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News Letter N0. 10 (October 18, 2007) 

21 世紀 COE プログラム（京都大学大学院農学研究科・フィールド科学教育研究センター） 

 
 

はじめに 

 
私どものＣＯＥ拠点は、昆虫学全般に分

散しがちであった研究課題を「総合的害虫

管理」に絞り込むべきであるという中間評

価のご指摘を真摯に受け止め、プログラム

の具体化とそれを実行する組織の再編を行

ってきました。そのことは今年の 3 月に提

出しました「21 世紀ＣＯＥプログラム中間

評価後修正版」に明記されているところで

す。拠点の名称に、「生物間相互作用に基づ

く新規害虫管理モデルの構築」というサブ

タイトルを設けたように、生態系ネットワ

ークで働く化学情報の解析、生体調節機構

の利用、および匂い・味の受容・識別機構

の解明などを通した生態調和型新規防除化

学素材の開発が中心的な研究課題となりま

す。一方、近年世界的に火急の課題となり

つつある地球温暖化状況を踏まえた温暖化

インパクト解析、農業現場での従来からの

本質的問題である殺虫剤抵抗性の発達とい

った防除インパクトの解析など、環境イン

パクトの解析も必須の研究課題として位置

づけています。総合的害虫管理戦略は、農

業生態系における環境変動の予測なしには

あり得ないからです。その他、本拠点が新

たな学問的基盤としているエントモミメテ

ィクサイエンスの将来展望として、農学に

留まらず医学や工学などへの応用が期待さ

れる研究課題、すなわち「室内塵性ダニが

分泌するヒトリンパ球の誘導物質の診断薬

としての利用」、「脱皮ホルモン様化合物の

遺伝子治療への応用」、および「アメンボが

用いた振動情報処理メカニズムの解明」と

いった研究にも少しずつ取り組んでいます。 
ＣＯＥは大学院生や地域住民に対するさ

まざまな教育プログラムの展開も、その重

要なミッションであります。京大の芦生研

究林や上賀茂試験地という優れたフィール

ドにおけるフィールド教育、東洋のガラパ

ゴスと言われ、世界的にも貴重な自然が残

っている奄美大島における環境教育は、い

ずれも昆虫類を主要な教材として展開され

つつあり、特に後者は地元の新聞にも大き

く取り上げられるなど、高い評価を受けつ

つあります。それは、身近な昆虫を主要な

教材として用いることで、自然の重要さや

研究の面白さに気づきやすい展開となって

います。また、生物間相互作用を考慮した

害虫駆除や農業などを紹介することで、今

後の地球環境や農業を担う人材を育成する

ことも目的としています。 
少人数クラスによる英語教育は「英語に

よる研究発表技術」として毎年継続的に大

News Letter
No.1

昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生

October 18, 2007

News Letter
No.10

昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生

News Letter
No.1

昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生

October 18, 2007

News Letter
No.10

昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生



 2

学院生を対象に実施されていますし、それ

は芦生研究林における「昆虫科学フィール

ド実習」とともに、「大学院教育支援プログ

ラム」の一環として、研究科の学生便覧に

も盛り込まれています。さらに、来年度か

らは、「応用生物科学特論Ⅰ」として、「バ

イオミミクリー」あるいは「エントモミメ

ティクサイエンス」に関する正式な科目が

スタートする運びになっていますし、拠点

内に留まらない、教育の展開がなされつつ

あると言えます。 
この秋には、「生物間相互作用に基づく新

規害虫管理モデルの構築」というタイトル

の下、招聘した第一線の研究者の講演とと

もに、大学院生を中心とした若手研究者に

よる成果発表を盛り込んだシンポジウムを

10 月 31 日，11 月 1 日の２日間にわたって

開催する予定となっています。このシンポ

ジウムが、本拠点の更なる研究展開の契機

になることを大いに期待しております。さ

らに、来年度には、本拠点の研究の集大成

としての国際シンポジウム、成果をとりま

とめた書籍の出版なども予定されています。 
私どものＣＯＥ拠点に残された期間は、

いよいよ後 1 年半となってしまいました。

まさしく、『光陰矢の如し』です。新たな研

究の展開とともに、成果の発表やとりまと

めに向けた 大限の努力を、事業推進担当

者、ＣＯＥ研究員、関連研究室の院生の皆

様にお願いするとともに、拠点外の皆様か

らの一層のご支援を賜りたく存じ上げます。 
（拠点リーダー・藤崎憲治） 

 

 

 

 

第２回 龍郷町・京都大学21世紀COEプログ

ラム共催シンポジウム 

旅するチョウ、アサギマダラから見た奄美 

〜「自然から学ぶ」ことの面白さ、大切さ、再発見〜   

 

本シンポジウムは、昨年奄美大島の龍郷

町にて起ち上げられた環境教育プロジェク

トの一環として、2006 年の第１回シンポジ

ウムに続き、2007 年 7 月 5日に行われたも

のである。環境教育プロジェクトの概要、

シンポジウム開催の意図、昨年度のシンポ

ジウムの内容については、2006 年 10 月に

本サイト上に掲載された、ニュースレター

８を参照していただきたい。 

 

藤崎憲治教授による講演 

 

今回のシンポジウムでは、アサギマダラ

をシンボルとして扱い、１）アサギマダラ

を通して、生命の素晴らしさや不思議さ、

そして、研究の面白さなどについて興味を

持ってもらうこと、２）自然を保全し、そ

こから学ぶことが私たち人類や今後の奄美

にとっていかに大切であるかを認識しても

らうことを目的とした。2007 年度は、龍郷

町の全小中学校において、専用教材を用い

た環境教育を開始しており、その教材の初

回において、アサギマダラが登場する。ま

た、本種は、年間を通した観察対象にもな
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っている。そこで、このプログラムにおい

て、重点的に扱い、興味と関心が高まって

いるアサギマダラを中心に据え、奄美にお

ける自然環境への興味と環境教育への理解

のさらなる充実を図ったのである。 

本シンポジウムでは、２名のゲスト講演

者を招いた。まず、医師でありアサギマダ

ラ研究家としても著名な、群馬パース大学

教授の栗田昌裕氏。そして、進化生物学と

保全生物学の第一人者である、九州大学教

授の矢原徹一氏である。この２名に加え、

COE 拠点リーダーの藤崎憲治教授と、COE 研

究員である私（前園）の合計４人が講演を

行った。 

シンポジウムは、藤崎憲治教授による開

会挨拶で幕を開けた。この挨拶にて、COE

プログラムの概要についても説明を行った。

その後以下の順で、それぞれ講演が行われ

た。 後に、龍郷町教育委員会教育長の宏

洲弘氏により、閉会の挨拶が行われた。発

表要旨ついては、資料１を参照していただ

きたい。 

 

栗田昌裕教授 

 

講演１「旅をする蝶アサギマダラの７つの

謎と奄美大島の自然・環境との関

わり」（群馬パース大学教授 栗田 

昌裕） 

講演２「アサギマダラの渡りの謎を解く」

（京都大学農学研究科教授 藤崎

憲治） 

講演３「知る、観る、感じる、新しい環境

教育」（京都大学農学研究科COE研

究員 前園泰徳） 

講演４「花と昆虫の不思議な関係：生き物

から私たちへのメッセージ」（九州

大学理学研究院教授 矢原徹一） 

 

 

シンポジウムポスター 

 

会場には、昨年度に引き続き、約 250 名

の来場者があった。環境教育の対象となっ

ている小学生と中学生も数多く来場してい

た。ゲスト講演者の日程調整の都合により、

平日の夕方からの開催、という決して好適
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な条件ではなかったにもかかわらず、多く

の来場者があったことは、龍郷町における

一連のプロジェクトへの関心が高いことを

示唆している。ただし、後述のアンケート

結果にあるように、やはり平日の夜の開催

を問題視する指摘も多く見られた。 

栗田氏は、ご自身の驚愕的な量のデータ

をもとに、アサギマダラの魅力、今後の奄

美への期待を語った。藤崎プロジェクトリ

ーダーは、アサギマダラの渡りに注目した

話を展開したうえで、翅の特殊な構造につ

いての 新研究例を紹介した。前園は、現

在龍郷町で行っている環境教育について、

その特徴や子どもたちの反応などを紹介し、

一般聴衆への理解と協力を求めた。 後に、

矢原氏がアサギマダラと植物の関係を通し、

自然界の生物間の関係を想像し理解するこ

とが、人間についての理解も深めるという

話でシンポジウムを締めくくった。 

 

矢原徹一教授 

 

講演については、アサギマダラの魅力を

中心課題に据えたことで、子どもたちが興

味を抱きやすかったようであるが、全体を

振り返ると、用語、話し方、スライド上の

表現などが、難しく煩雑な傾向があり、途

中でついていけなくなった子どもも多かっ

たようだ。一般向けの話をするテクニック

は、研究者向けの話をするよりもテクニッ

クを必要とする。そのなかでも、特に話し

方においては、栗田氏のやわらかい口調が

好評であり、プレゼンの仕方としては、矢

原氏のシンプルなスライドと、舞台上から

降りて語りかけるスタイルが、好評であっ

た。 

当日来場者に配布されたアンケート用紙

は、シンポジウム終了時に、全来場者の約

50%(134人)という前回に比べて低い割合で

回収された。この背景には、予定終了時間

を超えてしまったために帰りを急いだ人が

多かったこと、そして、筆記をするには会

場が暗すぎたことが要因として挙げられる。

アンケートの各項目は以下の通りである。

各項目は、昨年度と同様である。 

 

① 年齢（１．小学生 ２．中学生 ３．高

校生 ４．一般） 

② 性別（１．男性 ２．女性） 

③ 住所（１．旧名瀬市 ２．龍郷町 ３．

旧笠利町 ４．その他） 

④ シンポジウムの内容 

⑤ （１．難しかった ２．よくわかった 

３．普通 ４．その他） 

⑥ 次回企画について（１．また来たい ２．

もう来たくない ３．おもしろそうなら

来る ４．その他） 

⑦ 意見、感想など自由に 

 

上記アンケートの集計結果と、結果につい

ての考察は，本 News Letter の 後に付録

（資料 3）として掲載した。 

（COE 研究員 前園 泰徳） 
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奄美環境教育プログラムに参加して 

 
今回 COE 環境教育プログラムに参加す

るため、奄美大島を訪れました。このプロ

グラムは、小中学生が身近な自然を材料と

して自分たちの力で研究に取り組み、それ

を人前で発表するというものです。僕が行

ったことは、自分の研究内容を発表し、彼

らの研究テーマの相談にのることでした。 

昨年はポスター形式の発表でしたが、今

年はパワーポイントを使った発表も加える

ということで、その参考になるよう 10 分程

度のスライドを作成しました。事前に、現

地で環境教育の指導をされている COE 研究

員の前園さんから「フォントは大きく、難

しい図表は出さない、イラストを多用する、

テンポよくスライドを進める」といった子

ども向けに発表する際のアドバイスをもら

っていたので、おおいに参考になりました。

これは子どもに対して話すときだけでなく、

大人に対して自分の意見を分かりやすく的

確に伝える上でもそのまま当てはまること

なので、今後発表する上で大きな勉強とな

りました。 

内容に関しては、現在の研究のことだけ

でなく、自然科学に興味を抱き、大学院へ

進学しようと思った今までの経緯も紹介し

てほしいと言われたので、僕自身が子ども

の頃に何を考えていたか、大学を選ぶとき

にどういう判断をしたかなどを思い出して

スライドを完成させました。奄美大島には

大学がないので、子どもたちの将来の選択

肢として研究者というものがピンと来ない

のかもしれません。それでもこのプログラ

ムや今回の発表を通じて、中学・高校を出

た後の選択肢のひとつとして、彼らの頭の

片隅に研究というものが残っていてくれた

らなと思います。普段は子ども相手に話す

機会はめったにないので、発表本番では多

少緊張しました。子どもたちがどれくらい

理解してくれたか僕には分かりませんでし

たが、前園さんから「みんなずっと集中し

て聞いていた」との好評価をいただき、ほ

っとしました。 

自由研究のテーマの相談ではふたつのグ

ループを担当しましたが、シャイな子ども

たちだったためか、初めはうまく興味を引

き出せずに苦戦しました。けれども少しず

つ話していく中で「身近によくいる生き物

は何？」と聞くと「ぽっぽなら沢山いる」

という答えが返ってきました。「ぽっぽ」と

は何だろう…と考え込んでいると、「緑色の

小さな虫でよく木の幹に付いている」と言

うので、見当をつけて昆虫図鑑を見せたと

ころ、アオバハゴロモのことでした。集団

を形成する昆虫なので、どのような場所・

樹種に集団を作るか、集団の大きさはどの

くらいか、なぜ集団を作るのか、などを調

べたらおもしろそうだとアドバイスしまし

た。 

アオバハゴロモをぽっぽと呼ぶように、

奄美大島には独自の文化が根強く残ってい

ます。郷土の文化や自然を大切にしていく

視点を育むなかで、将来この場所から研究

者が生まれたら素晴らしいことだと思いま

す。 後になりましたが、前園さんをはじ

めとして滞在中お世話になりました皆さん

に感謝申しあげます。 

（昆虫生態学分野 M1 鈴木紀之） 

 

COE 環境教育プログラムのお手伝いに，

８月６日から３日間奄美大島の龍郷町を訪
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れました．「子供たちに自分の研究内容を紹

介してみないか」と藤崎先生に切り出され，

８月という季節と奄美大島という環境とに

惹かれて，「行きます」と答えたのがはじま

りでした．現在進められているこのプログ

ラムは，龍郷町の小中学生が自分たちで研

究材料や内容を考え，取り組んだ成果を発

表するというものです．そこで私が任され

た仕事は，子供たちの研究へのアドバイス

と，現在自分が行っている研究について紹

介することでした． 

子供たちにどれだけうまく自分の言いた

い内容を伝えられるかは，どれだけ内容を

わかりやすく単純化できるかということに

尽きると思います．しかし私自身これまで

子供たち相手にプレゼンなどをした経験も

ありませんでした．そこで今回発表を行う

にあたって，ＣＯＥ研究員であり，現地で

の指導にあたっておられる前園泰徳さんか

ら作成に関するアドバイスを色々いただき

ました．細かい点まで修正を加えて本番に

臨みましたが，やはり直前まで不安と緊張

でどきどきでした．奄美で採集したハチな

どを見せながら，自分のプレゼンを 後ま

で終わらせたときにはさすがにホッとしま

した．「えーハチ！」など言いながらも熱心

にサンプル瓶を覗き込んでいる様子を見て

いると，やはり実物を持ってきたのは正解

だったかなと感じました． 

奄美大島へは個人的な訪問もあわせると

今回で２度目だったのですが，海も山もど

こも素晴らしく，そして美しい光景でした．

さらに前園さんに案内していただいて訪れ

た場所で出会った動物たちは，奄美の生態

系の多様さを何よりもはっきりと物語って

いました．ハチ一つとってみても，本土と

は異なる色彩・形態を持つ種が存在してい

ます．既知でありながらいまだに未知な部

分が多く，そこには非常に広大な研究の余

地が残されていると考えられます．天然記

念物級の貴重な生物が身近におり，ごく普

通に見ることができるということは私たち

研究を行う立場から見てもとても恵まれた

環境だと思います．子供たちとの会話で感

じたことですが，やはり大学での研究とい

うのは将来進む道としてはなかなか候補に

は挙がりません．それでも環境教育プログ

ラムのなかで子供たちが取り組もうとして

いる研究が，多様な生物相を再認識し，奄

美の自然環境に目を向けていくきっかけと

なればと思っています．  

後になりましたが，奄美での滞在期間

中は前園さん，宇都宮さんをはじめとする

多くの方々にお世話になりました．ここに

厚くお礼申し上げます． 

(昆虫生態学分野 D3・横井智之) 

 

 

第２回 龍郷町夏休み自然研究発表大会 

 

本 COE プログラムでは、昨年度より奄美

大島の龍郷町における環境教育に携わって

いる。これは、本学と、龍郷町教育委員会、

地元有志メンバーの３者の協同による活動

である。その一環として、昨年７月、本学

農学研究科昆虫生態学研究室より２名の学

生が奄美大島に派遣され、子どもたちの夏

休みの研究サポートを実施した。そして、

夏休み後、子どもたちが一般ギャラリーの

前で、ポスター形式で研究内容について発

表する機会を設けた。これが、自然研究発

表大会である。 
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この企画には目的が２つある。１つめは、

子どもたちの自然を見る観察力と感性を育

てるとともに、研究を通して論理的な話の

組み立てや、プレゼンテーション能力まで

を育成すること。そして、もう１つは、本

COE における人材育成プログラムの一環と

して、派遣された若手研究者が、子どもた

ちに研究の進め方や発表方法について教え

ることを通し、研究の意義や社会貢献の意

味をあらためて考え、広い視野を持つ機会

とすることである。島の子どもたちが普段

ふれあう機会のない大学院の学生と接点を

持つことで、お互いにとって新たな発見の

機会となることが期待される。大会の詳細

については、昨年のニュースレターNo.8 を

参照していただきたい。前回と今回の大会

では発表方法が異なる。昨年度はポスター

形式のみであったが、今回はプロジェクタ

ーを利用したプレゼンテーションも選択可

能とした。参加者募集のために、各学校に

資料２のようなチラシを配布し、子どもた

ちの参加を呼びかけた。 

今回の大会でも、前回に引き続き、本学

同研究室より龍郷町へ２名の学生が派遣さ

れた。派遣されたのは、博士課程の横井智

之氏と、修士課程の鈴木紀之氏である。８

月８日、龍郷町公民館にて、発表大会への

参加希望者に対し、研究の進め方や、プレ

ゼンテーションの見本を示してもらった。 

彼らは、それぞれが行っている研究の面

白さや、研究者を目指すきっかけなどを、

プロジェクターや、実物の昆虫を用いなが

ら、実にテンポよく、わかりやすく紹介し

てくれた。子どもたちを相手に話をするの

は、かなり難しいことなのであるが、彼ら

は見事に見本を示してくれた。事前に子ど

もたち向けのプレゼンテーションの注意を

前園より送っており、これが功を奏したよ

うである。参考までに、注意書きの概要を

以下に記すので、今後このような機会があ

る方に参考にしていただければ幸いである。 

 

１．フォントサイズは 低でも30ポイント

以上 

２．１枚のスライドに何行も文章を載せな

い（文章よりも単語で） 

３．一目で理解できない難しいグラフなど

は載せない 

４．文字よりもその状況を端的に表してい

る写真やイラストを使用 

５．スライド上は可能な限りシンプルに（１

枚で伝えることは基本的に１つ） 

６．話で補足説明をしながらテンポ良くス

ライドを進める（そのままスライド上

の文章を読み上げるのでは意味はな

い） 

７．難しい漢字にはルビを（難しい言葉を

使わないのが基本） 

８．できるだけフランクに話す（堅苦しい

言葉を使うと、相手が緊張する） 

９．子どもたちの反応を見ながら、後ろま

で届く声で、わかりやすく説明する 

10. いきなり研究の話に入るのではなく、

興味を持たせるプロセスを入れる 

11. １枚のスライドを長々と見せない（子

どもは動きがないとすぐに飽きる） 

 

しかし、彼らのプレゼンのうまさは、先

天的な物腰の柔らかさなども関連している

ようである。子どもを常に相手にしている

地元小学校の先生たちからも好評であった

ことを付け加えておく。 
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 発表後、彼らにはさらに、子どもたちの

具体的な研究テーマ決定のために、助言を

行ってもらった。身近にある自然から、ど

のようにテーマを選び、どのようにそれを

調べていくのか、など短時間ではあったが、

しっかりとした議論ができたように思う。

前述した通り、彼らの物腰が柔らかかった

ことが良かったのか、初対面の人には緊張

しがちな島の子どもたちが、後半にはうち

解けて積極的に話ができるようになってい

た。彼らのおかげで、スムーズにテーマ設

定の作業が進んだように思う。この様子は、

翌日９日付けの大島新聞にて紹介された。 

 

 

大島新聞（８月９日付） 

 

大会は、夏休みが終了して約２週間後の、

９月１５日に実施された。進め方は以下の

通りである。合計８グループ（20 名）が参

加し、まず４グループがそれぞれ４回発表

する。次に残りの４グループが同じく４回

発表する。これでギャラリーは、すべての

発表をもらさず聞くことができることにな

る。プロジェクターを利用したプレゼンを

行うグループは５グループ、ポスター形式

は３グループであった。昨年度は６グルー

プが参加し、全員小学生であったが、今年

度は、８グループ中、２グループが中学生、

残り６グループが小学生によって構成され

ていた。各グループの研究テーマは以下の

通りである。 

 

１．ポッポの正体を探る【龍瀬小】 

２．マングローブの生態について【龍瀬小】 

３．集落の危険な植物【赤徳小】 

４．犬と猫について（飼われ方など）【赤徳

小】 

５．イソヒヨドリの子育て観察【龍郷小】 

６．川の水の水質について【秋名小】 

７．着生植物について【龍南中】 

８．集落の危険な生き物マップ【赤徳中】 

 

 

グループセミナー 

 

会場には昨年度同様 100 名を超す関係者

や観覧者が集まった。子どもたちは、さす

がに緊張は隠せなかったようだが、発表を

重ねるごとにコツをつかみ、着実に進歩し

ていく様子が見てとれた。特に質問された

事項を次の回の説明において事前に盛り込

む、など柔軟な対応がとれたことに目を見

はった。また、実物を用意して参加者に配
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る、クイズ形式で興味をあおる、模型を作

成してわかりやすく説明するなど、我々研

究者の講演においても役に立つようなアイ

デアがあふれており、大変楽しい雰囲気で

大会が進められた。発表の様子は写真を参

照してほしい。１つ残念であったのは、ギ

ャラリーの方からの質問や意見が少なく、

間があいてしまうことであった。ギャラリ

ーも受け身ではなく、参加者として議論が

できるようになることが今後の課題である。 

 

 

小中学生による発表 

 

発表終了後、環境教育を直接指導してい

る私を含む関係者が審査委員となり、ギャ

ラリーの評価を加えて、 優秀賞と優秀賞

を選び、残りのグループを努力賞とした。

審査員の選考基準は、得られたデータから

どれだけ自分たちなりの考えを導いている

か、に絞られ、これにプレゼンの出来の評

価が加点された。その結果、 優秀賞は、

「イソヒヨドリの子育て観察」を行ったグ

ループに与えられ、優秀賞には、「ポッポの

正体を探る」と「川の水の水質について」

の２つのグループが選ばれた。 優秀賞の

グループは、イソヒヨドリの繁殖の様子を

こと細かに調べ、巣材について興味深い考

察を行っていた。ギャラリーからの質問に

も迅速、かつ的確に返答する様子が高評価

を得た。優秀賞のうち、「ポッポの正体を探

る」グループは、地元でポッポと呼ばれる

アオバハゴロモを題材に、詳細な観察を行

ったうえに、不完全ながらも実験的な手法

も用いられていたことが評価された。また、

「川の水の水質について」調べたグループ

は、集落を流れるさまざまな流れに目を向

け、足でかせいだ水質データをもとに、各

調査地点間の違いの要因をさぐるという本

格的なものであった。また、全グループ中、

唯一原稿を読まずに発表を行ったことも印

象深かった。なお、このグループには、本

COE プログラムにおいて購入した水質調査

機器が貸与されていたことを追記しておく。 

 

 

小中学生による発表 

 

優秀グループには、地元出身者によっ

て寄付された「龍郷町環境教育基金」より、

610 万画素のデジタルカメラが、優秀賞に

は、スキューバダイビング体験の権利か、

音の出る図鑑とサウンドリーダーのどちら

かが贈られた。努力賞にも、音の出る図鑑

が賞品として贈られることになった。本企

画の様子については、地元紙２紙（大島新

聞，南海日々新聞）が取り上げてくれた。 

各グループの研究内容やプレゼンテーシ
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ョンの方法については、まだまだ改善の余

地がある。しかし、研究とはとても呼べな

いようなものを義務として学校に持ってく

るだけの自由研究と異なり、「自ら参加し、

大勢の人々に自分がやったことを評価して

もらう」ことは、子どもたちにとって貴重

な経験となるはずである。論理的思考やわ

かりやすい発表方法など、彼らが会得しつ

つある技術は、今後の人生において、必ず

や生きてくるであろう。また、小学生でパ

ソコンを操作し、プロジェクターを使用し

て発表する機会が通常ほとんどないことを

考慮すれば、本大会での各グループは、大

健闘していたと言える。このような経験も

彼らの大きな糧となるはずだ。 

 

 

大島新聞（８月９日付） 

 

もちろん、このような研究の遂行や資料

作成には、各学校の先生をはじめ、我々研

究者の協力が欠かせない。本人達のみでは、

このような研究、発表はできなかったであ

ろう。しかし、自分だけの努力では見るこ

とのできない景色を、研究者や先生に少し

だけ高い位置に引っ張り上げてもらって見

るという経験は、参加者にとって、学校だ

けでは味わうことのできない大きな財産と

なるはずである。今後の彼らの変化にも注

目していきたい。 

 

 

南海日々新聞（８月９日付） 

 

これからも、できるだけ多くの子どもた

ちにこのような機会を与え、さまざまな刺

激を与えてみたいと思っている。今回の発

表では、まだまだ研究の意義の自覚や手法

において、我々研究者のサポートが不足し

ていた印象があることから、研究途中でさ

らに助力するように心がけたい。また、同

時に本学の研究者にも、子どもたちとのふ

れあいを通して、さらに自らの研究やプレ

ゼンテーション能力に磨きをかけるきっか

けにしてほしいと思っている。今回のサポ

ートに参加した横井氏と鈴木氏の報告も参

考にしていただきたい。 

（COE 研究員 前園 泰徳） 
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奄美環境教育とポケットゼミ 

 

この度、京都大学の新入生向け少人数教

育（ポケゼミ）における私の担当科目「昆

虫と人間」の一環として、奄美大島に希望

者 3 名を連れて行く機会を設けました。私

どものＣＯＥが奄美大島龍郷町とのジョイ

ントで展開している「環境教育」の現場を

つぶさに見てもらうことや、その貴重な自

然を体験してもらうことが、その目的でし

た。天候にも恵まれ、奄美の美しい自然や

食文化を満喫できたことで、皆さん大満足

のようでした。地元紙である「大島新聞」

が私たちのことを嗅ぎつけ、何と 1 面トッ

プの新聞記事として掲載されるというハプ

ニングもありました。ＣＯＥ研究員として

奄美で環境教育に携わっている前園泰徳さ

んには環境教育の現場を視察するに当たり、

また野外観察に際しても、大変尽力しても

らいました。奄美野鳥の会の副会長で、推

理小説家でもある鳥飼久裕さんには、私た

ちとの愉快な懇談の後、推理小説『昆虫探

偵』をそれぞれにサイン入りで贈呈して頂

きました。お二人をはじめ、お世話になっ

たたくさんの方々に心からお礼申し上げま

す。 

以下は京都に戻ってから私に対して提出

してもらいましたレポートです。今回の奄

美行きが、環境教育の大切さや自然を守る

ことの重要さを考える上での良い契機にな

ったことが、そこには伺われます。このニ

ュースレターに掲載する旨の許可を貰って

いますので、以下に披露させて頂きます。 

（拠点リーダー 藤崎憲治） 

 

 

 今回このポケットセミナーで、初めて奄

美大島に訪れた。到着すると、すぐ目の前

珊瑚礁の海や、ソテツがびっしり生えた緑

の深い山が広がり、見慣れない風景にびっ

くりした。このセミナーでは、大学の COE

プログラムの一環として行われている、中

学生対象の環境教育を見学させていただい

た。授業を行っている前園さんは、実際に

外で子供たちに、目以外の感覚を使わせて

周囲を知るという体験をさせて、アサギマ

ダラが何千キロも航海できる謎を考えさせ

るなどをされていて、子供たちは、受身で

はなく積極的に参加でき、授業で伝わって

くる驚きや感動に素直に反応していた。自

分たちの地元の生物などの身近な自然を知

ることで、その生物が実は他の国と行き来

している、または地球上でここにしかいな

いなど、世界レベルで考えることにつなが

るということ、命について自分なりに考え

てほしいなどの子供たちへのメッセージが

私にも強く伝わってくるものだった。奄美

の自然をグローバルな視点や科学的な視点

で生物を見ることが出来るという研究者の

立場や経験を生かして、地元の子供たちに、

奄美の自然についての知識や、感性の大切

さが伝えられていて、学校の先生が行う授

業とはまた違った新鮮さがあったと思う。

私も中学生のころ、生物の種の大切さや環

境問題について学んだ。テレビや写真など

の情報から自然を知識として知っている都

会の子供たちとは違って、奄美では、自分

たちのすぐ近くにある自然がとても貴重で

あることに気づいていない子どもたちがい

る、しかしそれに気づく時には、頭で知る

だけでなく、実際に目で見て感じることが

できるのだろう。子供たちが、素直にこの
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虫面白いな、なんでこんな形をしているの

だろう、という不思議さを感じることから

始まって、自分で観察して、さらに広い視

点で自然を見て、自分なりにその自然のあ

り方に対して意見を持ち、行動するという

ようにつながっていって欲しい。貴重な自

然と隣り合わせに生きている子どもたちは

もしかしたら、専門家や研究者さえも気づ

かない、知らない、自然の不思議を見つけ

られるかもしれないということを感じて欲

しいと思う。中学の授業の見学の後、自然

観察の森でナイトウオッチングのガイドを

してもらった。道を進むと次々に生き物が

現れてくる。その種類の豊富さと、そのほ

とんどが奄美の固有種であることに驚きな

がら、見たことのない目の前の生物に夢中

だった。でも自分だけではこんなにたくさ

んの生物とは出会えなかっただろう。アカ

ギカメムシが１つの葉に集まる理由、ジョ

ロウグモの餌のとり方、ヒメマルゴキブリ

がダンゴムシのように丸くなることなど、

生物を見る感動だけでなく、その生物が何

であるか、どんな生活をしているかなどの

知識を与えてもらうことで、倍楽しく、普

段の観光旅行では体験できない貴重な体験

をさせていただいたと思う。その時は夢中

で、まるで授業の一環で奄美に来ているこ

とを忘れてしまうような４日間だったが、

このポケゼミも私たちが奄美の生物の豊富

さや、生物の謎、生物が北上しているとい

う環境の変化などを考えさせてくれる、私

たちへの環境教育だったのかもしれない。

見学する立場だけではなく、気づかないう

ちに受ける側にもなっていた。このような

奄美の自然を多くの人にも知ってもらいた

いが、他の国立公園などでおきている、観

光地の一部となり、あまり自然を理解せず

に、観光スポットとしてとりあえず寄るよ

うな人が増えるようにはなって欲しくない

と思う。現地の人や専門家のガイドととも

に奄美の自然を知って欲しい。また、今回

は、奄美の固有の生物や貴重な自然だけで

なく、様々な人との貴重な出会いがあった。

それぞれ活動の仕方は違うが、生物や、自

然の不思議にひかれて、さらに他の人にも

楽しんでもらおうという気持ちを持って行

動されている方ばかりであった。このよう

な人たちの活動を見て、自分がこれから学

んでいきたい生物の生態などの分野や、仕

事などを具体的に考えるきっかけになった。

このような普段の日常生活ではなかなか考

えたり感じたりすることができない様々な

ことを奄美の青い空と海に囲まれて考える

ことができた。 

（森林科学科１回生 坂田ゆず） 

 

 私は、ポケゼミ「昆虫と人間」で今回初

めて奄美大島を訪れました。三泊四日の奄

美訪問の中で も印象に残ったのは、やは

り奄美大島の生物多様性とその独特さでし

た。二日目に行ったナイトウオッチングで

見ることができた生物を、覚えているだけ

あげてみると、アカギカメムシ、ベニツチ

カメムシ、ザトウムシ、キイロスジボタル、

ナナフシ、ヤマナメクジ、スジブトヒラタ

クワガタ、オットンガエル、アマミモリバ

ッタ、シリケンイモリ、アマミサソリモド

キ、オオハシリグモ、オオゲジ、ヒメマル

ゴキブリ、ベッコウマイマイ、アマミヤマ

タニシ、オキナワユミアシゴミムシダマシ、

アカマツムシモドキ、ショウリョウバッタ

モドキなど、たった一時間半の「自然観察
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の森」でのウォッチングで多くの生物を見

ることができたことに驚きます。この中に

は、その名前からも分かるように、奄美大

島にしか生息しない固有種も多く存在しま

す。自然観察の森だけではなく、奄美大島

では特別に自然を保護されていない場所で

も多くの貴重な生物を見つけることができ

ました。 

 生物の方を先に書いてしまいましたが、

この生物の多様性を可能にしているのが奄

美大島の環境や、植物の多様性です。日本

では、鹿児島県と沖縄県にしか存在しない

マングローブを奄美大島は有しています。

このマングローブでもヘリグロヒメトカゲ

やバーバートカゲなど本土では見ることの

できない生物を見ることができました。奄

美大島は、手付かずの自然が残るなどと形

容されますがまさにその通りということ体

感できました。 

 しかし、今回の短期間の訪問では奄美大

島の全てを知ることができたとはとても言

えません。奄美大島でなされている環境教

育を見学に行った際、そのことを痛感しま

した。奄美大島も、サンゴ礁の白化やマン

グースの増加など自然環境での問題を多く

抱えています。観光客を招く手付かずの自

然も、観光客の増加で被害を受けることが

多々あります。私自身も、このように奄美

大島を訪れ、自然に触れ奄美大島の貴重さ

を知ることができた一方で、もしかしたら

思わぬところで奄美大島の自然に影響を与

える一因となっているかもしれません。知

るということはとても大切なことであると

思いますが、その代償のことも私たちは考

えていかなければならないと思いました。 

 結局、「Think globally ,act locally」

という言葉が表すように、奄美大島を守れ

るかどうかは、その土地に住む人にかかっ

てくると思います。奄美大島での環境教育

ではそこに重点をおき、まず奄美大島に住

む子供たちに奄美大島の専門家になっても

らおうというようなものでした。また、こ

こで教える先生が現地の方でなく、研究者

の方であったということも意味のあること

だと感じました。それは、その土地で暮ら

していると当たり前になってしまうことが、

いわば外からの視点で再び注目されること

になるからです。 

 奄美大島だけでなく、日本全国に守らな

ければならない自然が存在します。奄美大

島から全国へ、このことが発信されていけ

ばいいと思いました。 

（食料・環境学科 1回生 錦織真理） 

 

今回の奄美での活動を通して、私は多くの

ことを体で感じ、学び、考えることができ

たと思う。私は、都会には残されていない

自然を目にするということを奄美に来る主

な目的としていたが、今回の活動で、奄美

の自然をほんの一部分ではあるが堪能する

ことができた。 

奄美に来てまず目に飛び込んできたのは、

海の色の美しさである。奄美の海は、これ

まで目にしてきた海の色とはまったく違い、

光の当たり具合や海の深さによってさまざ

まに色を変え、宝石のように光り輝いてい

た。海から程近いところにはソテツの生え

た山があり、海、空、山を一度に目にした

ときのすばらしい風景は今でも目に焼きつ

いている。奄美の自然を見て感じたことは、

自然の色が濃いということである。奄美が

亜熱帯に属するということもあるかもしれ
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ないが、普段からさまざまな自然ではない

色を目にすることの多い都会に住んでいる

私にとって、人の手が比較的入っていない

奄美における自然の色は強烈に感じられた。 

 自然には山や海だけではなく生物ももち

ろん含まれる。今回、夜に奄美自然観察の

森で様々な生物と出会えたことは、非常に

貴重な体験となった。その時驚いたことは、

森を案内してくださった方々の生物を見つ

ける力だ。私も懐中電灯で照らされたとこ

ろを眺めては昆虫などの動物がいないか注

意していたものの、ほとんど見つけること

ができなかった。それに対して彼らは一目

見ただけで多くの生き物を見つけ出してい

た。それを見ていて、私は、すごいと思う

と同時に自分の観察力のなさにショックを

受けた。自分が普段から周りの自然に注意

を払ってこなかった証拠である。だが、逆

に言えば、注意すれば自分の周りにもたく

さんの生物がいて、身近なところから多く

のことを学べるはずだとも感じた。 

奄美での体験を語る上では、奄美の人々

との交流も忘れてはならない。奄美では、

さまざまな場所で、その地域に住んでいる

人々と関わることがあったが、人々は、周

りの人々と親密な付き合いをし、よそから

来た人に対しても受け入れる準備がすでに

できているように感じられた。こういう

人々と出会えたことは、自分にとって再度、

人と人との関係を考えさせるものであった。 

今回の奄美での活動を通して、私は自分

のこれまで知らなかった世界をみることが

できた。この経験は、単なる講義とは違っ

て、これからの自分を考えていく上で重要

なものとなるはずである。 

（応用生命科学科 １回生 内藤裕彬） 

 

 

講演会およびセミナー開催内容 

 

 

第 21 回 COE 昆虫科学セミナー 

「Probing Macro-Molecular Turnover 

in Humans with Bomb-Pulse 

Radiocarbon」 Dr. Bruce Buchholz (米

国ローレンス・リバモア国立研究

所)(2007 年 5 月 18 日) 

 

第 22 回 COE 昆虫科学セミナー 

「昆虫発育を制御する前胸腺の理解に

向けて〜エクジソン生合成を担う遺伝

子群の同定と機能解析〜」丹羽隆介博士

(東京大学大学院 新領域創成科学研究

科・先端生命科学専攻)（2007 年 5 月 23

日） 

 

第 23 回 COE 昆虫科学セミナー 

「ボルネオ熱帯林に生息するフタバガ 

 

 

 

 

 

キ科 4種の種子散布・花粉散布とその適

応的意義」 竹内やよい博士 (京都大学

大学院 農学研究科・森林科学専

攻)(2007 年 6 月 13 日) 

 

 

お知らせ 

 

シンポジウム「生物間相互作用に基づく新

規害虫管理モデルの構築」日時：2007

年 10 月 31 日～11 月 1 日芝蘭会館 

 

====================================== 

発行元：昆虫 COE 事務局 

問い合わせ先： 

京都大学大学院農学研究科応用生命科学専

攻化学生態学分野（TEL 075-753-6307） 

=====================================



 15

＝資料１＝ 

旅するチョウ、アサギマダラから見た奄美 

〜「自然から学ぶ」ことの面白さ、大切さ、再発見〜   

 

 アサギマダラは時に2000kmもの距離を旅する不思議なチョウです。奄美はこの旅の経路

に入っており、特に春と秋にはたくさんのアサギマダラの姿を見ることができます。しかし、

このチョウに関しては、渡りの時にどのような経路を通るのか、なぜ道に迷わず長距離を飛

べるのかをはじめ、解明されていないことがまだまだたくさんあります。私たちは、このア

サギマダラの旅を通して奄美を見つめることは、奄美に住む人にとって客観的に奄美を見直

すきっかけの１つになると考えており、今年度より龍郷町の全学校で開始された環境教育に

おいても、年間を通して扱うプログラムのなかでアサギマダラを大きく取り上げています。 

 このような背景から、本シンポジウムでは、１）アサギマダラを通して、生命の素晴らし

さや不思議さ、そして、研究の面白さなどについて興味を持ってもらうこと、そして、２）

自然を保全し、そこから学ぶことが私たち人類や今後の奄美にとっていかに大切であるかを

認識していただくことを主な目的としています。このシンポジウムが、奄美の、そして地球

全体の自然の価値を再発見し、自然と人間がかつてのような良好な関係を再構築できるきっ

かけになることを強く願っています。 
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日時：7/5（木） 午後６時〜８時半 龍郷町りゅうゆう館ホール 

対象：小学校高学年以上 

 

 

共催 

・龍郷町 

 http://www.minc.ne.jp/tatsugo/ 

 

・京都大学21世紀COEプログラム—昆虫科学が拓く未来型食料環境学の創生— 

  http://www.21coe-insect.kais.kyoto-u.ac.jp/index.html 

 

 

講演プログラム 

 

18:00-18:10 京都大学教授 藤崎憲治 「開会挨拶」 

 

18:10-18:55 群馬パース大学教授 栗田昌裕 

「旅をする蝶アサギマダラの７つの謎と奄美大島の自然・環境との関わり」 
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18:55-19:00 休憩 

19:00-19:25 京都大学教授 藤崎憲治  

「アサギマダラの渡りの謎を解く」 

19:25-19:35 京都大学COE研究員 前園泰徳 

「知る、観る、感じる、新しい環境教育」 

19:35-19:40 休憩 

19:40-20:25 九州大学教授 矢原徹一 

「花と昆虫の不思議な関係：生き物から私たちへのメッセージ」 

20:25-20:30 龍郷町教育長 宏洲弘 「閉会挨拶」 

 

協力 

 大島新聞社 

 ホテルコーラルパームス 

 

講演者紹介 

 

栗田 昌裕 （くりた まさひろ）   

群馬パース大学教授 医学・薬学博士  
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内科医。速読や気功など多様な分野に精通。アサギマダラ研究家として有名であり、ア

サギマダラの移動とともに、ご本人も日本中を移動する。奄美にも春秋の渡りの時期に

あわせて頻繁に来島。「アサギマダラいるところに栗田先生あり」と言っても過言では

ない。 

http://www.srs21.com/ 

 

矢原 徹一 （やはら てつかず）   

九州大学理学研究院教授 理学博士 

進化生物学が専門。レッドデータブック編集など保全分野の第一人者でもある。幼少時

より植物採集を趣味とし、研究の世界に入った。非常に多忙ながらも、バリバリ自分の

研究をこなす鉄人である。子ども相手でも話のできる希有な人物。高度なダジャレを好

む。 

http://pws.prserv.net/jpinet.yahara/ 

 

藤崎 憲治 （ふじさき けんじ）   

京都大学大学院農学研究科教授 農学博士 

昆虫生態学が専門。特にカメムシをはじめとする「集合する昆虫」に関心が強い。奄美

へは約３０年前から頻繁に来島。龍郷町とも縁が深い。学生の教育とともに、奄美にお
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ける環境教育にも力を注ぐ。21世紀COEプロジェクトのリーダー。黒糖焼酎を愛す。 

http://www.21coe-insect.kais.kyoto-u.ac.jp/message/index.html 

 

前園 泰徳 （まえぞの やすのり）  

京都大学大学院農学研究科COE研究員 農学博士 

研究のキーワードは、外来種、群集生態学、間接効果、温暖化、昆虫の北上など。大学

院修了後、３年間矢原研究室にポスドクとして在籍。奄美生活において、子どもたちへ

の環境教育の重要性に気付き、龍郷町を主な舞台として、日々、ボロ車で走り回ってい

る。 

 

講演要旨 

 

旅をする蝶アサギマダラの７つの謎と奄美大島の自然・環境との関わり 
 

栗田昌裕（群馬パース大学） 
 
 アサギマダラが「春は北上、秋は南下する」蝶であろうと推測されたのは１９８０年

代の前半である。以後、多くの人による標識調査が行われ、次第にその動向が明らかに

なって来た。昆虫や植物に興味があった演者は、１９８５年からマダラチョウ類の移動

に関心を持ち、１９９０年には米国西海岸のオオカバマダラ越冬地を観察し、２００３

年から日本で積極的な調査を始めた。福島、群馬、長野、愛知、鹿児島、沖縄の各県の

主要拠点に赴き、各地での特徴的な現象を観察し比較しながら、年間１万頭から２万頭

に及ぶ標識を行い、自己再捕獲も追求し、個体数の推計を行い、移動現象を全国的な規

模で数量的・包括的にとらえることをテーマとした。特に、奄美大島のアサギマダラに
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ついては時間的・空間的にまとまった知見が乏しかったことに着目し、数十回に亘って

訪れて重点的に調べた。調査の進行につれて、アサギマダラが自然環境や人為環境の影

響を鋭敏に受け止め、各地の特殊な状況に適応しながら、極めて柔軟な戦略を採用して

移動する様子が見えて来た。アサギマダラは人の営みに非常に深く関わり、時にはそれ

を利用しながら生き延びて来たようにも見える。調査で得た体験を七つの側面から振り

返り、謎の解明状況と、奄美大島の自然・環境との特殊な関わりを紹介したい。アサギ

マダラをよく知ることが、奄美大島をより深く理解する契機となれば幸いである。また、

奄美大島の未来を担う方々が、優雅で魅力的で小さな生き物であるアサギマダラを子細

に観察し、その強靱な生命活動に直に接する機会を得て、不思議・意外・発見・感動体

験を積み重ねながら、関連する動植物の知識も増し、気候変動を含む自然環境を大きく

捉える視点を養い、自然に対する人為の営みの影響をより具体的に捉える問題意識や知

的能力を獲得されることを期待したい。 
以下、七つの側面を提示する。 

【１．発生と食草の謎】２００４年には１月～１２月のすべての月に奄美大島を訪れて

アサギマダラを探した。その結果１２ヶ月のすべてにアサギマダラの成虫と出会え、分

布の空間的変動と個体数の時間的変動の概略を知ることができた。交尾や産卵を示唆す

る情報、ヘアペンシルの観察例も記録している。春の複数回発生、秋の後半の発生、越

冬幼虫の分布や成長、越冬成虫の寿命や移動については今後も調査の必要がある。演者

が確認した奄美大島での食草はガガイモ科のキジョラン、ツルモウリンカ、サクララン

であるが、各地域での利用率には謎が多い。天敵に関しても調べる価値がある。 
【２．吸蜜植物の謎】アサギマダラは地域毎・季節毎に巧みに好みの植物を選んで移動

する性質がある。また雄には特にピロリジジンアルカロイドを多く含む植物に集まる性

質がある。奄美大島の場合、春の雄はモンパノキ、シロノセンダングサ、スイゼンジナ、

ムラサキカッコウアザミなどによく集まり、初夏には雄雌ともにイジュに集まり、秋に

はヤマヒヨドリバナ、シロノセンダングサ、ツワブキなどに集まる。特にムラサキカッ

コウアザミやイジュに集まることは奄美特有の出来事である。イジュに集まる集団は集

団移動を示唆する場合もある。モンパノキに集団で集まる現象は喜界島でも見られる。

雌はサザンカで観察されたりするが、雌の挙動には謎が多い。 
【３．行動の謎】アサギマダラは、季節、温度、日照、場所によって飛翔速度や飛翔パ

ターンを変え、行動の時間帯を変え、吸蜜や休息の場所も変える。「タオルキャッチ」

によく反応する時もあるが無反応な時もある。そのような切り替えがどのようなメカニ

ズムで行われているのかは興味深い謎である。島内での再捕獲を通して、島内移動も断

片的には分かったが、十分なデータはまだない。一般的には、島内では離合集散を繰り

返しながら絶えず移動していると推測している。 
【４．南下の謎】奄美大島には１０月下旬から１２月上旬にかけて、数多くのアサギマ

ダラが南下飛来する。演者は奄美大島での１万頭以上の標識を通して、自己再捕獲を含
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めて数多くの再捕獲を体験し、九州以北からの移動個体の再捕獲率が約１％であること

を確認した。これから他の地域での再捕獲率と併せて全国的な個体数の推測が可能とな

る。南下のタイミングには気象条件が深く関わり、移動日数や出発地の時期的推移など

に関して興味深い事実がある。奄美に南下飛来して標識された個体がより南方で再捕獲

されたことはなく、多くは奄美で生を終えると推測しているが、 終的な運命の詳細は

謎である。 
【５．北上の謎】奄美大島では３月から６月にかけて新鮮なアサギマダラを数多く見る。

これらの個体数には波があり、波状的に北上すると推測される。しかし、演者が標識し

て兵庫県で再捕獲された一例以外は北上の時期や経路の詳細は知られておらず謎が多

い。 
 そもそも南下や北上に際して、何を契機に移動を開始し、どのようにして経路を決め

るかは当初からの謎であり続けているが、移動経路に関しては、裏磐梯からの大量標識

個体の再捕獲事例の分析を通して、「集団的コミュニケーションを仮定した確率過程の

モデルでみかけの行動パターンを説明する」アイデアを演者は温めている。 
【６．喜界島との関係の謎】喜界島は奄美大島の東方わずか２５ｋｍの距離にありなが

ら両者間の移動例はほとんどなく、年間のアサギマダラの挙動にも大きな違いがあり、

寿命にも違いがあり、植物の成長や開花にも若干のずれがある。南下の際には喜界島と

の興味深い同期現象も見られる。植相や地形や気象条件の違いを考慮しながら、両者の

関係を包括的に理解することは残された奥深い課題である。 
【７．年次変動の謎】アサギマダラの個体数にはかなりの年次変動が見られる。それに

はアサギマダラ自体に内在する要因以外、草刈りや山林開発や道路工事などの人為的要

因、台風被害や気温変動を含む気象要因、植物相の変化などの自然要因が非常に大きく

影響する。実際には、奄美大島の一部の地域では、アサギマダラの個体数が激減してい

る。その影響の詳細を知ることは、他の生物に対する人為や気象の影響を推測し理解す

る上でも役立つであろう。そこで得られる知見が奄美大島の自然により大きな価値を見

出し、自然を保護しながら自然とよりよく共生するヒントを見出すことにつながれば幸

いである。 
 

アサギマダラの渡りの謎を解く 
 

藤崎憲治（京都大学大学院農学研究科） 
 
 アサギマダラは長距離の渡りをするチョウとしてあまりにも有名である。その渡りの

謎は、以下の３点に要約される。 
１．移動の方向性をどのように決めているのか。 
２．移動を行うためにどのような適応をしているのか。 
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３．なぜ移動するのか。 
 まず１の疑問であるが、秋に本土から琉球列島や台湾などの南西方向への渡りを行い、

越冬後は逆に北東方向への渡りを行い、本土へ戻っていくといった、明らかな方向性の

ある渡りは、特別な機構なしには不可能である。残念なことに、本種ではこのことに関

する詳しい研究はまだなされていないので、類似の渡りをすることで知られている、北

アメリカ大陸のオオカバマダラにおける近年の研究を紹介する。モウリツエンとフロス

ト（2002）の研究によれば、本種は移動のオリエンテーションに太陽をコンパス（羅

針盤）として用いていることが分かった。さらに、成虫が感受する光周期（明期と暗期

の周期）に依存した体内時計によって季節による移動の方向性を決めている可能性も指

摘された。アサギマダラの移動の方向性も、おそらく類似の機構により決定されている

ものと考えられる。 
 次に２の疑問であるが、移動のための適応といってもさまざまな側面がある。現在、

私たちの研究室で取り組んでいるのは、翅の防水性（撥水性）に関する研究である。ア

サギマダラの翅は黒色と褐色の有色の部分と青みがかった透明な部分から成っている

が、透明な部分の防水性はとりわけ高いことが分かった。また、そのことを可能にして

いるのは、翅表面の独特な立体構造であると推測された。水をはじく性質に優れている

ことは、渡りの途中にありがちな突然の降雨に対して有利であろうし、また一つの可能

性として、海を渡る際に波の上で休息するとすれば、その際にもきわめて有利となるに

違いない。 
 ３番目の疑問は、移動することの意味であるが、それは長距離を渡るという性質がな

ぜ進化したのかということである。アサギマダラは寒さに弱いので秋になると避寒のた

めに南方へと渡りをし、春になると今度は避暑のために本土の涼しい山地に渡って繁殖

を行うものと考えられる。また、より北方の方が吸蜜植物や幼虫食草が豊富で、繁殖に

適しているのかもしれない。 
アサギマダラの渡りの謎を解くことは、学問的にきわめて興味深いだけでなく、その

保護においても大いに役立つものと考えられる。 
  

 

知る、観る、感じる、新しい環境教育 
 

前園泰徳（京都大学大学院農学研究科） 
 
１．自然や文化への強い関心と豊かな知識を持ち、奄美そのものと、そこに住む自分た

ち 
を誇りに思える子どもたちを育てる。 
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２．感性を磨き、思いやりの心を育てるとともに、様々な問題に気づき、考え、解決へ

向かって行動できる、「人間としての総合力」を育成する。 
３．グローバルな視点と豊かな知識で島の環境保全を推進するとともに、自然を持続的

に利用して奄美の振興を担う人材を育成する。 
 

これが私たちの掲げた環境教育の目的です。この目的の実現のため、１）企画および

実行機関としての「龍郷町環境教育プロジェクト」、２）実行の場を提供し、実際に子

供たちに接する「龍郷町教育委員会と町内の全小中学校」、３）知識と人材を供給する

「京都大学大学院 21 世紀 COE プログラム」、による連携プロジェクトが 2006 年に発

足しました。そして、このプロジェクトの活動を支えるために、龍郷町出身の実業家に

よる資金提供が行われています。このような地元有識者、行政、学術機関、民間企業を

巻き込んだ環境教育の連携プロジェクトは、全国的にも類を見ない、大変先進的かつ画

期的なものです。 
 
本シンポジウムでは、私たちの目指す環境教育の内容と、現在進行中の以下の３つの

取り組みについて紹介します。 
 

１）専用教材による総合的な学習の時間を用いたプログラム 
２）ネットサポートシステム 
３）子ども博物学士講座による体験プログラム 
 

１）は、2007 年度より、龍郷町の全小中学校の正規プログラムとして始めました（小

学生は５・６年生を対象）。 大の特徴は、地元に根ざした独自開発の教材を用いた体

系的な人格教育プログラムを展開していることです。本シンポジウムでは、テキストの

特色、ねらい、実際に活用した子供たちの反応などについて紹介します。ここでは特に

アサギマダラを教材として組み込んだ授業について詳しく紹介したいと思います。 
２）は、各学校とプロジェクトメンバーをインターネットで結び、各校からの質問へ

の返答、各校の取り組みの紹介、情報共有、情報発信などを行っているものです。この

ネットサポートにより、各校の進展度、子どもたちの反応などがリアルタイムで企画者

にも届くことにより、次のプログラム作成へのフィードバックが容易になっています。 
３）は、龍郷町にて 2005 年度よりほぼ毎月１回実施されている体験型の講座です。

自然と文化に広く精通した、感性豊かな人材を育てるためには、体験活動が欠かせませ

ん。子ども博物学士講座では、学校で実施した１）のプログラムの内容に近い講座を同

時期に開講することで、学校で得た知識を、体験を通してより深く頭だけでなく体全体

に浸透させることを目指しています。 
 後に、これまでの活動を通し、龍郷町の子どもたち、保護者、地域が変わりつつあ
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ることを報告し、今後の活動の展望を述べたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
花と昆虫の不思議な関係-生き物から私たちへのメッセージ  
 

矢原徹一（九州大学大学院理学研究院） 
 

2000km もの距離を飛んで旅をする蝶アサギマダラは、キク科ヒヨドリバナ属の植物
が大好きです。旅の途中で、ヒヨドリバナの仲間の花が咲いていると、必ずそこに立ち
寄って蜜を吸っていきます。その過程で、ヒヨドリバナの仲間の受粉を助ける役割を果
たします。なぜ、アサギマダラはヒヨドリバナの花を好むのでしょう。 

この問題を考える前に、私の講演ではまず、花と昆虫の関係について概観することに
します。ひとことで花といっても、その形や大きさ、色や香りはさまざまです。このよ
うな花の違いに応じて、花にやってくる昆虫も異なっています。 
日本で一番大きな花をつけるホオノキには、蜜がありません。そのかわり、ホオノキ

の花はとても良い香りを出して、さまざまな昆虫を呼び寄せます。 
ホオノキは、花を咲かせる植物の中では原始的な種です。ホオノキの花は、蜜を出す

組織を進化させる前の段階にあると考えられます。蜜を出す組織を進化させた段階の花
の代表として、バラの花をとりあげてみましょう。講演では、世界 大の野生バラであ
る、サンショウバラ（富士山や箱根周辺に自生）の写真を紹介します。サンショウバラ
の花には、マルハナバチ類（オオマルハナバチやコマルハナバチなど）やミツバチ類（セ
イヨウミツバチやニホンミツバチ）が頻繁に訪れます。 
マルハナバチ類とミツバチ類はいずれも社会性の昆虫です。つまり、巣には女王蜂と

働き蜂がいて、働き蜂は雌であるにもかかわらず、自分では子供を産まずに、花蜜や花
粉を集める「外役」に専念します。一方、女王蜂は、春先に巣作りをして、 初の働き
蜂を産んだあとは、産卵・育児に専念します。 
この 2 種類のハナバチの間には、植物にとって重要な意味を持つ、大きな違いがあり

ます。マルハナバチ類の働き蜂は互いに連絡をとりあいませんが、ミツバチ類の働き蜂
には、偵察係、運搬係などの分業があり、互いに連絡をとりあいながら効率よく花蜜や
花粉を集めます。どちらのほうが、植物にとってありがたいハチでしょうか。答えは、
講演の中でもうしあげます。この疑問を通じて、昆虫が決して植物を助けようと行動し
ているわけではないこと、また植物が昆虫を助けるために蜜や花粉を出しているわけで
はないことを理解していただきたいと思います。 

マルハナバチ類やミツバチ類がやってくる花は、大型のきれいな花です。では、小型
の目立たない花には、どのような昆虫がやってきて、花粉を運んでいるのでしょうか。
小型の目立たない花をつける植物は、しばしば植物体も小型であり、多量の花蜜を分泌
するほどの資源を持ち合わせていません。このような、蜜の少ない花にやってくるのは、
単独生活を送る小型のハナバチ類やハナアブ類です。これらの単独性昆虫には家族がい
ないので、自分が生きていくだけの蜜をとれば良いのです。そのため、花蜜の少ない花
にもやってきます。ただし、気まぐれ屋であり、植物にとっては、信頼性に欠けるパー
トナーです。 
花を咲かせる植物の中には、ハナバチ類やハナアブ類ではなく、チョウやガという鱗

翅目昆虫をパートナーにすることに成功した種もあります。ハマカンゾウとキスゲはど
の代表的な例です。ハマカンゾウはハナバチ類の少ない夏に咲き、しかも陽射しの強い
海岸に生えています。このような場所には、大型のアゲハチョウの仲間がよく飛来しま
す。ハマカンゾウは赤い花をつけ、アゲハチョウを呼び寄せて花粉のやりとりを実現し
ています。 

キスゲはハマカンゾウに近縁ですが、夜に咲き、甘い香りを出し、スズメガ類を呼び
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寄せて花粉のやりとりを実現しています。 
さて、アサギマダラ類はなぜヒヨドリバナの仲間の花を選んで訪れるのでしょうか。

実は、ヒヨドリバナの仲間の花の蜜には、ピロリジディン・アルカロイドという毒が微
量に含まれています。マルハナバチ類が吸蜜しても毒性をあらわさない程度の微量成分
ですが、マダラチョウ類はこの有毒成分を集める習性があります。マダラチョウ類のオ
スは、性フェロモンを作るためにこの有毒成分を利用するのです。 
では、ヒヨドリバナはどうしてアルカロイドという毒物を生産するようになったので

しょう。その理由は、植物食の動物から食べられないように、花を守るためだと考えら
れます。もともと、アルカロイドは植物が草食動物から身を守るために生産する防御物
質なのです。 

アルカロイドを作る植物には、トリカブトの仲間、ウマノスズクサの仲間、トウワタ
の仲間などがあります。いずれのアルカロイドも、人を殺せるほどの猛毒です。このう
ちウマノスズクサの仲間は、ジャコウアゲハの幼虫の食草です。また、トウワタの仲間
（ガガイモ科）は、マダラチョウ類の幼虫の食草です。これらのチョウの幼虫は、アル
カロイドを解毒する酵素を進化させることによって、他の昆虫が食べることのできない
植物を餌にすることに成功しています。また、アルカロイドを体内に取り込むことで、
鳥などの捕食者から身をまもっています。毒をもつことを知らせるための警告色や警告
用の模様を持っており、私たち人間が見ても、いかにも毒々しい姿をしています。 
このように、植物とそれを食べる動物の間では、植物が防御物質を進化させれば、動

物は解毒酵素を進化させてそれに対抗するという「いたちごっご」がしばしば生じます。
このような互いに影響しあう進化を「共進化」と言います。生物の世界は、さまざまな
生き物どうしが「共進化」をすることでできあがっているのです。 

さて、アサギマダラと同様に何千キロも旅をする蝶が、アメリカ大陸にもいます。ア
サギマダラと同じマダラチョウ科に属する、オオカバマダラです。合衆国全土で生まれ
たオオカバマダラは、秋になるとメキシコ中央部のミショアカン州まで旅をし、ごく限
られた山地で越冬します。その越冬前に蜜を吸うために訪れる植物は、樹高が５－７ｍ
くらいになるヒヨドリバナの仲間の木です。おそらくマダラチョウの仲間は、ヒヨドリ
バナ類と深い関係を持ちながら多様化したものと思われます。 

メキシコは、ヒヨドリバナ類（分類学的にはヒヨドリバナ連と呼ばれる）が起源し、
多様化した地域であり、一年草から木本まで、実に多様なヒヨドリバナ類の植物が見ら
れます。そして、多くのヒヨドリバナ類がオオカバマダラによって利用されます。 
メキシコでヒヨドリバナ類を利用しているのは、オオカバマダラだけではありません。

実は、メキシコ先住民は、薬草や香草として、ヒヨドリバナ類をさかんに利用していま
す。 
わが国でも、ヒヨドリバナ属の一種、フジバカマは、万葉の時代から香草として利用

されてきました。 
植物が進化の過程で作り出した色や香り、あるいは化学物質は、さまざまな形で動物

に利用されてきました。そして、われわれ人間もまた、そのような動物の一種なのです。 
緑に安らぎを感じ、花を美しいと感じ、マダラチョウ類の幼虫を毒々しいと感じる事

実は、私たちの祖先であるさまざまな動物から、共通の感覚を引き継いだことを示して
います。このように、私たち人間について正しく理解するためには、人間が進化するま
での長い「共進化」の歴史を知ることが必要です。 
私はこの講演に、「生き物から私たちへのメッセージ」という副題をつけました。で

は、生き物たちは、私たちにどんなメッセージを送っているのでしょう。 後にこの問
題をみんなで一緒に考えたいと思います。 
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＝資料２＝ 

龍郷町環境教育プロジェクト 夏休み特別企画 

 

 

 

 

 

 

 

 対 象：龍郷町内の小学校５、６年生または中学生 

    ※必ず，２～３名のグループで参加すること 

    ※参加希望者は，８月６日（月）までに学校に申し出ること 

 

 方 法：昨年の研究発表会のテーマ（別紙参照）を参考にして，テーマを決

めて調べた結果をポスター形式やパワーポイントなどにまとめて発

表します。研究の内容，発表の仕方について優秀な研究グループに

は，豪華なプレゼントが贈られます。 

 

 説明会：８月８日（水） 午後１：００～午後３：００ 

    ※この日には，京都大学大学院のお兄さん達が，研究発表の見本を見

せ，みんなの研究にアドバイスをしてくれます。大学院の様子や研

究者になるための話なども聞けます。みんなが研究やテーマについ

て聞きたい事を考えておこう！お兄さん達が何でも答えてくれるよ。 

    ※説明会には，保護者の方もお気軽にご参加ください。 

 

 発表大会：９月１６日（日） 午後１：００～午後５：００ 

      龍郷町中央公民館にて 

 

 問合せ先：龍郷町教育委員会事務局   電 話 0997－62－3111 

                    F A X 0997－62－2074 

 

集まれ！子ども研究者 

自然研究発表大会 in 龍郷 
豪華特典

つき 



 27

＝資料３＝ 

 
 
①について 

回収されたアンケートの半数近くを小中学生が占めた。特に昨年に比べると小学生の増

加が著しい。これは、環境教育のプログラムが、主に小学校で実践されていることにより、

小学生においてアサギマダラに対する興味、関心が深まっていることに依存しているのだろ

う。一方、昨年に続き、高校生の参加がほとんどなかったことは、まだ呼びかけの方法に改

善すべき点があることを示唆している。奄美の場合、特に中高生は部活動を 優先する風潮

があるため、平日の開催では彼らの参加が難しかったのかもしれない。また、龍郷町には高

校がないため、直接的な呼びかけが困難であったことも要因の１つであろう。 

 

②について 

男女比については、ほぼ半数同士となった。顕著な傾向は見られないと言えよう。 

 

③について 

開催地である龍郷町からの参加者が約７割を占めた。昨年同様の傾向として、人口が

も多い旧名瀬市からの参加者数が伸びなかった。学生についても龍郷町以外からの参加者が

いなかった。この結果は、環境教育の直接の対象地である龍郷以外では、こういった企画へ

アンケート集計結果　　（単位：人）

項目①（年齢） 小学生 中学生 高校生 一般 合計 合計(%)

40 24 0 70 134 100

項目②（性別） 回答1（男性） 18 12 0 33 63 47.0

回答2（女性） 22 12 0 37 71 53.0

項目③（住所） 回答1（旧名瀬） 0 0 0 23 23 17.2

回答2（龍郷） 40 24 0 33 97 72.4

回答3（旧笠利） 0 0 0 9 9 6.7

回答4（その他） 0 0 0 5 5 3.7

項目④（難易度） 回答1（難しい） 9 4 0 6 19 14.2

回答2（よくわかる） 19 9 0 57 85 63.4

回答3（普通） 12 9 0 7 28 20.9

回答4（その他） 0 1 0 0 1 0.7

回答なし 0 1 0 0 1 0.7

項目⑤（次回企画） 回答1（また来る） 21 12 0 51 84 62.7

回答2（来ない） 3 2 0 0 5 3.7

回答3（内容次第） 16 10 0 19 45 33.6

回答4（その他） 0 0 0 0 0 0.0

回答なし 0 0 0 0 0 0.0
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の求心力がまだ低いことを示している。開催が平日であるため、移動時間のかかる他市町村

からの参加が難しかったことや、まだ一般住民の自然に関するシンポジウムへの関心が低い

ことが、大きな要因であろう。 

 

④について 

昨年同様、小中学生にとっては、難しい印象が強かったようだ。難しいと印象づける要

素には、内容だけでなく、話し方、ペース、スライド上の表現など、いくつかが挙げられる。

今後、プレゼンテーションの前に、これらについて協議と調整を行う必要を強く感じた。研

究者が一般聴衆を相手に話をする際によく見られる問題点は、興味をあおるプロセスを省き、

いきなり専門用語がちりばめられた内容を切り出すことである。また、スライドの内容につ

いても１ページに何行もの文字が書かれた、いささか煩雑すぎるものが多い印象を持った。

子供は、話の序盤で置いて行かれてしまうと、そのまま関心を失い、それが嫌悪感にまで発

展しまうことが多いので、今後は、 初の興味を抱かせるプロセスと、途中のフォローが必

須であると思われる。前述したが、このなかで、矢原氏のプレゼンテーションは、非常にシ

ンプルなスライド構成と、壇上から降りて相手に問いかけるスタイルという、子どもへの配

慮を欠かさない見習うべきものであった。このように、研究者を相手に話しをすることと、

一般、特に子供を相手に話をすることには、プレゼンに求められるテクニックに格段の違い

があることを強く意識すべきであろう。具体的には、プレゼン資料作成前に、各講演者に対

して「一般聴衆向けプレゼンの注意事項」を配布することで、改善を図りたい。 

 

⑤について 

次回のシンポジウムについて、「内容次第で来たい」と答えた人数が比較的多かったこと

が目立った。特に子どもに確実に伝えるべきことを伝え、次回も参加したいと思わせるには、

内容の充実はもちろんだが、何よりも「楽しい、面白い」と思わせることが重要であると考

えられる。各人の興味の対象や度合いは様々であると思われるが、できるだけ多くの人を惹

き付けるような、幅広い配慮が必要だろう。また、 初に来場者の緊張をほぐし、落ち着い

た柔らかい雰囲気の中でシンポジウムが進行する準備が求められる。さらに、「来場者＝受

け身」という固定観念を崩すために、双方向の意見交流が行えるような仕組みを作っていき

たい。この双方向性については、以下の⑥においても同様な意見が得られている。 

 

⑥について 

 本シンポジウムへの感想と意見について、一部抜粋したものを、参加者の年齢別に示す。

また、問題点を示唆すると考えられる記述を分けて示す。考察については、以下の「シンポ

ジウム後の反応と今後への展望」において記す。 
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小学生参加者の声 

・アサギマダラってすごい、と思いました。 

・奄美の大切さがわかり、誇りに思います。 

・聞いていて面白かった。 

・とてもよくわかったし、おもしろかったので、また来たいです。 

・いろいろなことがわかってうれしかった。またこういう機会があったら来たいと思う。こ

れをきっかけに、自然への興味がもてた。 

・自分が知らないことがよくわかった。 

・普通の日でなく、土日にしてください。 

・平日だったので、 後まで参加できなかった。 

・時間通りに終わらせてほしい。 

 

中学生参加者の声 

・また機会があったら是非行きたい。 

・とても面白かった。また来たいです。学校に来てください。 

・自分もアサギマダラをマーキングしてみたいと思った。 

・アサギマダラの名前がアサギ色からきていることを初めて知りました。アサギマダラのこ

とがいろいろとわかって良かったと思いました。 

・少しわかりにくかった。 

・あまりわからなかったが、いろいろ学べた気がする。東京からわざわざ来てくれてありが

たい。 

・時間が遅いので、もう少し早いほうがよいと思う。夜遅くに帰るから、ハブが出るかもし

れないという心配がある。 

 

一般参加者の声 

・龍郷町の子ども達がうらやましいと思った。連携は大変そうだが、子ども達に大きな成果

が生まれてくるだろうと思う。 

・家にモンパノキがあり、アサギマダラがなぜ来るのかこれまでわからなかったが、今日こ

こに来て理由がわかった。 

・いつも山や海を見ているのに、よく見ていなかった。先生方の細かい観察に感心した。 

・新しい事や、今日初めて聞く話を興味深く聞かせていただきました。自然を見る観察力を

高めたいと思いました。 

・教育環境に恵まれて育つ今の子ども達は幸せです。このプロジェクトで素晴らしい未来を

築ける子ども達を育ててください。 

・子どものいない大人でも気軽に参加できる講座を開催して欲しい。 

・「研究」がどんなものか、子ども達が感じることができてよかったと思う。 
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・翅の微細構造が面白かった。毒の蓄積方法も面白そう。 

・環境保全のため、今しなければならないことは何か、具体的に考えてみたい。環境教育に

ついて、子ども達の発表を聞きたい。 

・龍郷町の実践を他の市町村にも広げてほしい。他の市町村でも同じような企画を行ってほ

しい。 

・マーキングされたアサギマダラを是非、捕まえてみたいと思った。島レベルから世界レベ

ルへ。 

・子どもがこれだけ参加しているのならば、実施時間などもう少し配慮がいるのではないだ

ろうか。 

・メモをとろうと思ったが、会場が暗すぎた。 

・小学生にもわかる言葉で話してほしい。 

・曜日や時間設定が良くない。せっかくの良い内容がもったいない。 

・後半、会場がとても暑く、集中力が欠けてしまった。 

・大人には楽しめる内容だったが、子どもには難しかったと思う。 

・中学生の聴講態度があまりよくなかった。 

・時間は長くても２時間以内が良いと思う（子どもが多いため）。 

・議論がなく、一方通行だった。 

 

シンポジウムの反応と今後のプロジェクトの展望 

 上記⑥の感想や意見を見ると、本シンポジウムにより、アサギマダラそのものの魅力だけ

でなく、奄美の自然の希少性、関係性、保全の重要性、さらに、環境教育の重要性について、

理解とともに、感銘を与えられたと言っても過言ではないだろう。シンポジウムの目的につ

いてはある程度達成できたように思う。しかし、問題点を指摘する意見も数多く、特に昨年

同様の問題点が改善されていない印象はぬぐえない。指摘された問題点を真摯に受け止め、

さらなるプロジェクトの発展に寄与できるよう、１つ１つ対策を練っていきたい。 

当日の様子は、地元紙である大島新聞が、３回に分けて講演内容まで詳しく伝えている

（資料３：７月７日付け記事、資料４：７月２２日付け記事、資料５：７月２３日付け記事）。

また、栗田氏にスポットを当てた記事も掲載された（資料６：７月７日付け 大島新聞記事）。

昨年からさまざまな試みを行い、頻繁にそれらが地元紙の記事として掲載されてきたことか

ら、奄美における本プロジェクトおよび、COE プログラムの認知度が、より高まっているの

は間違いない。 

本プロジェクトは、子どもをメインの対象とした活動ではあるが、子どもを通して、徐々

に龍郷町の大人が変わりつつある印象を受ける。例えば、保護者間でも環境教育に関心を示

し、協力を申し出る集落があったほか、龍郷町議会においても、環境教育に関して敬意を表

するという意見が出された。さらに、町では、林道管理の際に、希少植物とともに、アサギ

マダラの重要な吸蜜植物であるヤマヒヨドリバナやヌマダイコンを伐採しないよう、事前に
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専門家に確認を求めるような動きもあった。これらは、従来の奄美にはほとんどなかった動

きであり、本プロジェクトの成果ととらえることもできよう。 

子どもたちへの本プロジェクトの成果の１つととらえられる、さらにうれしい知らせが

届いた。去る７月１７日に鹿児島県は、自然環境の保護や環境保全活動への取り組みを記し

た、「環境レター」の優秀賞と奨励賞の受賞者を発表した。鹿児島県全土を対象としたこの

企画において、優秀賞９人のうち２人、奨励賞７人のうち４人を、龍郷町の子どもたちが受

賞したのだ。奄美群島全体からの受賞者は龍郷町以外になく、龍郷町の子どもたちが奄美の

受賞者を独占したことになる。これは快挙と言えよう（資料７：７月２０日付け 大島新聞）。 

これらの成果は、まだまだ一部に過ぎないだろう。今後どのような形で子どもたちや町

が変わってくるのかはわからないが、引き続き働きかけとサポートをしていきたいと思って

いる。２年目で基盤を確固たるものにするのと同時に、来年度では活動範囲を広げるなど、

さらなる発展のために全力を尽くしたい。 

後に、本シンポジウム開催にあたり、さまざまなご配慮をいただいた、大島新聞社と

ホテルコーラルパームスにお礼を申し上げる。そして、ゲスト講演者として、遠路はるばる

来島していただいた、栗田氏と矢原氏に心より感謝の意を表する。両者の講演により、シン

ポジウムの内容がより深く、充実したものになった。 

 

 




