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昭和60年度 第1回

1985/08/20

学校の生いたち（寺子屋と古い学校）

城村孝一氏（高木小学校）
小河健一氏（高木小学校）

90

1985/08/21

昔の道（西国街道を歩く）

笹辺寿夫氏（香枦園小学校）
藤田宗広氏（夙川小学校）

90

1985/08/22

西宮の神社（広田・戎神社など）

小山修治郎氏（高須東小）
鈴木正典氏（津門小学校）

90

1985/08/23

郷土を開く（百間樋用水など）

山口修氏（平木小学校）
石田孝清氏（樋ノ口小学校）

90

1985/08/24

西宮の名産（酒・和紙・竹細工）

古岡俊之氏（瓦木小学校）
川端幹雄氏（高木小学校）

90

昭和61年度 第2回

1986/08/18

大昔の西宮（甲山・土器・古墳など）

石田孝清氏（船坂小学校）
山口修氏（平木小学校）

76

1986/08/19

平安・鎌倉時代の西宮（広田神社・西宮神社など）

古岡俊之氏（瓦木小学校）
川端幹雄氏（高木小学校）

80

1986/08/20

昔の道を歩く（西国街道・パ－ト2）

伊賀敏夫氏（段上西小学校）
浜端秀泰氏（安井小学校）

54

1986/08/21

江戸時代の西宮（鳴尾義民碑など）

小山脩治郎氏（高須東小学校）
掛樋律子氏（春風小学校）

76

1986/08/22

明治・大正の子供（学校生活と家庭生活）

城村孝一氏（高木小学校）
小河健一氏（高木小学校）

56

1986/08/25

文化財現地見学会コ－ス（西宮市内文化財～椿本陣～平等院）

小山修治郎氏（高須東小学校）
浜端秀泰氏（安井小学校）

102

昭和62年度 第3回

1987/08/18

西宮の町のあゆみ（戎神社と越水城など）

鈴木正典氏（夙川北小学校）
山口修氏（平木小学校）

50

1987/08/19

江戸時代の西宮（I）（殿様と農民）

石田孝清氏（船坂小学校）
古岡俊之氏（小松小学校）

50

1987/08/20

江戸時代の西宮（II）（酒とたる廻船）

川端幹雄氏（高木小学校）
浜畑秀泰氏（安井小学校）

50

1987/08/21

教育の歴史（寺子屋から今の小学校まで）

小河健一氏（上甲子園小学校）
城村孝一氏（高木小学校）

50

1987/08/22

西宮の史跡めぐり（砲台・松原神社・昌林寺など）

小山修一郎氏（高木小学校）
西野俊之氏（浜甲子園小学校）

50

昭和63年度 第4回

1988/08/22

生活の歴史－西宮の近代化－

小河健一氏（上甲子園小学校）
鈴木正典氏（夙川小学校）

40

1988/08/23

家と着物の歴史－西宮の民家など－

川端幹雄氏（高木小学校）
浜端秀泰氏（安井小学校）

40

1988/08/24

食物の歴史－西宮を中心に－

古岡俊之氏（小松小学校）
石田孝清氏（船坂小学校）

40

1988/08/25

旅の歴史－西宮と街道－

小山修治郎氏（高木小学校）
野中繁氏（用海小学校）

40

1988/08/26

タイム・スリップの旅－近江石部など臨地学習－

城村孝一氏（高木小学校）
山口修氏（平木小学校）

40

平成元年度 第5回

1989/08/22

西宮の農具と年中行事

浜端秀泰氏（安井小学校）
小山修治郎氏（高木小学校）

50

1989/08/23

西宮のトイレと肥料の歴史

井上隆治氏（船坂小学校）
石田孝清氏（船坂小学校）

50

1989/08/24

西宮の農業用水の歴史

西野俊之氏（浜甲子園小学校）
川端幹雄氏（高木小学校）

50

1989/08/25

臨地学習－奈良県立民俗博物館など－

山口修氏（平木小学校）
古岡俊之氏（小松小学校）

50

1989/08/26

わら鉄砲づくり－おじいさんの子ども時代－

小西繁雄氏（下大市在住）他
小河健一氏（上甲子園小学校）

50
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平成2年度 第6回

1990/08/21

西宮の神社－西宮神社・広田神社を中心に－

川端幹雄氏（高木小学校）
小山修治郎氏（高木小学校）

80

1990/08/22

西宮の川と海岸－川と海岸のうつりかわり－

井上隆治氏（船坂小学校）
山口修氏（平木小学校）

80

1990/08/23

西宮の文化財－砲台そして今津灯台と酒造－

稲森隆治氏（苦楽園小学校）
金井温宏氏（高須南小学校）

80

1990/08/24

人－の生活と馬－絵馬にみる人－の願い－

石田孝清氏（船坂小学校）
小河健一氏（上甲子園小学校）

80

1990/08/25

臨地学習－篠山城跡、歴史美術館など－

古岡俊之氏（小松小学校）
浜畑秀泰氏（安井小学校）

80

1991/08/20

西宮の城と殿様－戦国時代の越水城と西宮を支配した江戸時代の殿様
－

山口修氏（平木小学校）
石田孝清氏（船坂小学校）

80

1991/08/21

西宮の伝統産業－竹かご（山口）と寒天（船坂）、名塩紙について－

井上隆治氏（船坂小学校）
稲森義浩氏（苦楽園小学校）

80

1991/08/22

明治大正の子どもたち－学校生活と家庭生活について－

川端幹雄氏（高木小学校）
谷順子氏（今津小学校）

80

1991/08/23

民家と衣服の歴史－くらしと家、くらしと衣服のかかわり－

金井温宏氏（高須南小学校）
大場晴美氏（段上西小学校）

80

1991/08/24

臨地学習－日本民家集落博物館・国立民俗博物館をたずねて－

古岡俊之氏（小松小学校）
飯村耕司氏（北六甲台小学校）

80

1992/08/18

古代の西宮－西宮に残されている弥生時代・古墳時代－

井上隆治氏（船坂小学校）
大場明佳氏（高須東小学校）

40

1992/08/19

中世の西宮－人の往来・寺院と神社より－

古岡俊之氏（小松小学校）
石田孝清氏（船坂小学校）

36

1992/08/20

西宮の道－西国街道・中国街道で歩く西宮－

稲森義浩氏（苦楽園小学校）
金井温宏氏（高須南小学校）

38

1992/08/21

西宮北部の発展－鉄道と人－のくらし－

飯村耕司氏（北六甲台小学校）
牧野天志氏（北六甲台小学校）

38

1992/08/22

臨地学習－堺市博物館・大仙公園・大阪府立弥生文化博物館をたずねて 川端幹雄氏（高木小学校）
－
田近敏之氏（夙川小学校）

平成3年度 第7回

平成4年度 第8回

30

平成5年度 第9回

1993/08/24

お金とくらし－お金の歴史と名塩紙－

古岡俊之氏（小松小学校）
稲森義浩氏（東山台小学校）

22

1993/08/25

石造物にたくした人－のねがい－道しるべ・おじぞうさんより－

石田孝清氏（船坂小学校）
藤森敬子氏（北夙川小学校）

24

1993/08/26

戦争中の西宮－子どもたちのくらし・身近な戦争のきずあと－

谷順子氏（今津小学校）
田近敏之氏（夙川小学校）

22

1993/08/27

川とくらし－川の移りかわりと人－のくらし－

金井温宏氏（高須南小学校）
河合純孝氏（大社小学校）

16

1993/08/28

臨地学習－五色塚古墳・神戸市埋蔵文化財センター－

井上隆治氏（船坂小学校）
川端幹雄氏（高木小学校）

19

平成6年度 第10回

1994/08/23

大昔の西宮－人のいない時代の西宮・人々が暮らし始めて－

石田孝清氏（船坂小学校）
金井温宏氏（高須南小学校）

42

1994/08/24

江戸時代の西宮－西宮のお酒と今津灯台－

稲森義浩氏（東山台小学校）
谷順子氏（高須東小学校）

36

1994/08/25

戦争中の西宮－戦争のきずあと・子どもたちのくらし－

田近敏之氏（夙川小学校）
井上隆治氏（船坂小学校）

34

1994/08/26

西宮の文化財－西国街道と六甲山の街道を中心に－

河合純孝氏（大社小学校）
山本幸夫氏（小松小学校）

25

1994/08/27

臨地学習－近つ飛鳥を訪ねて－

飯村耕司氏（北六甲台小学校）
川端幹雄氏（高木小学校）

23
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平成7年度 第11回

1995/08/22

阪神地域における災害と防災－阪神という地域の特色から考えた災害－

井上隆治氏（上ヶ原南小学校）
山本幸夫氏（小松小学校）

24

1995/08/23

食べ物が語る西宮の歴史

平井英子氏 （夙川小学校）

23

1995/08/23

戦争と動物園－それでも象は生き残った－

田近敏之氏（夙川小学校）

23

1995/08/24

地名からさぐる西宮の歴史－むかし今津はニューポートだった－

金井温宏氏（北夙川小学校）
石田孝清氏（高須南小学校）

22

1995/08/25

西宮の城－城の中のくらし－

小山修治郎氏（高木小学校）
飯村耕司氏（北六甲台小学校）

23

1995/08/26

臨地学習－法隆寺・奈良県立民俗博物館を訪ねて－

稲森義浩氏（東山台小学校）
川端幹雄氏（生瀬小学校）

24

平成8年度 第12回

1996/08/20

水を求めて－上ヶ原用水・百間樋－

井上隆治氏（上ヶ原南小学校）
石田孝清氏（高須南小学校）

30

1996/08/21

西宮の伝統産業を探る－酒づくりと海運業－

平井英子氏（夙川小学校）
田近敏之氏（夙川小学校）

26

1996/08/22

西宮と殿様のころ－西宮のお城・秀吉と西宮－

金井温宏氏（北夙川小学校）
小山修治郎氏（名塩小学校）

29

1996/08/23

甲子園物語－球児たちのあこがれの甲子園今と昔－

稲森義浩氏（東山台小学校）
山本幸夫氏（小松小学校）

16

1996/08/24

臨地学習－うすくち龍野醤油資料館・日本玩具博物館見学－

飯村耕司氏（北六甲台小学校）
川端幹雄氏（生瀬小学校）

25

平成9年度 第13回

1997/08/19

お寺や神社から探る西宮

鈴木正了氏（上ヶ原小学校）
川端幹雄氏（生瀬小学校）

38

1997/08/20

道と地名から探る西宮

平井英子氏（夙川小学校）
井上隆治氏（上ヶ原南小学校）

44

1997/08/21

西宮と戦争－戦争と子どもたち－

小山修治郎氏（名塩小学校）
稲森義浩氏（東山台小学校）

38

1997/08/22

西宮の川と海岸線

永尾仁美氏（鳴尾東小学校）
石田孝清氏（高須南小学校）

42

1997/08/23

臨地学習 滋賀県立琵琶湖博物館を訪ねて

飯村耕司氏（北六甲台小学校）
金井温宏氏（北夙川小学校）

40

平成10年度 第14回

1998/08/18

江戸期の西宮、幕末の西宮

小山修次郎氏（名塩小学校）
山路正高氏（名塩小学校）

14

1998/08/19

子どもたちのくらし～西宮の町と子どもたちの遊び～

金井温宏氏（北夙川小学校）
稲森義浩氏（東山台小学校）

18

1998/08/20

北地区歴史街道～見て・知って・紙すきにトライ～

飯村耕司氏（北六甲台小学校）
高木順子氏（北六甲台小学校）

22

1998/08/21

えべっさんとやくじんさん～祭に込められた願い～

石田孝清氏（高須南小学校）
福森隆司氏（上ヶ原南小学校）

19

1998/08/22

臨地学習～和歌山県立紀伊風土記の丘資料館～

川端幹雄氏（生瀬小学校）
田中仁美氏（鳴尾東小学校）

16

平成11年度 第15回

1999/08/20

武庫川の歴史～暴れ川とたたかって・武庫川と西宮の発展～

小山修治郎氏（名塩小学校）
山路正高氏（名塩小学校）

36

1999/08/21

北地区歴史街道II～見て・知って・かご作りにトライ！～

飯村耕司氏（北六甲台小学校）
高木順子氏（北六甲台小学校）

36

1999/08/23

線路に夢をのせて～阪神間の鉄道の発達～

平井英子氏（西宮浜小学校）
石田孝清氏（高須南庄学校）

34

1999/08/24

学校探検～西宮の小学校と子どもたち～

川端幹雄氏（生瀬小学校）
稲森義浩氏（東山台小学校）

34

1999/08/25

臨地学習～赤穂市立海洋科学館・塩の国～

乾公人氏（苦楽園小学校）
金井温宏氏（北夙川小学校）

30
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平成12年度 第16回

2000/08/21

西宮の平安時代を歩こう！～西宮神社かいわいをさぐる～

小山修治郎氏（名塩小学校）
山路正高氏（名塩小学校）

35

2000/08/22

銘水を楽しもう～宮水を使って・・・～

飯村耕司氏（鳴尾北小学校）
國村真氏（小松小学校）

37

2000/08/23

西宮の酒造り～西宮の名産 灘の生一本～

金井温宏氏（北夙川小学校）
石田孝清氏（高須南小学校）

37

2000/08/24

臨地学習～滋賀県野洲町立歴史民俗資料館 弥生の森で体験学習をし
よう！～

川端幹雄氏（生瀬小学校）
稲森義浩氏（小松小学校）

32

平成13年度 第17回

2001/08/20

名塩和紙とその伝説

小山修治郎氏（名塩小学校）

36

2001/08/20

甲陽園の遊園地

牧野天志氏（東山台小学校）

36

2001/08/21

縄文人になろう～木の実を食べてみよう！～

國村真氏（小松小学校）
乾公人氏（小松小学校）

29

2001/08/22

地名から探る西宮の歴史～地名にかくされた謎を追え～

川端幹雄氏（生瀬小学校）
金井温宏氏（北夙川小学校）

33

2001/08/23

臨地学習 大阪府立弥生文化博物館～弥生時代の遺跡に触れてみよう
～

飯村耕司氏（鳴尾北小学校）
稲森義浩氏（小松小学校）

35

平成14年度 第18回

2002/08/19

地図のウラを探ろう！？

飯村耕司氏（鳴尾北小学校）

44

2002/08/19

古代の西宮あれこれ

稲森義浩氏（小松小学校）

44

2002/08/20

中世の西宮あれこれ

川端幹雄氏（生瀬小学校）

47

2002/08/20

近世の西宮あれこれ

金井温宏氏（北夙川小学校）

47

2002/08/21

山で味わう海の幸～寒天づくりにトライ～

國村真氏（小松小学校）
乾公人氏（小松小学校）

47

2002/08/22

臨地学習 和紙の里名塩と多田銀山～紙すきを体験しよう～

小山修治郎氏（名塩小学校）
山路正高氏（名塩小学校）

40

平成15年度 第19回

2003/08/18

阪神パ－クの時代

仁木雄次郎氏（西宮浜小学校）

22

2003/08/18

甲子園球場の今昔

金井温宏氏（北夙川小学校）

22

2003/08/19

西宮を味わおう～宮水＋山田錦＋米麹＝・・・・・？？～

國村真氏（小松小学校）
乾公人氏（小松小学校）

24

2003/08/20

西宮あれこれ～小松・上ヶ原から～

川端幹雄氏（上ヶ原小学校）
山路正高氏（小松小学校）

18

2003/08/21

臨地学習会～姫路書写の里美術工芸館・播磨町大中遺跡～

小山修治郎氏（名塩小学校）
飯村耕司氏（鳴尾北小学校）

27

平成16年度 第20回

2004/08/23

災害史～水害・台風～

小山修治郎氏（名塩小学校）

23

2004/08/23

災害史～阪神・淡路大震災～

乾公人氏（小松小学校）

23

2004/08/24

防災意識を高めよう！！～山津波って～

福田祐二氏（夙川小学校）

18

2004/08/24

地図のふしぎ

飯村耕司氏（鳴尾北小学校）

18

2004/08/25

甲子園名物カレーライス

國村真氏（小松小学校）
金井温宏氏（北夙川小学校）

19

2004/08/26

臨地学習会～狭山池博物館 なにわの海の時空館～

川端幹雄氏（上ヶ原小学校）
稲森義浩氏（小松小学校）

24
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平成17年度 第21回

2005/08/22

名塩紙ってすごいぞ！～伝統工芸品としての名塩和紙～

乾公人氏（小松小学校）

27

2005/08/22

藩札とお金の話

仁木雄次郎氏（西宮浜小学校）

27

2005/08/23

阪急沿線開発物語～住宅開発・レジャー施設～

小山修治郎氏（北夙川小学校）

30

2005/08/23

西宮と戦争

金井温宏氏（平木小学校）

30

2005/08/24

甲子園球場の歴史を味わおう！！～80年前の珈琲作りにチャレンジ！！ 川端幹雄氏（上ヶ原小学校）
～
國村真氏（深津小学校）

27

2005/08/26

臨地学習 篠山チルドレンズミュージアム

飯村耕司氏（鳴尾北小学校）
桔梗友行氏（広田小学校）

21

平成18年度 第22回

2006/08/21

水の歴史と秘密を調べよう！！

福田祐二氏（鳴尾小学校）

21

2006/08/21

かたい水とやわらかい水？

桔梗友行氏（広田小学校）

21

2006/08/22

西宮北口物語～遺跡が物語る人々のくらし～

金井温宏氏（平木小学校）

24

2006/08/22

西宮北口物語～「キタグチ」？それとも「ニシキタ」？～

飯村耕司氏（山口小学校）

24

2006/08/24

イチゴ畑が広がっていた町～鳴尾のイチゴ～

國村真氏（深津小学校）
小山修治郎氏（北夙川小学校）

19

2006/08/25

臨地学習～高畑町遺跡・伊丹を訪ねて～

乾公人氏（小松小学校）
川端幹雄氏（上ヶ原小学校）

21

平成19年度 第23回

2007/08/20

西宮の街道と道標～道標の拓本を採ってみよう～

小山修治郎氏（北夙川小学校）
西本英典氏（名塩小学校）

18

2007/08/22

西宮南部の鉄道物語／西宮北部の鉄道

牧野天志氏（夙川小学校）
金井温宏氏（平木小学校）

17

2007/08/23

西宮の伝統野菜を味わおう！！

乾公人氏（小松小学校）
國村真氏（生瀬小学校）

15

2007/08/24

臨地学習～兵庫県立歴史博物館・姫路市埋蔵文化財センター～

川端幹雄氏（北六甲台小学校）
國村真氏（生瀬小学校）

17

平成20年度 第24回

2008/08/18

郷土資料館 不思議たんけん

金井温宏氏（平木小学校）
乾公人氏（小松小学校）

11

2008/08/20

学校給食の歴史を学ぼう・食べよう

國村真氏（生瀬小学校）
金田千春氏（生瀬小学校）

13

2008/08/21

幕町の西宮～歴史が駆け抜けた町～

小山修治郎氏（北夙川小学校）
春芽隆志氏（北夙川小学校）

10

2008/08/22

臨地学習 難波の夢のあとを訪ねて（造幣博物館、大阪歴史博物館ほか）

川端幹雄氏（北六甲台小学校）
西本英典氏（名塩小学校）

16

平成21年度 第25回

2009/08/18

西宮浜から見た新しい西宮の姿

羽島優子氏（西宮浜小学校）

13

2009/08/18

名塩和紙について～みんなで紙すきに挑戦～

西本英典氏（名塩小学校）

13

2009/08/19

浜脇、昔たんぼう

小山修治郎氏（北夙川小学校）

9

2009/08/19

西宮のふるさと『えべっさん』

松浪軌道氏（高須小学校）

9

2009/08/20

生瀬駅から生まれた味～武庫川にはあゆが泳いでおりました～

國村真氏（生瀬小学校）
宮崎麻貴氏（生瀬小学校）
岩本円氏、沖中万知子氏、河内弘子氏
（郷土料理調理指導、生瀬小学校）

13

2009/08/21

臨地学習会～古代人の足跡を訪ねて（五色塚古墳・兵庫県立考古博物
館）～

乾公人氏（小松小学校）
金井温宏氏（平木小学校）

10

5/8

親と子の郷土史講座
実施年月日

講師

演題など

参加人数

平成22年度 第26回

2010/08/21

西宮の民話－水にまつわるお話－

小山修治郎氏（北夙川小学校）

29

2010/08/21

甲子園の歩み－大正・昭和・平成－

房村亜矢氏（鳴尾東小学校）

29

2010/08/21

古代人体験－石庖丁をつくろう－

西本英典氏（名塩小学校）
羽島優子氏（西宮浜小学校）

29

2010/08/22

西国街道をしらべよう

梅木紀男氏（段上小学校）

19

2010/08/22

西宮の歴史あれこれ－大昔から近世の歴史をたどって－

金井温宏氏（平木小学校）

19

2010/08/22

生瀬を味わおう－ウィルキンソンの工場がありました－

國村真氏 （生瀬小学校）
宮崎麻貴氏（生瀬小学校）

19

2010/08/23

臨地学習会～泉南の古代史をめぐる（西陵古墳・古代史博物館）～

－

30

平成23年度 第27回

2011/08/19

西宮北口物語

小山修治郎氏(北夙川小学校）

16

2011/08/19

戦時中の西宮

金井温宏氏（平木小学校）

16

2011/08/19

西宮北部地域の歴史－生瀬で湧いていた炭酸水を使ったあのお菓子も
つくって味わおう－

國村真氏（生瀬小学校）
宮崎麻貴氏（生瀬小学校）

16

2011/08/20

酒のまち西宮

梅木紀男氏（段上小学校）

27

2011/08/20

地名から探る西宮の歴史

金井温宏氏（平木小学校）

27

2011/08/20

昔のくらし体験－火おこしに挑戦－
昔のくらし体験－古代の楽器をつくろう－

西本英典氏（上ヶ原小学校）
羽島優子氏（西宮浜小学校）

27

2011/08/21

臨地学習会－高槻の城と古墳をたずねる－（高槻市立しろあと歴史館、い
ましろ大王の杜）

－

10

平成24年度 第28回

2012/08/17

名塩和紙の秘密

西岡健児氏（甲東小学校）

6

2012/08/17

名塩和紙学習館で紙すき体験

西岡健児氏（甲東小学校）

6

2012/08/18

西宮にもあった教科書の歴史

金井温宏氏（平木小学校）

11

2012/08/18

郷土資料館のひみつ発見！

西本英典氏（上ヶ原小学校）

11

2012/08/18

石器づくりにチャレンジ～石包丁や矢じりを作ろう！～

西本英典氏（上ヶ原小学校）

49

2012/08/19

人々の願い、エネルギー、西宮の祭り

小山修治郎氏(北夙川小学校）

19

2012/08/19

地図の旅～西宮のいま・むかし～

羽島優子氏（西宮浜小学校）

19

2012/08/19

西宮の教育の歴史～北部地域を中心に。そして、ゆかりのあの野菜を味 國村真氏 （生瀬小学校）
わおう～
宮崎麻貴氏（生瀬小学校）

11

平成25年度 第29回

2013/08/16

阪急電車から見る西宮

松村亮氏（南甲子園小学校）

20

2013/08/16

阪神電車駅物語

小山修治郎氏(北夙川小学校）

20

2013/08/16

古代体験～縄文ポシェットを作ろう～

西岡健児氏（甲東小学校）
村田真吾氏（上甲子園小学校）

22

2013/08/17

古代体験～はにわを作ろう～

西本英典氏（上ヶ原小学校）
菅原雅史氏（瓦林小学校）

24

2013/08/17

西宮の傀儡子について

梅木紀男氏（大社小学校）
人形芝居えびす座

10

2013/08/18

古代体験～前方後円墳の模型を作ろう～

福庭万里子（当館職員）
森下真企（当館職員）

29

2013/08/18

阪神モダニズム～旧甲子園ホテルの歴史～

國村真氏（生瀬小学校）
宮﨑麻貴氏（生瀬小学校）

12
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平成26年度 第30回

2014/08/15

縄文土器を作ろう

梅木紀男氏（大社小学校）
菅原雅史氏（瓦林小学校）

18

2014/08/15

通行手形を作ろう

俵谷和子（当館職員）

18

2014/08/17

西宮のもう一つの顔 山口町

小山修治郎氏（北夙川小学校）

20

2014/08/17

山口町伝統の竹細工を作ろう

西本英典氏（上ヶ原小学校）

20

2014/08/17

和綴じ本を作って和本を知ろう

西岡健児氏（甲東小学校）
村田真吾氏（上甲子園小学校）
布川中子氏（市立図書館司書）
鎌井朱美氏（市立図書館司書）

22

2014/08/19

『わたしたちの西宮』を歴史的に見よう！～給食にも西宮の歴史が使われ 國村真氏（生瀬小学校）
ています～
宮﨑麻貴氏（生瀬小学校）

4

平成27年度 第31回

2015/08/13

西宮のまが玉

梅木紀男氏（大社小学校）

22

2015/08/13

なるほど・ザ・方言！！～西宮・阪神間の方言を調べてみよう～

西本英典氏（上ヶ原小学校）

20

2015/08/14

阪神電車と西宮の街のうつりかわり

小山修治郎氏（北夙川小学校）

14

2015/08/14

戦時中の甲子園球場～再現！戦時中の味～

國村真氏（甲子園浜小学校）

16

2015/08/17

西宮の空襲（70年の記憶）～戦争体験を伺おう～

宮﨑麻貴氏（生瀬小学校）
山本實氏（浜脇古老の会）

20

2015/08/17

西宮のお酒～今と昔をくらべよう～

菅原雅史氏（瓦林小学校）
籔優氏（甲東小学校）

22

2015/08/17

戦国時代の西宮

松村亮氏（南甲子園小学校）

21

平成28年度 第32回

2016/08/16

西宮の街道

松村亮氏（南甲子園小学校）
西本英典氏（上ヶ原小学校）

12

2016/08/16

江戸時代の日記を読みとく～体験！和紙七変化～

郷土資料館職員

16

2016/08/18

市議会に行こう！

梅木紀男氏（大社小学校）

22

2016/08/18

戦闘機を作った工場～戦争の時代の西宮～

高見祥一氏（樋ノ口小学校）
早川智洋氏（安井小学校）

32

2016/08/19

昭和モダニズム探訪Ⅰ～神戸女学院のヴォーリズ建築を訪ねよう～

宮﨑麻貴氏（深津小学校）

22

2016/08/19

感じよう味わおう！ヴォーリズ建築

國村真氏（甲子園浜小学校）

14

平成29年度 第33回

2017/08/16

忘れまい 阪神・淡路大震災

小山修治郎氏（北夙川小学校）

6

2017/08/16

アニメ「火垂るの墓」からみる戦争中の西宮

高見祥一氏（樋ノ口小学校）
早川智洋氏（安井小学校）

10

2017/08/17

高畑町遺跡について

宮﨑麻貴氏（深津小学校）

4

2017/08/17

西宮の名物を知ろう！味わおう！

國村真氏（甲子園浜小学校）

16

2017/08/18

ホンモノにふれる－速報！発掘調査からわかった西宮－

山田暁（当館職員）

12

2017/08/18

阪神電車と甲子園の街

松村亮氏（南甲子園小学校）

10

2017/08/19

ホンモノにふれる－戦国時代の直筆文書－

笠井今日子（当館職員）

18
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平成30年度 第34回

2018/08/08

のぞいてみよう民話の世界～みんなで紙芝居をつくろう～

亀岡陽子氏・舩附智美氏・天田良子氏
(市立図書館司書）

8

2018/08/09

西宮砲台に行こう～“西郷どん”が生きた時代～

梅木紀男氏（大社小学校）

16

2018/08/09

昭和モダニズム探訪Ⅱ～旧甲子園ホテル～

宮﨑麻貴氏（深津小学校）

14

2018/08/15

高校サッカーの聖地、西宮～全国高校サッカー選手権を追いかけて～

國村真氏（甲子園浜小学校）

8

2018/08/17

立体模型をつくろう！～古墳・石室～

山田暁（当館職員）

20

2018/08/17

武庫川学院から昔の鳴尾を見よう～鳴尾はわくわくランドだった～

高見祥一氏（樋ノ口小学校）
早川智洋氏（安井小学校）

8

8/8

