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News Letter N0. 11 (October 19, 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） 

 
 

上賀茂試験地 夏の一般公開自然観察会 

 

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」(昆虫 COE)

とフィールド科学教育研究センター(フィ

ールド研)の共催で，9 月 1 日に自然観察会

が開催された．昆虫 COE としては大学院

生の教育プログラム，フィールド研の上賀

茂試験地としては季節毎の一般公開の夏

バージョンという位置付けの企画であっ

た．また，フィールド教育プログラムとし

ては第４回になり，２年前に開催された

「大学院生による昆虫科学とフィールド

研究シンポジウム『秋の京都で語り合おう in

上賀茂試験地』に続く第２弾であった．今回

は午後のプログラムの立案や会の進行方

法，上賀茂試験地の下見・打合せなど裏方

の仕事も含めた実行委員を院生諸君から

募った．８名の院生が手を挙げてくれ，打

合せを重ねたが，はじめは手伝い程度のつ

もりで参加していた諸君も真剣に議論に

加わり，何度もプログラムを練り直して，

福島君をリーダーとしてテキストを作成

し，当日を迎えた．参加者募集は上賀茂試

験地が担当し，ポスター，ホームページや

新聞報道などによって，京阪神一円から定

員と同じ 50 名の応募があり，45 名(表 1）

が参加した． 

表１．参加者内訳 

観察会は，午後１時に昆虫 COE 拠点リ
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男 女 計
小学生 12 8 20

2年生 3 1 4
3年生 2 0 2
4年生 3 1 4
5年生 2 6 8
6年生 2 0 2

中学生 0 1 1
高校生 0 3 3
保護者 12 9 21
計 24 21 45
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ーダーである藤崎教授及び上賀茂試験地

長柴田教授の挨拶でスタートした．最初の

クイズは石井さんの担当で，引き続いて行

われる講義の導入という役目を持ってい

た．このクイズによって，保護者の皆さん

も含めた多くの参加者がリラックスした

ようであった．いよいよ講義に入っていく．

「講義」に小学生が耐えられるか心配して

いたが，横井君による「昆虫のはなし」は，

ハナバチについての説明をテンポ良く続

け，皆引き込まれていった． 

 

第４回昆虫フィールド教育プログラム上賀

茂試験地「夏の一般公開自然観察会」昆虫

観察会プログラム 

午後の部「昆虫・森林に関する実習と解説」 

12:30- 受付開始 

13:00- COE 拠点リーダー藤崎先生 挨拶 

上賀茂試験地長 柴田先生 挨拶 

13:30- はじめに クイズ (石井) 

14:00- 昆虫のはなし     (横井) 

14:30- 樹のはなし    (福島・高橋・

森下・斉藤) 

15:00- 野外昆虫観察   (横井・嘉田・

熊田・鈴木) 

16:00- さそりのはなし    (坂井) 

16:30- 夕食 

夜の部「夜の森林観察と昆虫観察」 

18:00- 上賀茂試験地散策＋夜間昆虫観察 

20:45- アンケート後、解散 

 

「樹のはなし」では，４つのテーブルを囲

んで，試験地の技術職員の皆さんが準備し

てくれた10種類の木を，手に持って触り，

特徴を見極めながら検索表を使って樹種

を特定する方法にトライした．「ああそう

か．違うなあ．こうかなあ．」と各班それ

ぞれに，笑い声や歓声が絶えなかった．３

時からは休憩も兼ねて野外へ出た．事前に

仕掛けておいたトラップにかかっている

昆虫の確認を行い，天気が良かったので，

下見の時以上に花には昆虫が訪れており，

それらの観察のために時間がオーバーし

てしまった．再び教室に戻ると最後の「サ

ソリの話」が待っていた．参加者はサソリ

の毒を害虫に対する農薬として応用する

研究が進んでいることに驚き，日本にいる

サソリの現物を見て，子供たちは目を輝か

せ，講師の坂井君は質問攻めにあう結果と

なった． 

講義導入のクイズ 

 

夕食後，あたりがまだ明るいうちに夜の

部(夜の森林・昆虫観察)がスタートした．

上賀茂試験地の自慢である世界のマツ見

本林を通って，説明を受けながら，展望台

まで登った．京都の街にあかりが１つ２つ

と灯る頃で，街がどんどん浮かび上がり，
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皆，暫し夕景に見とれていた．夜の森での

一般公開は，フィールド研でもあまり行わ

れておらず，上賀茂試験地としても初めて

の試みであった．林道をゆっくり歩いて山

を下って行く．班によっては，各自の懐中

電灯を消してじっと耳を澄まし，目を凝ら

してみた．多くの人にとっては，初めての

経験だったようである．小さなクワガタを

捕まえた人もいて，鈴木君や熊田君が準備

してくれたライトトラップには多くの昆

虫が集まり，この森に色々な種類の虫がい

ることを実感出来た．最後は講義室に戻っ

てアンケートを記入して，夏の観察会は終

了となった．しかし，終了後もそれぞれの

講師には子供たちからの質問が続いてい

たのが印象的であった． 

御協力頂いた先生方，当日までの様々な

手続きにお骨折り頂いた事務や技術の職

員の方々，そして，中心になって運営に関

わり，観察会を成功に導いた実行委員をは

じめとする院生諸君に心からお礼を述べ

たい．  

（上賀茂試験地 中島 皇） 

 

樹木識別実習 

樹木識別実習 

 
去る 9 月 1 日に行われた上賀茂試験地で

の昆虫観察会を行うにあたって，プログラ

ム内容についての意見調整や準備，当日の

運営等を担当した．小学生から高校生とそ

の保護者と，対象者の年齢幅が非常に広い

ため，自分たちの行っている研究あるいは

研究対象を，皆さんに分かりやすく伝える

ためには，どうしたらよいかということを

常に念頭において取り組んだ．特に配布資

料の見やすさ，講義のしかたや内容の分か

りやすさ，子供たちへの対応など，細かい

ところまで気配りする難しさを実感した． 
昆虫採集や観察だけでなく，葉の形態に

よる樹木識別や，昆虫ではないサソリの観

察という昆虫以外の内容もあり，集中力の

持続に不安を感じていた．ところがこちら

の心配をよそに，思った以上に子供たちは

熱心に講義のメモを取り，クイズに積極的

に参加し，屋外での昆虫採集では，いろい

ろと虫を見つけては質問してくれて，非常

に進行しやすかった．屋外では「この樹(樹
の名前はよく知らないようであったが)に
はこんな昆虫が集まって来るんやでー．」と，

逆に子供たちから教えてもらう場面もあり，

子供たちの関心の高さには驚きを隠しえな
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かった．アンケート結果を見ると昆虫採集

への評価だけでなく樹木識別やサソリの観

察が面白かったなど，全ての内容において

及第点をもらえたようである．保護者の

方々も子供たちと一緒になって楽しんでい

ただけたようで，観察会を成功のうちに終

えることができて，大変嬉しかった．最近

大学では研究成果や知識の財産を社会に広

く公開することが望まれているが，観察会

ではそれを子供向けにアレンジしたことで

達成できたと考えている． 
 

 
花にくる昆虫の観察 

 
今回の観察会で得たことの一つに，普段

の研究ではほとんどかかわりをもてない昆

虫生態学や生物調節化学の方々と一緒に活

動できたことが挙げられる．研究対象への

熱い思いや，研究の進め方，そして子供た

ちにも理解できるプレゼンのしかたなど，

今後の自分の研究活動にも役立てられるこ

とが多く，大変勉強になった．自分は樹木

識別くらいしかできず，昆虫についてはほ

とんど知識が無かったので昼や夜の屋外で

の観察の際にはまったくお役に立てなかっ

たのは残念であったが，こうしてお互いの

専門知識を結集して一つの会を開けたこと

は，大変よい勉強になった．今後ともこう

いう研究室の境界を越えたコラボレーショ

ン企画のようなものが開催されることを希

望する． 
末尾ではあるが，準備や当日の運営協力

をしていただいた試験地職員の方々に，こ

の場を借りて厚く御礼申し上げます． 
（森林育成学分野 D3 福島慶太郎） 

 

９月１日に上賀茂試験地で行われた自然

観察会に，スタッフとして参加させていた

だきました．正直に言って，最初はこの観

察会にここまで深くかかわるとは思ってい

ませんでした．「お手伝い程度でお願いしま

す…．」そんな形で軽く引き受けたのですが，

ふたを開けてみるとあれやこれやと担当も

あり，忙しい日々を送ることになりました．

しかし終わってみると，今回の観察会は自

分にとってとても良い経験になりました． 

これまで子供たちを相手に何かを伝える

といったことはしたことがありませんでし

たし，自分の研究分野についてどれだけわ

かりやすく，面白く話せるかには不安があ

りました．そんなとき，この観察会の直前

にＣＯＥ環境教育の一環として奄美大島で

行っているプロジェクトに参加し，小学生

に自分の研究内容を紹介する機会を藤崎先

生にいただき，そこでわかりやすいプレゼ

ンを作るためのテクニックを学びました．

これが良い布石となり，今回の観察会にス

ムーズにつなげることができました． 

プレゼンで要求されたテクニックは見や

すく，文字をつめこまず，テンポよく，ど

んどん画面を変えていく…これまで学会で

用いてきた方法よりもさらに難しいもので

した．しかし子供たちがわかってくれるも
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のでなければ，どこで発表しても通用しま

せん．奄美大島でのプレゼンを参考にしな

がら，スライドの修正を繰り返して観察会

本番にのぞみました．自分ではうまくやれ

たと思ったのですが，すこし早口だったと

の指摘もあり，子供たちには少しわかりに

くかったのではないかと反省いたしました． 

 

昆虫採集 
 

石井さん(森林生態学研究室)の司会によ

るクイズでの，子供たちの一答ごとの反応

はとても楽しく，『こんなに驚いてくれると

は！』と，こちらがびっくりしました．大

人でも（ひょっとすると先生方でも）てこ

ずる難問を全て解いた子供がいたのはさら

に驚きでした． 

 

 

馬糞トラップにかかったオオセンチコガネ 

樹木の見分け方に関してはド素人のため

に，コッソリ参加者に混じって，福島君，

斉藤さん，高橋さん(森林育成学分野)がヒ

ントを話しているのを聞きながら見分けを

していました．ちょっとあせったのは，坂

井君(生物調節化学分野)の話の際に，生き

たサソリを参加者に見せる場面でした．ハ

チに刺されることに慣れているとはいえ，

手袋をしてピンセットを使ってまでして見

せなければいけないとなると，さすがに緊

張しました．けれども最後には近くまで寄

って，写真を撮れるまでになりましたが． 

野外観察の準備では，嘉田君，鈴木君，

熊田君(昆虫生態学分野)の協力に負うとこ

ろが非常に大きかったです．特に熊田君，

鈴木君には彼らが担当するライトトラップ

以外の作業にも準備を手伝ってもらい，と

ても感謝しています．当初，すでに仕掛け

たトラップだけで本番に臨もうと考えてい

たのですが，折からの天候悪化で期待薄と

なり，急遽一日前に馬糞を利用したトラッ

プも設置しました．これが功を奏し，当日

糞に集まる昆虫を見て子供たちが喜んでく

れていたのでホッとしました．保護者の方

たちも子供たちと一緒に，きらきらと輝く

オオセンチコガネや小さくてもちゃんと角

のあるゴホンダイコクコガネを見て驚いた

り，竹筒やベイトトラップを興味深そうに

ながめられたりしているのを見ると，色々

と準備した甲斐があったとうれしく思いま

した． 

晴れたこともあってか，予想以上に多く

の昆虫を見つけることができ，子供たちに

紹介することができました．しかし，試験

地を歩き始めると，子供たちのほうが虫を

見つけるのも早く，「見つけた！」「これは
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何ていうの？」と色々持ってきてくれまし

た．虫を研究していても，なかなか全ての

虫の名前を言い当てることができなくて詰

まることもありました．やはりもっと広い

知識を持たなければと，痛感しました．そ

の点，嘉田君はこれまでいくつもの観察会

に参加している実績もあり，子供たちに混

じって一緒に虫を取り，名前をすぐ言い当

てており，さすがに慣れているなと感じま

した． 

 

実体顕微鏡によるサソリの観察 

 

夜の観察会は，下見の時と場所を変更し

たこともあり，実際にどれくらいの昆虫が

集まるか予想がつかないまま開始しました

が，暗くなるにつれてライトトラップには

多くの甲虫類・蛾類が集まりました．参加

した方たちがそれらの昆虫を熱心に見てい

ました．これは熊田君・鈴木君の面目躍如

だったと思います． 

後日，参加した方のアンケートを見ると，

大勢の人が「楽しかった．」「また次回も開

催してほしい．」と書いてくださっていて，

大変うれしく思いました．振り返ってみる

と色々反省点もありましたが，全体を通し

て好評だったことは，自信にもつながりま

した．他に参加した理由として，京都大学

が行う観察会であるため興味をひかれたと

いう意見もあり，今回のように，各研究室

がそれぞれの分野の研究を色々紹介するイ

ベントは，世間への知識の還元という意味

でも非常に大切なことだと感じました．サ

ソリの話，樹木・葉に関する知識について

も，本で見ることはあってもなかなか実物

を前にして話を聞く機会というのは少ない

と思います． 

一般的に，大学や研究室でどのような研

究がなされているのかを，広く社会に伝え

るのはなかなか難しい所があります．その

ため，新聞をにぎわすような研究成果だけ

ではなく，もっと身近な小さい事ながらも

面白い研究はたくさんあるということを伝

えられる場として，このような機会はこれ

からも必要だと思います．また，特に子供

たちへの研究紹介は，将来進む道の１つと

して提案することにもなります．私たちに

とっても自身の研究をどれだけわかりやす

く一般の人たちに伝えられるかというチャ

レンジの場にもなります． 

今回企画・運営に参加させていただいた

ことで，他の研究室の人たちとも交流を持

つことが出来ました．COE のつながりで研

究室を知っていても，普段なかなか話すき

っかけがありません．そういった点からも

プラスになりました． 

ほぼ１ヶ月前から準備にとりかかったこ

の観察会でしたが，進行にはいくつもの課

題がありました．その中で運営を主体とな

って進めてくれた福島君(森林育成学分野)

に感謝したいと思います．彼がいたからこ

そ，全てのスケジュールがうまく進んだと

いって良いと思います．本当にお疲れ様で

した． 
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最後に，今回の上賀茂自然観察会をサポ

ートしてくださいました上賀茂試験地の職

員の方々，中島先生，藤崎先生をはじめと

する諸先生方に深く感謝いたします． 

（昆虫生態学分野 D3 横井智之） 

 

 

夕景の写真：展望台 
(市街の夕景がきれいでした。) 

 

9 月 1 日，土曜日、16 時 30 分過ぎ．押し

寄せる子供たちに動揺しながら，サソリに

関する質問に答える私．その傍らでタッパ

ーの中のサソリを熱心に見つめる子供たち

のまなざし．それを見た時，私はあること

気付いた．『昔は自分も昆虫少年だった．』

と．このことは今回，私が自然観察会に参

加したきっかけでもあった． 
上賀茂試験地での小中学生を対象にした

昆虫採集会のお手伝い・・・最初の案内は

こんなイメージだったと思う．昆虫採集と

いう文字に懐かしさと意欲をかきたてられ

た私は，迷うことなく参加を志願したが，

最初の話し合いの時に子供たちに教えられ

るほど昆虫の生態に関する知識を自分が持

っていないことに気付いた．現在の専門は

サソリの毒や農薬についてであり，どちら

かと言えば化学に近い．『はやまった．』と

思ったが時すでに遅し．企画メンバーに完

全に組み入れられた私は，サソリの生態に

ついて話をすることになった． 
サソリの生態について一生懸命勉強し，

知識に多少の不安を抱えつつも講義の中に

サソリの観察タイムを設けるなどして，な

んとか 30 分の発表を終えることができた．

小・中学生の興味を引く難しさ，講演者と

して責任や自分自身の知識の乏しさを実感

するなど，学んだことはたくさんあった．

しかし，なによりも衝撃を受けたのは，子

供たちのきらめく目にかつての自分が持っ

ていた純粋さやひたむきさを感じたことで

あった．」一匹の虫を見ても，今はそんなに

ワクワクしない．その事実が悲しくもあり，

子供たちの純粋さがうらやましくもあった．

就職や修士論文など，年を重ねる毎に果た

すべき義務は増えてくる．けれど、そうい

った状況でも忘れてはいけない何かを，今

回子供たちから逆に学んだ気がした． 
(生物調節化学分野 M2 坂井 暖) 

 

9 月 1 日に，上賀茂試験地で子供たちや

保護者を招いて，自然観察会を行った．『夏

休みの終わりだし，みんな宿題に追われて

いるのではないだろうか？』という心配は

どこやら，先生方がすばらしい広報をして

くださったおかげで，たくさんの人たちが

集まった． 
実行委員の間で，リハーサルでは子供の

反応を予想したりしたが，本番は想像した

よりもずっと，みんながすごく生き生きと

していた．実行委員の大学院生の人たちも

毎日研究している生きもののことを紹介す

るのだから，気持ちのこもった熱い解説に

なるし，参加している子供たちも生きもの
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が好きで，人なつっこい子が多く，久しぶ

りの自然と接する時間を心から楽しんでく

れたみたいだ． 

 

真っ暗な林道を歩く参加者 

 
森の中を歩く時間では，なかなか行けな

い「夜の森を歩こうツアー」の時間もあっ

た．知らない世界に入っていく時，わくわ

くどきどきすることは楽しい．京都は比較

的自然に恵まれているので，小さい頃にそ

んな経験をする機会はたくさんあるのかも

しれないが，都会暮らしをしていると生ま

れたときから人の作ったモノに囲まれて過

ごしている．だから，そういう自然の中で

感動した経験は大人になった後も，どこか

心のすみに残るのではないかと思う． 
個人的に一番印象に残ったのは，子供が

つかまえたヤマナメクジという，長さ 20 
cm，太さ 4～5 cm もありそうな巨大ナメク

ジを見せてもらったことだ．木の皮と一緒

に袋に入っていて，『太い木の枝なんだ．』

と思って触ってみると，ぷにょぷにょして

いた．『えー！！やわらかいじゃん！』と，

かなり衝撃を受けた．自然には見たことも

ない生きものがたくさんいて，私達が生き

ているうちに出会えるのは，ほんの一部だ．

子供たちにとっては，これまで知らなかっ

た生きものを初めて見て，ショックを受け

たことも多かったと思うが，画一化が進ん

でいる現代社会で，個性を認める良いきっ

かけになったのではないかと思う．変わっ

た生きものを見つけたら，人と違う自分の

もこれでいいんじゃないかと思うだろう．

そして，そういう生きものにもちゃんと住

む場所があるくらい，世界は懐が深い． 
 

 
ライトトラップによる昆虫の捕獲 

 
最後に，昆虫 COE 拠点リーダーの藤崎先

生，上賀茂試験地長の柴田先生，忙しい中

しっかりと指揮をとってくださった中島先

生，上賀茂試験地について詳しい上賀茂試

験地職員の方々，すばらしい企画と運営を

してくださった実行委員スタッフ，参加し

てくださった皆様にお礼申し上げます． 
（森林生態学分野 M2 石井ゆかり） 

 

オーストラリアへの短期留学を終えて 

 

本プログラムの短期留学制度により，今

年 4 月 1 日から約 3 週間，オーストラリ

アのクイーンズランド大学 (UQ) の
Meron. P. Zalucki 教授の研究室に短期滞

在する機会をいただきました．Zalucki
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教授は私の研究材料でもあるオオタバコ

ガの生態を長年にわたって研究されてお

り，最近では本種の被害が深刻な中国な

ど海外でのプロジェクトにも参加される

など，大変精力的に活動されています．

教授は 2004 年にブリスベンで国際昆虫

学会が開催された際の運営に携わってお

られたので，ご存知の方も多いかもしれ

ません．そんな方に全く面識の無い状態

から滞在のお願いをするのはかなり勇気

が要りましたが，大変快く受け入れてく

ださっただけでなく，空港まで迎えに来

ていただくなど本当に親切にしていただ

きました． 

砂岩が美しい建物と Great court．～休み

時間は学生で賑わいます～ 
 

滞在したクイーンズランド大学はオー

ストラリア東部のクイーンズランド州の

州都ブリスベンの郊外にある St. Lucia
を中心に，その周辺（といってもキャン

パス間を路線バスが走っているくらい離

れている）に複数のキャンパスがあると

ても大きな大学です．広大な面積を誇る

国だけに，建物の数は多いもののキャン

パスは広々としており，たくさんの学生

が広場で読書やランチを楽しむ姿が見ら

れました． 
今回の滞在の主な目的は，持参した論文

原稿を教授に見ていただき，研究室のセ

ミナーで発表させてもらうことでした．原

稿については丁寧にチェックしてくださっ

ただけでなく，問題点や今後の実験に関し

ても細かくアドバイスをもらうことができ

ました．また論文の内容以外で持参したデ

ータにも興味を持って頂き，色々と議論す

ることが出来たのも大きな収穫でした．昼

食も取れない程多忙な日々を過ごされてい

る中で時間を割いていただいたことは本当

に有難く，それ以外に事務関係の手続きま

で自ら親切に教えてくださり，教授の温か

い人柄にも感謝の気持ちで一杯でした．思

うように言いたい事が英語に出来ず，理解

にも時間がかかることが多かったのですが，

私の意見を辛抱強く聞き，すぐに要点を理

解して返してくださったので本当に助かり

ました． 

 

Zalucki 教授と（部屋は世界各地の工芸品

でいっぱい） 

 

また，プレゼンテーションはセミナーで

はなく，オオタバコガのプロジェクトに携

わるポスドクや教官が出席するミーティン

グ場で行うことになり，緊張のあまりしど
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ろもどろになってしまいました．そんな発

表でも興味をもって聞いてもらい，沢山の

質問や意見を頂戴できたことは嬉しい限り

でした．しかし反省点も多く，学ぶことの

多い発表となりました．その他にも少しだ

け実験の手伝いをさせてもらう機会もあり，

色々と新しい知識や手法の違いを学ぶこと

もできました． 

短期滞在の手続きは非常に形式的で神経

質とも思えるほど細かいものでしたが，一

回その手続きを踏んでおけば滞在中には万

全のサポートを受けられたことも印象的で

した．私の様な短期滞在者だけでなく，あ

らゆる学生のために多くの相談窓口やサポ

ートセンターがあり，快適に学生生活を送

れるよう大学全体で取り組んでいるという

感じでした． 

 

准教授のお宅で 
 

滞在中は教授や准教授をはじめ，研究室

の院生やポスドクの人達とも研究生活や学

生事情に関する様々な話ができただけでな

く，大変親しく接してもらい楽しく過ごす

ことができました．毎週金曜になると「今

週末の予定は？せっかくだから皆でどこか

行こう」と誘ってくれて，ブッシュウォー

クやバードウォッチングに連れて行っても

らい，オーストラリアの素晴らしい自然に

触れることができました．どの院生も自分

の研究対象以外の生物にも大変詳しく，そ

の旺盛な知識欲と好奇心には驚かされまし

た．また，キャンパス内にもツカツクリや

トキの仲間，30 cm はある果実食のコウモ

リなど，見たことの無い生き物が悠々と餌

をとっていたり，宿の天井を毎晩のように

小型の有袋類が走り回ったり（正体がわか

るまで小心者の私は眠れない夜を過ごしま

した…）と，ユニークな生物を間近で見ら

れたのも良い思い出となりました． 

マングローブ林の前に広がる干潟と朝日 

 

学生生活はこれまでに留学した人達から聞

いていたのと同じで，平日はきっちり朝か

ら夕方 5 時くらいまで仕事をして週末は休

むというスタイルをとる人がほとんどでし

た．夜遅くや週末も大学に来るという日本

での生活に慣れていたので，5 時を過ぎる

と学内には急に人気が無くなることが驚き

でした．加えて非常に印象的だったのは，

指導教官やポスドクと学生のミーティング

が頻繁に行われていたことです．実験の設

定や進行状況について細かく話し合い，お

互い確認し合う場を積極的に設けることに
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よって，集中して効率の良い研究を目指す

という姿勢が感じられました．また，そう

いった経験が院生の積極性や高いディスカ

ッション能力にもつながっているという印

象を受けました．ミーティングに参加させ

てもらう中で自分の勉強不足を痛感し，な

かなか積極的に発言することも出来ず後悔

しました．彼らの積極性や前向きな姿勢を

見習って今後に生かしたいと思います． 

今回は短い滞在でしたが，尊敬する教授

の研究室に滞在するという素晴らしい経験

をすることができ，また興味をもってもら

えたことが大きな励みになりました．そし

て，同年代の大学院生達と親しくなれたこ

とや，彼らの研究に対する姿勢を学べたこ

とが何よりの収穫でした．新年度が始まっ

てすぐの渡豪で，森先生や COE 事務局の

方々には手続き等で大変ご迷惑をおかけし

たことをこの場を借りてお詫びするととも

に，このような機会を与えてくださった関

係者の皆様，とりわけ留学を勧めていただ

いた藤崎教授に心より感謝申し上げます． 

（昆虫生態学分野 山崎 梓） 

 

キャンパス内に沢山いるヤブツカツクリ 

 

 

講演会およびセミナー開催内容 

 

第 2 回 龍郷町・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）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－2007 年 7 月 5 日，龍郷

町りゅうゆう館ホール 

 

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 

 

 

 

 

第 24 回 COE 昆虫科学セミナー「カイコガの

性フェロモン受容の分子・神経基盤」櫻

井健志博士(東京大学・先端科学技術研

究センター)（2007 年 11 月 13 日）農学

部 W-414 

 

 

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

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） 

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