
 1

News Letter N0. 13 (December 10, 2008) 

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） 

 
 

奄美大島における環境教育 

 

はじめに 

 

本 COE プログラムが奄美大島の龍郷町に

おいて実施している環境教育も，はや３年

目になる．これは，１）本学，２）龍郷町

教育委員会，３）地元有志メンバーの３者

による連携プロジェクトであり，これまで

に，教材開発，環境教育の授業，自然観察，

シンポジウム開催など，さまざまな活動を

行ってきた．今回のニュースレターでは，

その活動の一環として実施された”特別授

業”と“子ども達の夏休みの研究発表大会”

について紹介する． 

特別授業は，本学研究者２名が，自身の

研究をわかりやすく子ども達に伝える試み

である．もう一つの夏休み研究発表大会は，

若手研究者が小中学生の夏休みの自由研究

のサポートを行い，子ども達が夏休み終了

後に一般ギャラリーの前で学会さながらの

発表を行うものである．これらには以下の

目的がある．１つは，環境教育の一環とし

て，子どもたちの観察力と感性を育てると

ともに，研究過程を通して「考える力」と

「相手に確実に伝える力」を育成すること．

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，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．また，普段ふれあ

う機会のない島の小中学校の子どもたちと，

大学の研究者が接点を持つことで，お互い

にとって新たな発見のあることが期待され

る．私が代表を務める環境教育プロジェク

ト（DEEP AMAMI）の各活動については，以

下ホームページをご参照いただきたい． 

http://homepage3.nifty.com/deep-amami/

index.html 

 

特別授業 

本学農学研究科昆虫生態学研究室より奄

美大島に調査で来島していた，博士研究員

のパブロ・グッドウィン-ペレズ氏と修士課

程の高松寛樹（たかまつ ひろき）氏が特

別授業を行った．授業は，龍郷町の 2 校で

行われ，5月 15 日は龍郷（たつごう）小学

校で全校生徒 27 名が受講し，5 月 16 日は

赤徳（せきとく）中学校で全校生徒 34 人が

受講した． 

 グッドウィン-ペレズ氏は，物質の撥水性

について授業をおこなった（写真１）．身近

な植物の葉や鳥の羽などに水滴を垂らして，
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それぞれ撥水性が異なることを見せ，自身

が発見したアサギマダラの翅の超撥水性に

ついても語った．ユーモアあふれるプレゼ

ンテーションに子ども達があっという間に

引き込まれ，ずっと興味津々のまなざしを

送っていたことが印象に残っている． 

 

 

授業を行うグッドウィン-ペレズ氏(写真 1) 

 

 高松氏は，昆虫の擬態について話をし（写

真２），彼も子ども相手がはじめてだとは思

えないくらいの軽妙な語り口で子どもたち

の関心をうまく集め，集中力をとぎれさせ

ることなく，授業を展開した．子ども達が，

彼のスライドが変わる度に，あらわれる昆

虫の正式な和名（時には雌雄まで）を言っ

ていくことが印象的であった．環境教育を

開始するまでは，島の子ども達は，すばら

しい自然に囲まれていながらも，そこに生

息する生物に関心を抱くこともなく，名前

もほとんど知らなかった．この状態は，２

年前に来島した昆虫生態学研究室の嘉田氏

もニュースレターNo.8 において記している．

しかし，現在では子ども達が昆虫をはじめ

身の回りの様々なことに興味をもちってお

り，様々な企画を行ってきた我々の環境教

育が，徐々に実を結びつつあることを強く

実感した．授業の内容，子ども達に授業を

した感想などについては，グッドウィン氏

と高松氏が執筆した後述の報告を参照して

いただきたい．彼等も奄美への滞在とこの

授業で多くのことを得たように思う． 

 

 

授業を行う高松氏(写真 2) 

 

 後日，彼等の話を聞いて研究に強い関心

を持った子供が増えたことは言うまでもな

い．なかには，研究者を目指したいという

子どもも現れた．こういった取り組みによ

り，参加した若手研究者がより一層研究の

意義などについて深く考えるとともに，未

来の研究者の卵が育っていくことを願って

やまない． 

 この授業については，地元新聞２紙が３

回にわたり，大きく取り上げて紹介してく

れた．あわせてご参照いただきたい（資料

１：5月 17 日付 南海日日新聞，資料２：5

月 18 日付 奄美新聞，資料３：5月 22 日付 

奄美新聞）．なお，各紙面は，環境教育の一

環として，両新聞社に掲載を許可していた

だいた． 

 

第３回龍郷町夏休み研究発表大会 

この企画は，若手研究者による夏休み初

期の子ども達の「研究サポート」と，夏休

み終了後の「発表大会」で構成されている．



 3

第１回と第２回大会の詳細については，ニ

ュースレターNo.8 と No.10 を参照していた

だきたい． 

研究サポートでは，今回も本 COE プログ

ラムより龍郷町へ２名の若手研究者が派遣

された．派遣されたのは，生物調節化学分

野博士課程の松下修門（まつした のぶと）

氏と，昆虫生態学研究室修士課程の坪井助

仁（つぼい まさひと）氏である．2008 年

7 月 30 日，龍郷町中央公民館にて，発表大

会への参加希望者に対し，それぞれが研究

者を目指したきっかけ，研究の進め方につ

いてパワーポイントを用いてプレゼンテー

ションの見本などを示した． 

 

 

研究の進め方を教える松下氏(写真 3) 

 

松下氏は，「日本に生息するサソリの毒素

について」というタイトルで，自身の研究

について，サソリの実物を携えて語ってく

れた（写真３）．普段子ども達が，博士課程

の学生に接する機会がないにもかかわらず，

子ども達は好奇のまなざしを向け続けてい

た．彼特有の話のテンポと，研究内容のお

もしろさ，そして，大きめの身振り手振り

が，それを可能にしていたのだろう．研究

することのおもしろさを単刀直入に語って

くれたことが印象深かった． 

坪井氏は，外来種であるヒロヘリアオイ

ラガについて話をしてくれた．人前で話を

することが不慣れであるためか，緊張して

幾分ぎこちなさはあったものの，きれいに

まとまった話に子ども達は釘付けであった．

研究に関することはもちろん，特に，彼が

研究者を目指した動機は，子ども達の共感

を呼んだようだ．自分たちとはまるで無縁

とも思っていた研究者を身近に感じること

ができたようだ． 

 松下，坪井両氏の発表は，これから発表

に挑む子ども達にとって，非常に良い影響

を与えてくれたと思う．子ども達全員がパ

ワーポイントを用いた発表を行うことを決

意したことからも，両氏の発表のうまさは

際だっていたように思う．彼らのプレゼン

テーションは、子どもたちに対する指導の

プロである教育委員会の職員や，地元小学

校の先生たちにも好評であった． 

 子どもたちを引率してきた教員からは，

「研究の事例や発表の仕方を大学院生に見

せてもらったことで，“こんなパワーポイン

トを作ればいいのだ“という目標を持つこ

とができ意欲的に活動できた」という感想

を，後日いただいている． 

 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，それぞ

れのグループに対してアドバイスを行って

もらった（写真４）．今回は自然に関する研

究に限定せず，文化的なものまで広くテー

マを選択出来るようにしてあるため，助言

はなかなか難しかったようであるが，「考え

る技術」の一端は示してくれたように思う．

どのようにテーマを選び，どのように調べ

ていくのかなどについて，子ども達と活発

な議論ができていた．このサポートについ
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ては，松下氏と坪井氏の報告もご参照いた

だきたい．また，この様子は，地元紙でも

紹介された（資料４：7 月 31 日付 奄美新

聞）． 

 

子供たちへのアドバイス（写真４） 

 

 大会は，夏休みが終了して約 3週間後の，

９月 23 日に実施された．進め方は以下の通

りである．合計８グループが参加し，会場

の 4 ヶ所において，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．今回は，全グループがプ

ロジェクターを利用した発表を行った．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．わたしたちの海は本当にきれいなのだ

ろうか？  【赤徳中】 

２．龍郷町内の川の水質調査からわかるこ

と  【龍南中】 

３．奄美鶏飯ってどんな食べ物なのだろ

う？  【戸口小】 

４．琉球型メダカを増やすためにはどんな

場所で育てると良いのだろう？ 【戸口小】 

５．家庭のゴミを減らすためには…？  

【戸口小】 

６．奄美をもっとアピールするためには，

どんな方法でどんな情報を発信すればよい

のか？  【龍瀬小】 

７．奄美の未来予想図 —10 年後の奄美は

こうなるー  【龍瀬小】 

８．ホタルの郷をとりもどそう！！  【秋

名小】 

 

 

子どもたちによる発表（写真５） 

 

子どもたちは，100 名を超す大勢のギャ

ラリーを前に，普段の姿からは想像できな

い堂々とした発表を披露してみせた（写真

５，写真６）．私は，発表前に多くのグルー

プの発表練習を見てアドバイスを与えてき

ていたのだが，それまでの子どもたちとは

全く別人のような成長ぶりであった．子ど

もたちの潜在能力の高さと，積み重ねの成

果を実感した発表となった．保護者はもち

ろん，他市町村のギャラリーは，子どもた

ちの発表の内容，テクニックのレベルの高

さに，驚きを隠せない様子であった．だだ，

残念であったのは，これまで同様にギャラ

リーの方からの質問や意見が少なく，間が

あいてしまうことと，同時に１つの会場内

で発表が行われることから，他の発表者の
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声によって，各コーナーの発表が聞き取り

にくいことであった．ギャラリー側の教育

と，発表体制の改善が課題となった． 

 

 

子どもたちによる発表（写真６） 

 

発表終了後，環境教育を直接指導してい

る私と，地元の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 1 グ

ループ，優秀賞４グループ，敢闘賞１グル

ープ，奨励賞２グループを選んだ．今年度

の選考基準は，特に「得られた結果からど

れだけ考察を行っているか」という考察部

分に注目して行われた．例年に比べ，レベ

ルの高い発表が多かったことから，審査は

難航したが， 終的に 優秀賞を，「奄美鶏

飯とはどのような食べ物なのか？」を研究

したグループに与えた．テーマ設定のユニ

ークさ，深い考察，際だってテンポの良い

プレゼンテーションなど，すべてにおいて

他グループよりも一歩先を進んでいた．僅

差で優秀賞となった「奄美の未来予想図」

も秀逸であった．インターネット上での情

報を調べるとともに，観光客と奄美の住人

の双方に対してアンケートを行い，何が奄

美に足りないのか，奄美はどこに進むべき

かを明らかにするだけに留まらず，今後ど

のようなことを行っていけば良いのかを，

簡潔に導き出していた．また，「琉球型メダ

カ」の研究グループは，明るさの違う 3 ヶ

所に水草とメダカの入った水槽を置き，ど

の明るさが もメダカの繁殖に適している

のかを実験的に明らかにしてくれた．同時

に，琉球型と呼ばれる奄美のメダカが絶滅

寸前にある状況も紹介し，どのように保護

すればよいかについても考察してくれた．

上位グループの発表テクニックは，我々研

究者の学会発表以上と思われるレベルすら

見受けられた．残りのグループも，基本的

に発表原稿を使わず，スムーズな発表をや

ってのけた．これは，我々の環境教育の成

果であると同時に，現場で地道に指導を続

けた教師の協力があってこそ達成できたも

のである． 

子どもたちを指導してきた教師からは，

以下のような感想が寄せられた．普段から

子どもたちを見ているからこそ，この子ど

もたちの成長ぶりは衝撃であったようだ． 

 

教師からの感想 

・ 発表の機会を設けることで「相手意識を

持って伝える」ことの必要性を感じ，ど

うすれば分かってもらえるか，伝わるか

を考えるようになった．  

・ これまでは原稿の棒読み，または原稿の

丸暗記が多かったが，質問の受け答えを

することで，調べたことが本当に自分の

物になっていないと対処できないことを

実感し，自分の考えを発表できるように

なった． 

・ 調べたことの丸写しではなく，実生活と

関連付けて考える機会を設けたことで，

今の社会，未来の社会に対して提言する

意識を育むことができた． 
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・ 研究発表など子どもの姿を見た保護者や

地域の方々が身近な環境に興味を持ち始

め子どもとともに意識しようという態度

が見られた． 

・ 発表にパワーポイントを用いたことで，

パソコンの操作技術が飛躍的に向上した．

パソコンを使うことのよさ（失敗しても

作り直せる，保存できる，共有できる，

書き足しや削除ができるなど）を実感で

きた．  

 

なお， 優秀グループの各人には，地元

出身者によって寄付された「龍郷町環境教

育基金」よりデジタルカメラが，優秀賞グ

ループにはスキューバダイビング体験かク

ロウサギウォッチングの権利が，敢闘賞グ

ループにはクロウサギウォッチングの権利

が，奨励賞グループには「音の出る図鑑」

が贈られた．本企画の様子については，地

元紙２紙が取り上げてくれた．資料 5（9月

24 日付 奄美新聞）と資料 6（9月 25 日付 南

海日日新聞）を参照していただきたい． 

 

研究者からの一言 

私は、今年の 5月 11 日から 18 日まで、研

究のために奄美大島を訪れました。そこで、

一昨年から龍郷町で行われている COE 環境

教育プログラムに参加し、小学校と中学校

で研究の発表を行いました。 

まず子供たちが外国人の私に対して心を

開いて聴いてくれるだろうか心配だったの

で、 初の自己紹介でジョークを交え、子

供たちと打ち解けようとしました。私の国

をジェスチャーでコミカルに紹介したり、

昆虫と触れあう私の写真を見せたりすると、

子供たちはすごく喜んでくれました。そし

て、私が昆虫研究者になった経緯を説明し

ました。 

次に私自身の研究のひとつである「撥水

性」について発表しました。おそらく子供

たちは撥水性ということについて直感的に

わかりにくいだろうと思い、実物サンプル

を用いて簡潔に説明するように心掛けまし

た。撥水性の高いサトイモの葉に水滴を落

とし、水滴が転がる様子を子供たちに見せ

ると皆驚いていました。サトイモは奄美大

島において広く栽培されているので、この

現象を見る機会は十分あるはずなのですが

…。子供たちには日ごろから様々な身近な

ものを観察するようになって欲しいと思い

ました。 

さらに、こういった自然界での現象は人

間の身の回りの物にも使えることを説明し

ました。自然界から学ぶバイオミメティク

スという学問です。小さなロボットや普段

何気なく見ている建物の構造などにも、バ

イオミメティクスが使われています。自然

界の英知は、人類がこれまで生み出したも

のよりも、さらに快適な生活に導いてくれ

るかもしれないのです。 

子供たちの教育も我々科学者の義務です。

新しい科学の知識は小さな研究者の世界に

留まるだけではなく、広く人々に伝えてい

かなければなりません。前園泰徳さんが子

どもたちに説明したように、研究者は“考

える仕事”です。発見する驚き、それを解

明する喜び、さらに応用する楽しさを学ん

で欲しいと思いました。 

初めて奄美大島に訪れた時、私は自然が

活気に溢れていることに驚きました。本当

に真っ青な海や、物の怪がすんでいそうな
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森、どれをとっても非常に美しかったです。

今、環境教育を受けている子供達はそうい

った自然に興味を持ち始めています。若い

ときから自然を愛することを学んだら、大

人になってもその心は変わらないでしょう。

是非、大人になったら自分達の島を守って

いって欲しいと思います。そのためにも、

この環境教育プログラムを続けていって欲

しいです。 後に、奄美大島でお世話にな

った多くの人々に感謝申し上げます。

Gracias! 

(昆虫生態学研究室 PD  Pablo Perez 

Goodwin) 

 

本年度 5 月に龍郷町の COE 環境教育プログ

ラムに参加させていただきました。元々私

は自らの研究調査のために訪れていたので

すが、その際、藤崎先生からの提案と前園

泰徳さんや奄美の教育に携わる多くの人々

の御協力により、龍郷町の小中学校の子供

たちを相手に環境教育の講義をさせていた

だくことになりました。 

 発表テーマは私自身の研究テーマにも関

係のある「擬態のはなし」にしました。今

回は一般的に知られている隠蔽擬態ではな

く、より面白く難しい標識擬態に重点を置

き、更に私自身の研究や子供たちが喜びそ

うなクイズも盛り入れて授業を組み立てて、

プロジェクターを使って発表することにし

ました。 

いよいよ発表の時が来て心の準備もしな

がらプロジェクターの準備中、思いもかけ

ず早々と衝撃を受けることとなりました。

擬態に関連する“ツマグロヒョウモン”の

雌成虫の写真がスクリーンに投影された途

端、「ツマグロヒョウモンだ！」、「メスだ！」、

という声が聞こえてきました。奄美大島で

は何処にでもいる普通種であれ“ツマグロ

ヒョウモン”という名を知る人はどれほど

いるだろうか、ましてや雌であることを言

い当てるなんて、と感心してしまいました。

また、クイズは即答で当たり前かのように

全問正解、さらにはアリそっくりな“アリ

グモ”の写真を見て一発でクモだと答えた

子供もいるなど、子供たちの豊富な基礎知

識に驚かされました。前園泰徳さんのアド

バイスの成果もあり、子供たちはハイペー

スな講義にもかかわらず集中力を切らさず

に聴いてくれました。講義後も意外と難し

い質問もあり、前園さんに助けてもらいな

がら答えたりもしました。講義中私は子供

たちには驚かされっぱなしで、私自身も多

くを学べた気がします。子供たちも私の講

義で擬態の面白さ、そして研究の面白さが

少しでも伝わっていればいいなと思います。 

 八重山諸島、沖縄本島と行ったことがあ

る私ですが、奄美大島の自然の豊かさには

眼を見張るものがあると思います。奄美大

島固有種や固有亜種を始め、多種多様な生

物相の織り成すその生態系は日本の宝とい

ってもよいでしょう。奄美大島の子供たち

にはそれを誇りに思って欲しいと思います。 

 今回の講義で思ったのですが、環境教育

プログラムの効果がかなり眼に見えて出始

めていることを感じました。まだ効果は小

さいかもしれませんが、やがて奄美大島は

人間と自然の共生する社会を考える中枢に

なるくらいの発展が期待できるのではない

でしょうか。これからも絶やさずにプログ

ラムが続くことを祈ります。 

 この度は前園泰徳さん、教育長さん、学

校の先生、記者の方、多くの人々にお世話
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になりました。感謝の気持ちをこめてお礼

を申し上げます。 

(昆虫生態学分野 M1 高松寛樹) 

 

今年で３回目になる奄美環境教育プログ

ラムのお手伝いに、７月 30 日から４日間、

奄美大島の龍郷町を訪れました。私はプロ

ジェクトリーダーの藤崎先生の研究室のメ

ンバーではないのですが、一昨年度タイに

て行われた平成 19 年度京都大学国際シン

ポジウムで先生にお声を掛けていただいて

から、様々な形でお世話になり続けていま

す。今回の発表も藤崎先生から「７月の終

わりに奄美大島で子供たちに自分の研究を

発表してみないか」というお電話をいただ

いたのがはじまりでした。本プログラムは

龍郷町の小、中学生が自分たちで研究内容

を決め、その内容に沿うように実験を行い、

得られた結果をもとに考察を行い、発表す

るという、非常に学術的なものです。そこ

で私が任されたことは、自分が行っている

研究を子供たちが理解しやすいように、か

つ、それが子供たちの発表の見本となるよ

うに紹介することと、子供たちの研究につ

いて、特に得られるであろう結果からどう

考察するかについて助言を行うということ

でした。 

自分の研究紹介を行うにあたり、私の一

番の悩みは、「子供たちの興味をひくスラ

イドをどう作るか」でした。私は、小、中

学生を相手に発表を行った経験がなかった

ので、どのような単語を使い、どのような

内容にするか、このスライドで何を理解し

てもらうか、考えさせられることが多かっ

たです。その際、COE 博士研究員であり、

現地で環境教育の指導にあたっていらっし

ゃる前園さんから作成に関するアドバイス

を色々いただき非常に参考になりました。

今、振り返って考えてみると、分かりやす

い言葉を使い、かみくだいた表現を用いた

スライドを作成、発表することで、奄美大

島の子供たちに私の研究や研究の面白さを

伝えることができただけでなく、自分自身

も今まで行ってきた研究を客観視すること

ができたと感じています。 

発表後、龍郷町の小、中学生の研究につ

いて助言を行った際、現地の子供たちの研

究に対する熱意に驚きました。グループご

とに研究内容を聞いていったのですが、中

には興味深い視点である事象を追跡してい

るグループや、論理的な考察で得られた結

果に対してアプローチを行おうとしている

グループなども見受けられ、その研究意識

の高さに驚きました。これは、本 COE の環

境教育プログラムの有意義な結果であると

考えられます。 

今回の私の発表や助言が、奄美大島の子

供たちが身の回りの豊かな自然環境に目を

向けていく契機となれば幸いです。 後に

なりましたが、発表の機会を与えていただ

いた藤崎先生、スライドの作成だけでなく

奄美大島での滞在期間中もお世話になった

前園さんをはじめとして、多くの方々にお

世話になりました。この場を借りて心より

お礼申し上げます。 

（生物調節化学分野 D3 松下修門） 

 

 ７月２８日から４日間、COE 環境教育プ

ログラムに参加するため奄美大島に行って

きました。目的は龍郷町の小中学生に自分

の研究を発表することと、彼らが行ってい

る自由研究の相談に乗ることです。この企
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画は、今年で３回目になります。 

 参加のきっかけは、６月に京都大学で開

かれた学生セミナーで本 COE 博士研究員の

前園さんから奄美環境教育プログラムの内

容を聞いたことです。もともと子供と接す

るのが好きなこともあり、自分の研究成果

を子供に対する教育を通じて社会に還元す

るという目標に魅力を感じました。早速プ

ロジェクトリーダーの藤崎先生に参加を申

し出たところ快諾して頂き、奄美へ行くこ

とが決まりました。 

 事前に COE 研究員の前園さんから頂いて

いた子供向けの発表に関するアドバイスを

参考にスライドを作り始めました。今回発

表する内容は既にセミナーや学会で発表し

たことのあるものでしたので簡単にできる

と思っていました。しかし、いざ作り始め

るとなかなかうまくまとまらず、結局現地

で前園さんに直接手直しをして頂いてやっ

と完成しました。自分の研究を見直し、子

供にもわかる構成に作り変える作業は骨の

折れるものでしたが、大変勉強になりまし

た。 

 発表本番は、緊張していたせいか、せっ

かく奄美まで持って行っていた虫の実物を

見せ忘れるというミスを犯してしまいまし

た。僕の話だけで子供達の興味をどの程度

引き出せたか定かではありませんが、 後

まで集中して聞いてくれていたように思い

ます。 

 発表後に行った自由研究の相談会では、

子供達の研究に対する意欲の高さに驚かさ

れました。中には核心をついた難しい質問

をする子供もおり、的確にアドバイスでき

たかあまり自信がありません。全部で５つ

くらいのグループの話を聞きましたが、ど

のグループもそれぞれの研究に熱心に取り

組んでいました。ただ与えられた研究を課

題としてこなすのではなく、それぞれの興

味に合ったテーマを楽しんで進めていたこ

とが、その原因のように思われました。こ

ういった子供達姿勢は、本プログラム開始

時には見られなかったようです。今回僕が

感じた子供達の熱意は、環境教育が生んだ

成果の一つです。 

 奄美大島に行くのは今回が始めてでした

が、本土とは全く違う自然とそこに住む生

物の多様性にはただただ驚かされるばかり

でした。奄美大島に住む子供達にとっては

こういった自然の在り方は当然なのかもし

れません。しかし、少し森を散策しただけ

で無数の動物と出会えるほど豊かな自然は、

奄美大島が誇るべきものです。本プログラ

ムを通して、子供達が身の回りの豊かな自

然を認識し、それらを愛し、守って行くと

いう意識が芽生えればと思っています。 

 後になりましたが、滞在期間中は前園

さんをはじめ、多くの方々のお世話になり

ました。ここに厚く御礼申し上げます。 

（昆虫生態学分野 M1 坪井助仁) 

 

総括 

これまで，各学校で行われていた自由研

究や，総合学習における環境に関する学習

の大半は，簡単に調べたことを並べ替えた

だけの「まとめ＝調べた情報の整理」で終

了しており， も肝心な「考察」と呼べる

部分がなかった．発表についても，原稿を

読みながら単に模造紙上に書いたことを読

み上げるだけの場合が多かった．この背景

には，現場の教師で「考える技術」や「伝

える技術」を高いレベルで有している人が
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少ないことが指摘されている．そのような

状況において，龍郷町での研究発表は，我々

研究者が関わることで，この不足していた

部分を補えることを示した貴重な先行事例

と言えるはずだ．しかも，発表大会に参加

した子どもだけでなく，龍郷町では，全体

的な子ども達の研究や発表のレベルが向上

しつつある．これにも，本 COE プログラム

による地道な「考える力と伝える力の育成

サポート」が多大な貢献をしているのは間

違いない．龍郷町では，環境教育を通して，

単に自然保護や環境問題を学ぶだけでなく，

このような人が生きていくうえで大切な力

を身につけてきている．これは，従来のよ

うなイベント化した環境教育では絶対に身

につかないものであると考える．龍郷町で

は，現在，月に 10 時間前後，環境教育の授

業を私が実施している．また，昨年度作成

したオリジナルの教材を使用した体系的な

環境教育も行われている．この「環境教育

の日常化」があってこそ，生きる力，そし

て，持続可能な社会を形成する新しい常識

を身につけられると考えている． 

現在の日本では，まだまだ環境教育その

ものが未成熟であり，実施する土壌も整っ

ていないため，当然体系的な環境教育の実

践例が極めて少ない．そんななかにあって，

本環境教育プロジェクトは，知識をもつ人

材，資金，協力体制がともに整ったきわめ

て幸運な例であると言える．現在，文部科

学省において，環境教育に専任教官を置き，

新しい科目として充実させようという動き

があるが，中途半端な取り組みでは，状況

の改善は見られないはずだ．どの程度のこ

とを実施したら，どのような成果が現れる

のか，本 COE プログラムは，それらを明ら

かにできるところにすでにいる．我々の活

動は，子どもたちだけでなく，日本の教育

そのものを大きく変え得るポテンシャルを

有している．今後，成果や教育のシステム

をどうまとめ，一般化できるか，そして，

広く浸透させていけるかが， 大の課題と

なろう． 

（COE 博士研究員 前園 泰徳） 

 

海外短期留学を終えて 

 

本 COE の短期留学制度により 2008 年

10 月 8 日から約 3 週間，アメリカ農務省研

究 機 関 (USDA-ARS, CMAVE) の

Chemistry Research Unit に滞在する機会

を 得 ま し た ． CMAVE の Chemistry 
Research Unit は当研究室の森直樹准教授

がポスドク時代を過ごした場所で，青空か

ら強い陽光が降り注ぐフロリダ半島の付け

根，ゲインズビルにあります．研究施設の

すぐ隣にはフロリダ大学の広大なキャンパ

スが広がっており，スパニッシュモスをぶ

ら下げた木があちらこちら，亜熱帯の雰囲

気が漂っていました．今回私を受け入れて

下さった Chemistry Research Unit の

Hans T. Alborn 博士は，森准教授ポスドク

時代から長年に渡り植物に揮発成分放出を

誘導する昆虫由来エリシターの研究をされ

ており，11 月の第 3 回 COE 昆虫科学国際

シンポジウムでの講演もされています． 
さて，CMAVE は大学の研究室とは異な

り学生が存在せず，ポスドク，研究者そし

て技官の研究のプロフェッショナルたちに

よって構成されています．と言っても特に

堅苦しい雰囲気で研究しているわけではな

く，時々誰かが持ってきたケーキを食べな
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がら休憩したり，OFF と ON の切り替えが

はっきりしていたように思います．研究室

では日本ではなじみの無い技官の存在が非

常に大きく，昆虫や分析機器の管理，試薬

の手配から実験まで何でもしていました． 
 

 

木から垂れ下がるスパニッシュモス 
 
今回の滞在では，研究室見学をした翌日

から 終日まで快適に実験をすることが出

来ましたが，これも実験が滞らないよう昆

虫や試薬の手配をしてくれた技官の方々の

尽力のおかげであり，技官制度の良さを実

感しました．また研究室には GC，GCMS，
LCMS そして揮発成分捕集装置などがあり，

分析機器に関しては，京都で実験している

ときとほぼ同じものがありましたが，GC
と一言で言っても GC-EAD や GC-FPD な

ど様々なタイプの検出器を持った GC があ

り，揮発成分なら何でも分析できるのでは

ないかという充実ぶりでした．ゲインズビ

ル滞在 終週には Chemistry Research 
Unit のメンバーの前で研究発表をする機

会を得ました．幸運なことにその翌日から 
2 日間，CMAVE の新しい研究者候補 3 人
の研究発表を聞くことができ，高レベルか

つユニークな研究発表に非常に刺激を受け

ました．一番若い候補者でも既に別の大学

でポスドクを経験済みということで，自分

とは年齢は離れているものの，彼らのよう

な年齢になったときにこれだけの研究発表

ができるのだろうかと考えさせられました． 
 

 

CMAVE の建物 
 
今回の短期留学では，海外の研究室の雰

囲気がわかり，非常に有意義な時間を過ご

すことができました．渡航前は海外の研究

室の様子などは想像にまかせるしかない状

態でしたが，CMAVE の廊下に飾られてい

る“If we knew what we were doing, it 
wouldn’t be called Research. –A. 
Einstein.” のパネルを見て，どんな研究者

も日々模索しながら研究しているのではな

いかと思いました． 後になりましたが，

このような機会を与えてくださった本 
COE プログラム及び森直樹准教授に感謝

いたします． 
(化学生態学分野 D1 網干貴子) 
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講演会およびセミナー開催内容 

 

第 26 回 COE 昆虫科学セミナー「昆虫の「超

《感覚：嗅覚・味覚・聴覚を利用した情

報伝達と受容」高梨琢磨博士（森林総合

研究所）（2008 年 4 月 16 日） 

 

第 27 回 COE 昆虫科学セミナー「Feeding 
status of the parasitoid Diadegma 
semiclausum affects biological control of 
Plutella xylostella: implications for pest 
management 」  Dr. Lia Hemerik 
(Biometrics, Department of Mathematical 
& Statistical Methods, Wageningen 
University, Netherlands)（2008 年 5 月 22

日） 

 

第 28 回 COE 昆虫科学セミナー「会寄生種

サムライアリによる宿主ワーカーの行

動制御」恒岡洋右氏（茨城大学・DC3）  

(2008 年 6 月 13 日） 

 

第 29 回 COE 昆虫科学セミナー「脱皮ホル

モンを介した昆虫の発生・発育の制御機

構」 片岡 宏誌 教授（東京大学大学院

新領域創成科学研究科）(2008 年 6 月 27

日) 

 

第 30 回 COE 昆虫科学セミナー「昆虫力を

測る・創る・利用する- 遺伝子・神経・

行動からロボットへ 」神崎亮平教授 

(東京大学 先端科学技術研究センター) 

2008 年 7 月 14 日) 

 

第 31 回 COE 昆虫科学セミナー「鱗翅目昆

虫が細菌からの遺伝子水平転移によっ

て獲得した特異的代謝経路」嶋田  透 

教授（東京大学大学院農学生命科学究

科）2008 年 7 月 25 日) 

 

第 32 回 COE 昆虫科学セミナー「Exploiting 
plant-insect and plant-plant interactions in 

developing a strategy for managing cereal 
stemborers and striga weed in Africa」 Dr. 
Z. R. Khan (International Centre of Insect 
Physiology and Ecology) (2008 年 8 月 1

日) 

 

第 33 回 COE 昆虫科学セミナー「チョウ目

昆虫に特異的な筋収縮作用をもたらす

新規殺虫剤フルベンジアミド（フェニッ

クス®）の作用機構」八十川 伯朗氏（日

本農薬株式会社（2008 年 9 月 19 日） 

 

第 34 回 COE 昆虫科学セミナー「ゴマダラ

カミキリの配偶行動：誘引物質とコンタ

クトフェロモンを中心として」安居拓恵 

博士（（独）農業生物資源研究所）(2008

年 10 月 30 日) 

 

第 35 回 COE 昆虫科学セミナー「昆虫と病

原微生物との相互作用とその害虫防除

への利用」国見裕久教授（東京農工大学）

（2008 年 12 月 9 日） 

 

第３回 学生セミナーCOESS（COE Student 

Seminar）「理想の環境教育とは？ ～産

官学連携による奄美大島での実践例よ

り～」前園 泰徳 博士（昆虫生態学研

究室 COE ポスドク研究員）（2008 年 6

月 18 日） 

 

お知らせ 

 

第 36 回 COE 昆虫科学セミナー 梅津憲治

博士（大塚ホールディングス）（2009 年

1 月 20 日） 

 

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

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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