンラボ
12月21日 ディスカバリールーム　はたきをつくろう！ ディスカバリールーム
1月2日～1月13日 ギャラリー展示「統計グラフコンクール作品展」 企画展示室 統計課
1月2日～1月19日 2020干支展「ねずみ！子！ネズミ！！」 アトリウム
1月12日 ディスカバリールーム　森の宝物をさがそう！ ディスカバリールーム
1月18日 ザ！ディスカバはしかけ　ジュズダマでお手玉を作ろう！ ディスカバリールーム
1月19日～2月16日 ギャラリー展示「トンボ100大作戦～滋賀のトンボを救え～」 企画展示室
1月28日～2月2日 ディスカバリールーム　節分☆鬼のお面をつくろう！ ディスカバリールーム
2月22日～ 観覧券発券システム導入 アトリウム
2月26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！ ディスカバリールーム
10月6日 田んぼ体験　稲刈り・ハサ掛け 生活実験工房
10月12日 わくわく探検隊　プランクトンを見よう！
10月12日 フィールドレポーター「秋のトンボ調査」
10月14日 里山体験教室 野洲市
10月19日、20日 びわ博フェス2019
11月2日 みんなで湖魚料理をつくろう！(秋のプレミアム編） 実習室２ 県漁連壮青年会
11月9日 わくわく探検隊　秋の色探しをしよう！
11月16日 紙芝居 アトリウム はしかけ　湖をつなぐ会
11月23日 里山体験　秋の堅田春日山散策 春日山公園 カワセミ自然の会
11月24日 田んぼ体験　秋の昆虫採集 生活実験工房
12月4日 季節の植物でアロマウォーター 生活実験工房
12月14日 わくわく探検隊　綿にふれてみよう！
12月22日 田んぼ体験　しめ縄づくり 生活実験工房
1月11日 わくわく探検隊　水鳥を観察しよう！
1月19日 里山体験教室 野洲市
1月26日 紙芝居 アトリウム はしかけ　湖をつなぐ会
2月8日 わくわく探検隊　骨にふれてみよう！
2月9日 田んぼ体験　わら細工 生活実験工房

令和元年度下半期の取り組み
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観察会、講座
等



実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等
3月8日 はしかけ登録講座 セミナー室
3月14日 わくわく探検隊　お魚モビールを作ろう！
10月5日 ラッコリーナで生息している生き物の特徴、観察のポイントなど ラコリーナ近江八幡（近江八幡 株式会社たねや農芸たねや菜園
10月5日 琵琶湖の珪藻について 実習室1 シニア自然大学マイスター
10月18日 琵琶湖における環境の現状や課題について セミナー室 吹田市人権啓発推進協議会
10月23日 里山活動における親子活動の大切さ セミナー室 草津市子育て相談センター
10月23日 琵琶湖のおいたち 近江八幡市総合福祉センター 近江八幡市教育委員会
10月26日 琵琶湖の環境とせっけん運動 セミナー室 高島市市民劇上映実行委員会

10月26日
足元に記録された環境変化－地層から考える過去から未来への環
境－

大津市立和邇図書館（大津市）
大津市立和邇図書館サークル連
絡協議会

10月27日 ヨシ帯の生きもの セミナー室 大東市立野崎青少年教育センター

10月29日 外来魚対策について／水族施設について
大北漁業協同組合連絡協議
会・大町市漁業協同組合連絡
協議会

大北漁業協同組合連絡協議会・大
町市漁業協同組合連絡協議会

11月2日 ふるさと滋賀・日野の成り立ちを知る 日野町西大路公民館ホール 西大路地区人権啓発推進協議会

11月2日
忠類に生き、忠類によみがえったナウマンゾウ, 忠類ナウマン象化
石骨発見50周年記念事業,

忠類ナウマン象記念館（北海
道幕別市）,

幕別町・幕別町教育委員会

11月4日 琵琶湖を含めた近畿～東海地域の500万年の地史について 堺市地学教育研究会

11月10日
大橋コレクションと琵琶湖博物館における映像資料の収集・整理・
保存・活用・活動の紹介

善利組足軽屋敷 辻番所・旧磯
島邸(彦根市）

彦根辻番所の会

11月10日 琵琶湖のプランクトン検鏡観察 実習室1 NPO法人自然と緑
11月12日 琵琶湖における環境の現状や課題について セミナー室 吹田市人権啓発推進協議会

11月12日 わかってきたフナズシの歴史
滋賀県高等学校社会科教育研究
会

11月14日 琵琶湖固有種ビワマスについて セミナー室 NPO法人シニア自然大学校
11月14日 琵琶湖における環境の現状や課題について セミナー室 吹田市人権啓発推進協議会
11月15日 甲賀の民俗と祭り かふか生涯学習館（甲賀市） かふか生涯学習館
11月16日 キャンパスSDGsびわ湖大会ワークショップでのファシリテーター 滋賀県立大学（彦根市） 滋賀県立大学地域共生センター

12月1日 第13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(堺市）

大阪府立大学里環境の会OPU

12月4日
水生植物を保全するための課題とは？～琵琶湖と周辺の事例を中
心に～

NS21ビル（大阪市中央区） シニア自然大学校

12月6日 琵琶湖のなりたち
甲賀市まちづくり活動センター
まるーむ

甲賀市視覚障碍者福祉協会

12月19日 琵琶湖の水草について 会議室 琵琶湖遊漁船業協会
12月22日 水田の生物群集の複雑さ ITビジネスプラザ武蔵（金沢市） 河北潟湖沼研究所
12月22日 淡水魚の保全における市民活動の役割と博物館の機能 本願清水イトヨの里（大野市） 本願清水イトヨの里
1月13日 統計出前講座 企画展示室 統計課

1月17日 琵琶湖のおいたちとそこにいた動物たち 滋賀県レイカディア大学草津校（草津市）滋賀県レイカディア大学

観察会、講座
等

地域連携
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1月24日 琵琶湖水の農業用水利用(逆水利用）の成り立ちについて 滋賀県湖北合同庁舎（長浜市）
滋賀県土地改良事業団連合会湖
北支部

1月25日 烏丸半島周辺で見られる冬の水鳥 会議室
愛荘町教育委員会事務局生涯学
習課

2月20日 琵琶湖のおいたちとそこにいた動物たち
滋賀県レイカディア大学米原校
(米原市）

滋賀県レイカディア大学

10月5日 俳諧(はいかい)・俳句にあらわれた近江の魚たち 野洲市歴史民俗博物館 野洲市歴史民俗博物館
10月19日 なれずしの中から飛躍したふなずし 野洲市歴史民俗博物館 野洲市歴史民俗博物館

10月26日
江戸時代の絵画から琵琶湖の魚を読みとく－湖魚奇観から湖中産
物図証の魚たち－

野洲市歴史民俗博物館 野洲市歴史民俗博物館

11月23日 DNAからみた琵琶湖の魚たちの歴史－湖魚奇観の魚を中心に－ 野洲市歴史民俗博物館 野洲市歴史民俗博物館
12月15日 琵琶湖地域の水田生物研究会 別館
12月22日 地球研公開セミナー 地球研

1月25日
新琵琶湖学セミナー「湖の400万年と私たちー変わる大地・気候・生
き物ー」

セミナー室

1月31日 ブックレットNO,10「琶湖の周りの昆虫－地域の人々と探るー」発行

2月22日
新琵琶湖学セミナー「湖の400万年と私たちー変わる大地・気候・生
き物ー」

セミナー室

3月28日
新琵琶湖学セミナー「湖の400万年と私たちー変わる大地・気候・生
き物ー」

セミナー室

10月4日 滋賀県の農業・農政 ホール 龍谷大学農学部
10月9日 博物館職員の仕事 ホール 大阪ECO動物海洋専門学校
10月16日 カワウの研究とカワウ問題 虎姫高校体育館（長浜市） 滋賀県立虎姫高校

10月18日 琵琶湖固有種の歴史と起源
京都大学生態学研究センター
（大津市）

京都大学生態学研究センター

10月24日 滋賀県学生科学賞県展・審査会 みずほ文化センター（彦根市） 滋賀県科学教育振興委員会

10月25日 琵琶湖の環境保全とヨシとの関わりについて 実習室 滋賀県立草津東高等学校

10月30日
草むらの不思議が語る世界～次世代を担う子どもたちの心をはぐく
む～

東近江市立市原小学校
東近江市永源寺中学校区教育研
究協議会

11月10日 湖上実習で沈水植物について解説 琵琶湖（浜大津～沖島）
立命館大学理工学研究科環境都
市工学科

11月17日 プランクトン採集・同定実習 実習室 大阪府立豊中高等学校
12月7日 水と人のかかわりをテーマにした社会学的フィールドスタディ ホール 追手門学院大学社会学部
12月12日 環境フィールドワーク 展示室 滋賀県立大学環境科学部
12月15日 琵琶湖における環境と環境教育 実習室1 神戸女子大学文学部教育学科
12月15日 水と人のかかわりをテーマにした社会学的フィールドスタディ ホール 追手門学院大学社会学部
12月19日 常設展示についての学習、博物館の企画に関するグループワーク セミナー室 滋賀県立大学環境科学部
12月22日 琵琶湖博物館の活動紹介 展示室 倉敷芸術科学大学
1月5日 滋賀の環境 びわこ学院大学
1月20日 博学プロジェクト第4回公開シンポジウム 甲南大学岡本キャンパス 甲南大学
1月25日 収蔵庫見学・資料管理に関する講義 京都大学大学院地球環境学堂
12月23日、24日 追手門大学附属中学校サイエンスキャンプ 草津未来プロジェクト

地域連携
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実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等
12月3日～1月5日 こどもエコクラブ絵日記・壁新聞展示 アトリウム
12月8日 淡海こどもエコクラブ活動交流会 ホール
1月26日 同志社中学校視察 環境政策課

2月14日
こどもエコクラブ全国こどもフェスティバル　壁新聞幼児部門：草津
市立常盤幼稚園　絵日記部門：守山市立速野小学校2年生が受賞

2月27日 企業ビオトープを使った環境学習活動者交流会
3月10日 第3回びわ博学生ミーティング
3月21日 こどもエコクラブ全国こどもフェスティバル
10月17日 水資源機構視察
10月29日 長野県大町市漁業協同組合視察
10月31日 豊田市役所都市整備部公共建築課
11月22日 島根県立三瓶自然館学芸課おもてなし推進室アテンダント
12月13日 柴山潟流域環境保全対策協議会
12月22日 北村地方創生大臣視察
1月10日 西海国立公園九十九島水族館
1月29日 福井県博物館協議会視察
1月29日 長野県議会視察
2月7日 秋田県視察 琵琶湖保全再生化
2月14日 ラムサール条約関係市長会議視察 自然環境保全課
10月17日 中国全国政治協商会議人口資源環境委員会訪日団 駐日中国大使館科学技術部
10月18日 ベトナム・ホーチミン市関係者 商工労働観光部商工政策課長
10月30日 中国湖南省農業科学院団視察 国際課
11月16日 JICA地域理解プログラム JICA地域理解プログラム 国際協力機構
11月21日 大邱市文化芸術会館示視察
12月4日 湖南省海外聨誼会 総合企画部国際課長
12月10日 湖南省市長訪問団視察 総合企画部国際課長
1月28日 インドネシア湖沼保全研修 国際湖沼環境委員会
9月14日～11月24日 「学芸員が語る展示のひみつマップ」配布

11月1日～1月31日
琵琶湖・烏丸半島活性化協議会　健康ウォーキング＆スタンプラ
リー

11月2日3日4日16日17日「Ｂ展示室にいる人を探せ！」ワークシート配布 Ｂ展示室
11月9日 カメの公開身体測定 Ｃ展示室 計量検定所
12月7日 アトリウムコンサート(滋賀県立守山中学校・高等学校吹奏楽部） アトリウム
12月14日 アトリウムコンサート(吹奏楽団木曜組） アトリウム
12月15日 アトリウムコンサート(大津市立打出中学校吹奏楽部） アトリウム
12月21日 アトリウムコンサート（宮本妥子と仲間たち） アトリウム
12月21日 水族展示にサンタクロースがやってくる トンネル水槽
12月22日 水族展示にサンタクロースがやってくる トンネル水槽
12月23日 水族展示にサンタクロースがやってくる トンネル水槽
12月24日 水族展示にサンタクロースがやってくる トンネル水槽

1月15日
草津市立常盤小学校生徒さんＢ展示室リニューアル工事および収
蔵庫の見学

Ｂ展示室、収蔵庫

1月11日 人間コマでダムすごろく！ アトリウム
治水・利水を学ぶ・楽しむ実行委員
会

環境学習

視察

国際交流

共催イベント

イベント



実施月日 行事 場所 依頼・共催機関等
3月24日～4月12日 第44回「ごはんお米とわたし」作文図画コンクール作品展示
11月8日 企業交流会
12月1日 手作り乾電池教室 電池工業会
1月31日 感謝状贈呈式
2月9日 伊藤園ヨシ刈りイベント（コロナウィルスの影響で博物館見学は中 ホール　ほか
12/ 琵琶湖博物館が大阪環境賞　協働賞受賞
10月22日 即位礼正殿の儀に伴い常設展無料
1月1日～ 琵琶湖博物館敷地内禁煙開始
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