


QRコードでも簡単
にアクセスできるよ
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①「六甲発郷土誌」は六甲山全体を知る手がかり
　六甲山について知りたくて、いろんな「お話」をきく
「市民セミナー」を１５年、１３２回開催しました。９０
分ほどの講演の記録を要約して報告書を作成し、３年
毎に編集して『六甲山物語』を５巻出版しました。用語
の検索もでき、ＨＰにも掲載。
　「六甲山発郷土誌」は１３２回の報告書（お話）をま
とめたものです。１３２の「お話」は、「Ａ．六甲山の特
色」３６話、「Ｂ．六甲山の歴史」２９話、「Ｃ．六甲山の

生きもの」３２話、「Ｄ．六甲山とくらし」３５話に整理
できました。この４つのくくりは、「地域全体」をとらえる
ときの有力な視点になるということも大きな発見でし
た。
②「Ａ．六甲山の特色」から大都市神戸にある六甲山を
知る
　（１）都市山を生かす・９話、（２）六甲山を広く見渡
す・８話、（３）六甲山の自然環境と災害・９話、（４）六
甲山の生態系に関わる・１０話、という４つの項目で



■六甲山の特色
六甲山の特色は何なのか、他の山と何が違うのかを考えて
「都市山」キャッチフレーズを思いついた。「都市林」という概
念もあるが、皇居や万博公園のように、都市に囲まれている
ような林ではない。六甲山は山であり、それも１００万人以
上の人口を抱えるのが特徴になっている。「都市」と「山」を
ひっつけて「都市山」、これが一番の特徴ということから出発
すると六甲山を理解しやすい。（服部）

代表的なお話
・多様な環境のある六甲山 
・六甲山の植生破壊 
・日本各地の都市山 
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お話の事例
・国立公園六甲山地区の特色とこれから
・六甲山の景観計画を考える
・宇宙から見た六甲山
・ハテナ？から誕生した六甲連山バイブル
・六甲山をつくる花崗岩の性質とその影響
・六甲山における都市化の進行と土砂災害
・六甲山の森づくり
・里山和楽会の活動～地域とともに

構成しています。
　六甲山の特色を知る一歩として、（１）都市山を生か
す・９話から、②都市山六甲山を取り上げました。「都市
山六甲山」はかなり広まっている言葉です。提唱者の服
部保さんの「お話」はその原点を知るこができます。
③六甲山の特色を知るいろんな「お話」もあります
　ここでの「お話」は、Ａ４版３ページで、写真を多く載
せて読みやすくしています。それぞれが貴重な「お話」
ですので、興味のある項目を探してください。

■六甲山の特色 代表的なお話



①「六甲山を活用する会」のHP
↓
②「六甲山発郷土誌」ページ
↓
③「B.六甲山の歴史」
↓
④「（３）六甲山の現代を知る」
↓
⑤「①六甲山開発史」　へとクリック

B.六甲山の歴史

（３）六甲山の現代を知る
①六甲山開発史
②六甲山開発史バージョン②
③阪神電車と六甲山
④森林植物園の歴史… QRコードでも簡単

にアクセスできるよ

・明治のころの六甲山 
・昭和初期の六甲山開発
・阪神・阪急の開発競争

昭和初期の六甲山～阪神・阪急の開発競争
■昭和初期～にぎやかな六甲山
 関西山小屋「六甲山特輯（しゅう）」（昭和12年）には｢およそ六甲
ほど変化に富んだ山はなく、六甲ほど多種多様の登山者を見る山
はない｣とある。「パラソルを差して美しい和服の麗人」や「葉巻を
くゆらし、ゴルフパンツをはいた肥満ブルジョア氏」、「リュック
サックにセーラー服の女学生」、「ニッカボッカに登山靴の実業登
山団」などなど色々な人たちで賑わっていた。
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①「Ｂ．六甲山の歴史」から、ふるさとの歴史を知る
 (１）地域の歴史を知る・１４話
（２）神戸開港からの歴史を知る・８話
（３）六甲山の現代を知る・７話
という３つの項目で構成しています。
　六甲山の歴史を知る一歩として、よく知られていない身
近な現代史として、（３）六甲山の現代を知る・７話から、
①六甲山開発史を取り上げました。話し手の森地一夫さ
んは１０年を経て、②「都市山六甲山バージョン２」のお
話もされました。

過去の六甲銀座



２つを合わせて読むと
六甲山の現代史がよく
わかります。わ

お話B-（２）-２「六甲山開発史バー
ジョン2」報告書の表紙

バージョン2では講師の森地さんが10年ぶり
に再登場しました。国立公園編入前に焦点を
当て、国立公園化以降の六甲山についても触
れています。

・戦後の六甲山
・国立公園化以降の六甲山
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「六甲山発郷土誌」
を使ってみよう

バ ジ 講師 森地 が 年ぶバ

お話B-（２）-１「六甲山開発史」報告書の表紙

②六甲山の歴史を知るいろいろな「お話」。
・摩耶詣について
・唐櫃村（からと）と六甲山
・絵葉書で見る六甲山
・六甲山と外国人たち
・森林植物園の歴史
・文化遺産としての六甲山ホテル旧館

現在の六甲銀座



スミス君と「六甲山のお話」散歩　その３
六甲山にはどんな生きものがいるの？
六甲山はどんな自然なんだろう？花や植物は？動物や昆虫は？スミス君につい
て調べてみよう。

①「六甲山を活用する会」のHP
↓
②「六甲山発郷土誌」ページ
↓
③「C.六甲山の生きもの」
↓
④「（３）六甲山の動物を知る」
↓
⑤「⑥スミスネズミ捕獲作戦」　
　へとクリック

http://www.rokkosan-katsuyo.com/about/act/kyodoshimap/

「六甲山発郷土誌」ページで、
「スミスネズミ捕獲作戦」を検索する

「スミスネズミ捕獲作戦」のページへの調べ方
（３）六甲山の動物を知る

①六甲山の野鳥
②鳥の渡りと六甲山での鳥類標識
調査
③六甲山と野鳥風景
④六甲山での野生生物との共存を
考える
⑤六甲山と周辺のイノシシ
⑥スミスネズミ捕獲作戦
⑦六甲山の河川

… QRコードでも簡単
にアクセスできるよ

・小哺乳類とは
・ネズミにはネズミ型とモ      
グラ型がある
・スミスネズミとは？

■スミスネズミとは？
頭胴長約１０ｃｍ、尾長約４ｃｍのモグラ型のネズミといわ
れ、通常のネズミとくらべて尻尾は短く、耳は目立たない。中
部以西の本州、四国、九州の豊かな森の林床や岩場などに生
息する。ハタネズミによく似ており、頭骨の構造でのみ識別が
可能。主に植物を食べるようだ。
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②六甲山の生きものを知るいろいろな「お話」
・守りたい！！神戸の生きもの百選
・六甲山のチョウ
・六甲山の水生生物調査
・六甲山の早春の植物を見てみよう
・六甲山のブナについて
・鳥の渡りと六甲山での鳥類標識調査

①「Ｃ．六甲山の生きもの」から、六甲山の特徴や固
有の生きものを知る
（１）六甲山の生きものを知る・１４話
（２）六甲山の植物を知る・１１話
（３）六甲山の動物を知る・７話
という３つの項目で構成しています。
  六甲山の生きものを知る一歩として、（３）六甲山
の動物を知る・７話から、⑥スミスネズミ捕獲作戦
という恩地　実さんの「お話」を取り上げました。
今回のガイド役のスミス君についての正体を明ら
かにするという試みです。

スミス君の正体がわかった！
「スミスネズミ捕獲作戦」のお話（報告書）の要点を紹介します。



スミス君の正体がわかった！
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次のお話は「六甲山で暮らしてみたい？」

僕は六甲山で見つかっ
たネズミなんだ！ズ 「六甲山の生きもの」

をもっと調べよう！

お話C③-6「スミスネズミ捕獲作戦」報告書の表紙

■スミスネズミ捕獲は失敗
昨日から泊りがけで、六甲山のスミスネズミ捕獲作戦をした。ネズミは薄明薄暮型なので、夕方
までに罠をセットして明け方に見に行く。昨日も５０個ぐらい罠をかけたが、８割方がイノシシ
に壊されてしまった。アカネズミは必ず捕まえられると思っていたが、何も捕まえられなかった。
（恩地）

■六甲山在住の松本さんが１１０年ぶりに、スミス
ネズミを捕らえたという新聞記事（２０１６年７月
１６日神戸新聞）もありました。
約１１０年前に英国人によって神戸市の六甲山で
発見された希少生物「スミスネズミ」が、同山中で見
つかった。生態の記録があまりなく、絶滅のおそれ
があるとされる珍しいネズミに、専門家らは「神戸原
産のネズミがしっかりと生息している貴重な証し」と
喜ぶ。
　スミスネズミは１９０４（明治３７）年、六甲山に
入った英国人博物学者ゴードン・スミスが世界で初

めて見つけた日本固有の種。体はずんぐりとしてい
て、尾が短い野ネズミの一種だ。
　初めて標本にされたのが六甲山のため、神戸が
原産地となっている。東北南部から九州など広く分
布するが、神戸では発見以来、観察例が少なく、神戸
版レッドデータでは絶滅のおそれがあり、緊急の保
全対策などが必要なＡランクに登録されている。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部抜粋）



スミス君と「六甲山のお話」散歩　その４
私たちは六甲山とどんな関わりをしているの？
六甲山というのは山上や山麓の地域に住む人たちにどんな使われ方をしてい
るのか。山の上の生活や、レジャーやハイキングなど六甲山の楽しみ方や生かし
方を知ってみたい。

http://www.rokkosan-katsuyo.com/about/act/kyodoshimap/

「六甲山発郷土誌」ページで、
「六甲山小学校第１期生の思い出」を検索する

①「六甲山発郷土誌」ページ
↓
②「D.六甲山とくらし」
↓
③「（２）六甲山のくらし」
↓
④「②六甲山小学校第１期生の思
い出」へとクリック

（２）六甲山のくらし

①六甲の里山に生きる一王山登山
会
②六甲山小学校第１期生の思い出
③六甲山に住もう！外国人の体験談
④六甲山生活と野鳥の魅力
⑤六甲山における野外教育～六甲
山ＹＭＣＡの活動～
⑥ナショナルトラスト運動とヴォー
リズ六甲山荘
⑦六甲山ガイドハウスの５年

「六甲山小学校第１期生の思い出のページへの調べ方

… QRコードでも簡単
にアクセスできるよ

六甲山で暮らしてみたい？

・子どもの目で見た六甲山
・六甲山小学校ができるまで
・分教場ができたころ

昭和前半の六甲山事情を知った
 村上さんから昭和前半に焦点をあてて六甲山上の生活を語って
いただきました。一般の人にはあまり知られていない内容で当時
のくらしぶりを実感することができました。
また現在の生活や教育の原点を見直す、忘れてはいけない大切
な事を教えていただきました。 
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①「Ｄ．六甲山とくらし」でわれわれの関わりを知る
（１）六甲山の地場産業・５話
（２）六甲山のくらし・７話
（３）六甲山の学び・１０話
（４）六甲山を歩く・７話
（５）六甲山で楽しむ
という５つの項目で構成しています。
　六甲山とくらしを知る一歩として、（２）六甲山のく
らし・７話から、②六甲山小学校第１期生の思い出と
いう「お話」を取り上げました。六甲山上に人が多く住

んで小学校が作られて賑わうようになった頃の村上
　定広さんの体験談です。現在の六甲山のすぐ昔の
生活が偲ばれます。
②六甲山とくらしを知るいろいろな「お話」
　六甲山上はリゾート開発された地域で、ハイキン
グやレジャーなどで楽しまれています。六甲山の案内
資料や行事チラシなどで目にすることができないよ
うな、六甲山とのいろんな関わり方も見直してみまし
た。もっとたくさんの「お話」に目を向ける手がかりに
してください。

「六甲山小学校第１期生の思い出」のお話（報告書）の要点を紹介



六甲山で暮らしてみたい？

いろんな楽しみ方があ
るんだね！
い
る

六甲山との関わりを見
直してみよう！

「六甲山発郷土誌」ページを使えるようになりましたね！
・「Ｄ．六甲山とくらし」には、５つの項目、「六甲山の地場産業」「六甲山のくらし」「六甲山
の学び」「六甲山を歩く」「六甲山で楽しむ」があります。
・興味のある「お話」を検索してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　
・スミス君とのお散歩におつき合いいただき、ありがとうございました。　　
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・六甲山麓の名塩和紙
・六甲山麓・弓削牧場の循環型農業
・六甲山生活と野鳥の魅力
・六甲山系を含む里山保全と環境学習
・出る杭をのばす教育の実践
・六甲山を隅なく歩く
・シム記念摩耶登山マラソンの歩み
・六甲山で俳句を作ろう
・六甲山で森林療法

「お話」D-（２）-②「六甲山小学校第1期生の思い出」報告書の表紙

■アイスロードを歩いて通学
 六甲小学校に入学した。入学した当時、ケー
ブルは運休中だったので、アイスロードを歩
いて通学した。小学校１年生には厳しい道で、
大変なことだった。翌年に唐櫃小学校に転校
になると、今度はシュラインロードを歩いた。
通学は靴ではなく、わらじだった。わらじは３
日ぐらいでダメになるので、スペアをぶら下げ
て通学した。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　（村上）

わらじ



六甲山のお話いろいろひとり散歩のおすすめ
1.「六甲山のお話」散歩の収穫はありましたか？
①六甲山について知ったこと（メモ）
②六甲山について知りたいこと（メモ）
③「六甲山のお話」散歩の感想文（４００字）を書いてみませんか。
④質問やご要望もお寄せください。

２．事情通の方に「お話」を聞いてみませんか？
①スミス君とのお散歩にお付き合いいただきありがとうございました。これからは一人散歩を
お楽しみください。
②知らないことについて、人から「お話」を聞く体験をされました。「六甲山のお話いろいろ」は
過去の記録でそれも要約です。生のお話を聞くことが大切です。　　　　　　　　　　　　
　　　　
③「六甲山発郷土誌」ページをひと通り読むと「六甲山の事情通」になりますね。
六甲山についてはもちろんのこと、いろんな地域について自由研究をしませんか？事情通の方
を探して生のお話を聞く手がかりは一杯あります。

①『六甲山物語』もご利用ください
　「六甲山発郷土誌」の原本になっているのは『六甲山
物語』１～５です。神戸市内の図書館などには寄贈し
ていますので、ご覧になれます。各巻に４００ほどの用
語索引を載せているので、六甲山についての用語辞典
のように利用される方もいます。

　

メモ
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３．「六甲山のお話いろいろ」の基になっている
『六甲山物語』も利用できますよ。
①『六甲山物語』１～５が発刊されて、神戸市内の図書館などに寄贈されています。(頒布
も可能）
②「六甲山を活用する会」のＨＰに「六甲山物語アーカイブ」・ページも公開されていま
す。容量が大きいのでパソコンで検索することをおすすめします。　　　　　　　　　　
③しおりで自在に検索できますが、ホームページでPDFをパソコンにダウンロードすれば
お使いいただけます。（印刷不可）
③『六甲山物語』は巻末に用語索引を掲載しているので、辞書のように利用できます。

４．六甲山を自分の山として活かしましょう
①「六甲山」を、４つのくくり（特色・歴史・生きもの・くらし）でとらえると、地域の全体がわ
かりますね。
②山麓・山上の地域で六甲山の魅力を味わっていくことにつながれば幸いです。

１５年にわたって出版したものですので、講師には故
人になった方や転居先不明の方も含まれます。講演時
点の勤務先・肩書き、住所で、現在の状況は確認できて
いません。
　『六甲山物語』の購入希望の方には、在庫を頒布でき
ます。

②『六甲山物語』はホームページに公開しています
　六甲山を活用する会のＨＰに、「六甲山物語アーカ
イブ」として掲載しています。スマホですと容量が大き
いのでwifiのある所やパソコンで検索してください。

　ＨＰに公開している『六甲山物語』や「六甲山発郷土
誌」はコピー不可です。著作権保護のため転載や無断
引用をお断りしています。
　ご要望があれば、コピーサービスもしますので、お問
い合わせください。

六甲山を活用する会メールアドレス
info@rokkosan-katsuyo.com
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