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ȮȜȞȯȾ
ā༃ɜɘȹޣᅕɈȤই
ɅĂ3127༃Ɉߤ˄ʵĜʠ
ɬȤȫɁȧɥȭɂɬဿȠ
ɦȱȩૃȽɀȤɤɘȳăȭȭ
Ʌࡥ੪ȯɦɀȞɥߤɌɂȾ
ɌɂȾɉȯȯɞȥɄɜɈɁȳ
ȦĂਗɩȯȽɀଜޏɬૅݚȢ
ȳɥಒɅɄȽɀȞɥɂఒȲ
ɀȞɥȥɣɁȳă

ā༃ɈߤၡਠɈෂɅɜĂȷɈɢȠɄණັɄᄘެ෮ੈ
ɈၡਠȦౘഽȩ࠸ɘɦɀȤɤɘȳăȶɌȮێ෴ȩɂɂɜ
ɅĂȤඪɤਗȞɈၫɅɜ౾ɬߙȫɀȞȹȺȧĂۙޏɈᆾ
ɬ߄ȬɀȞȩȭɂɅȮࢼ෴ȫɦɊɂಜɅࡏႊȱɀȤɤɘ
ȳăȩɩȱȩɉʳĜʸʲĜʐɈĶȜɄȹɅɁȧɥȭɂķɬ
ȮᅿݚȯȞă
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āவȱ६Ȟሇɬȱɘȳă૪ൣɬॵۜȳɥਡɅɉĂఱ࠰ɂ
Ɉ࠲बɬॽȾɛȹࡥ༄ྜโɄුȦȜɥɜɈɁȳăܑਡ
ɅɉĂ2:౦ࡢჂɈɼˋʈˁˋʡɈဇाɈෂɅఱ౺ɬຂ
܆ȱȹH/ʆʛʏˋʈĶʰˋ˂Ćˁɼʇ˅ʭʠɈૐࡥķȦȜ
ɤɘȳăဴਡɈȷɦɉĂʴʑʠˋਉެɅȜɥɾʁĜ˃ʟˋ
දོɈఝɁĂဴਡโ౼తɬॽȾɛȹI/E/ʕ˅ĜɈĶఝɈ౺
ߤ! ɾʁĜ˃ʟˋķɁȱɡȠăȷɈɢȠɄණၫɞକȥɣ
ɈೀȦĂഛȹɥޏɈ౺ߤɬȲȽɂॽȾɛɀȞɥȥɣ
ȭȷĂȷɦɣɈਡɉᆏȻڮɬॽɩȴĂმࡹɬଌএ
ɁȧȹɈɁɉɄȞȥɂȞȠૃȞɬࣅȩȱɀȞɘȳă༃Ă
ȷɈᆤਡɉਡმຂ࿌ɞຕᆴೊࢫɬฆȲɀĂ౦ޢɬࣙȥȵ
ɘȱȹȦĂଜޏɈယඣȦഁȩސȯɦɥȭɂɬɥɈəɁ
ȳă

āȷɦɉɂɜȥȩɂȱɀĂᆯȞሇɜȜɤɘȳăဴਡɺĜʑ
ɾʁʛʙɁᄘެ෮ੈɬૄຩȱɀݚȯȽɀȞɥʴʑʠˋߔ
ɈS/C/ʯˁɼʶʛʇ࣋ୂȦĶݗඤݛȳɥɾʁĜ˃ʟˋදķ
)Xbmefo! Xbsnjoh*ɂȞȠႨɬȯɦĂȮబɜ࠸ɛʕ˅
ĜڬਏɾʁĜ˃ʟˋɈఝɬࠫઍȱറȫȹఱęɈࡥሃɬɘɂ
ɛɥɂĂʮ˃Ĝʱ˂ĜɈݴɈާݴɞĂɤɈྦᅰȦȭɈ
261༃Ɂ૫൦ɅഁȩɄȽɀȞɥȭɂȦယȥȽȹɂȞȠɈɁ
ȳă

āষɅɄɤɘȱȹȦĂȭɈɢȠɄɺĜʑɾʁʛʙɈߤ
ɉĂઞݡȩȺȯȽȹʍɼʀˋʑĆʴˁˋʞɻɺɈၫęĂȮ
ૄຩɬȽȹॸ࢞ଞɈၫęĂȤɢɍૢოࣟ܄ۿɬʍʵĜʠ
ȩȺȯȽȹʴˁˋʞɻɺɈၫęɈȮૅܧĆȮࢾᆵɅɢɤݢ
༑ɂɄȽȹɜɈɁȳăȯɣɅȷɦɣɉĂȭɈၡਠஙɅࡥ੪
ȯȵɀ෴ȞȹࡅࣞĆੰචȥɣɈࡍ¦ɅૅȢɣɦɀȞ
ɘȳăૅܧଞɞૅܧචൌɅࠐଟȳɥɂࢼɅĂষȯɣɄɥ
ȮࢾᆵɬɩɤɘȳɢȠȭɈ௲ɬȤତɤȱɀȤࡄȞడȱ௫
Ȭɘȳă
ᆅૢෳā ۺ၃ā่ᇾ
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日本国内のプログラム
アースウォッチ・ジャパンで募集しているサイエンスボランティアの活動は、実証的な研究活動を行っている研究者とともに野
外調査の現場で行われます。
ボランティアとして環境調査の現場に立ち会い、研究者の話を聞き、実際に調査に加わることで、地球上で起こっている環境
問題を自らの問題として考え、体感することができます。
2016年には、日本国内で、13のプログラムが実施されました。

固有種ニホンイシガメの保全

八ヶ岳の森の掃除人 ヤスデの調査

チーム１： 2016年2月13日(土)〜14日(日)
チーム2： 2016年2月20日(土)〜21日(日)

チーム1： 2016年5月20日
（金）~22日
（日）
チーム2： 2016年6月17日
（金）~19日
（日）
チーム3： 2016年7月2日
（土）~3日
（日）
チーム4： 2016年9月10日
（土）~11日
（日）
チーム5： 2016年10月7日
（金）~9日
（日）

బࣷɄඔʃʹᇆɈখൌ෮ੈɬฆȲɀĂఱڻโɄࠞࣃɈޜ
ဿɞެᅰହɈఓȦႨঙᄵɈ౺ȧɜɈɅɃɈɢȠɄࣗ܆ɬ
ɖȱɀȞɥȥɬ༘ڐȳɥȭɂȦɁȧɘȳă

ཞ༃ɅێɈཡ౺ɂȞȠĂູڽɄ౺ൔɬ૩ȾʅʏʻʼʑʟɈ
౺ധۊɬ༘ڐȳɥ෮ੈɁȳă෮ੈɬฆȲɀĂఝᆹ౺ൔृɅȤȫ
ɥ௳ဘɈᄜߠɞĂ௳ဘɈ౺ധۊɂȷɈୈ၃ɁɈఱ࠰ߤ
Ɉ࠰Ɂ౺Ȳɥᄎ൨ɅȾȞɀߔɐȭɂȦɁȧɘȳă

気仙沼・舞根湾に蘇る生き物たちに学ぶ
モニタリング調査 震災後の海の生態調査
チーム１： 2016年5月14日(土)〜15日(日)
チーム2： 2016年7月23日(土)〜24日(日)
チーム3： 2016年9月18日(土)〜19日(日)

タナゴの生態調査 外来種の影響を探る
チーム１： 2016年9月10日(土)〜11日(日)

ຄႨరɈ༜Ɂࣗ܆ɬିȫȹ௱ॻைીɈခሕ
ɁĂఝɂޠɬȾɄȪۊ࠹ܨɈ౺ൔृɈޑဌݿาɬထౘɈॸ࢞ଞ
Ȧᇦ़ȱɀॸ࢞ȳɥယᄘ݁ඣळɈəɁȳă

࠾ॻܼୋીɈۊɅȤȞɀĂശറȦࡇɐɘɦɀȞɥದჱ
ࡇᔰହɈʗʢʌᇆɈʺʣʗ˂ˋʈ෮ੈɅઞݡȳɥȭɂɁĂႨ
Ɉ੭ᅰହɂެᅰହɈ࠲बɞȹɛදɄɃɈᆊટ။ɅȾȞɀଌණ
ɁߔɐȭɂȦɁȧɘȳă

෮ੈɬฆȱɀĂɈഽᅕɄȾɄȦɤɞɂఱɂɈ࠲ɩɤɅ
ȾȞɀଌණɁߔɐȭɂȦɁȧɘȳă

東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト

被災した地域のいきもの調査
ຄႨరɈ༜Ɂྡޮɬିȫȹࠞࣃɬ༘ڐȱĂɅ
༯ᆞȱȹဌ࣓Ʌ౺ȥȳȹɛɈ౺ൔृ෮ੈɁȳăࠍߟĆᒯɈ౺
ȧɜɈɈখൌౘɬ෮ੈȳɥȭɂɁĂຄႨɈࠞࣃɈޑဌ
࣍ɅȾȞɀߔɐȭɂȦɁȧɘȳă

[干潟調査]
チーム１： 2016年5月21日(土)〜22日(日)
チーム2： 2016年6月4日(土)〜5日(日)
チーム3： 2016年6月18日(土)〜19日(日)
チーム4： 2016年6月25日(土)〜26日(日)
チーム5： 2016年7月22日(金)〜24日(日)
チーム6： 2016年8月20日(土)〜21日(日)

[チョウ調査]
チーム１： 2016年7月8日(金)〜10日(日)
チーム2： 2016年8月10日(水)〜12日(金)
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調査プログラムのカテゴリー
生態系サービス

海洋保全

気候変動

紀州みなべのアカウミガメ

沖縄のサンゴ礁
チーム１： 2016年5月20日(金)〜23日(月)
チーム2： 2016年8月19日
（金）〜22日(月)

チーム１： 2016年7月10日
（日）〜12日(火)
チーム2： 2016年7月14日(木)〜16日(土)

ʍˋʌɈཆݛএɈঈۚɂʹʃʣʒʸɬߔݨโɅސცȳɥ෮ੈ
ɅઞݡȳɥȭɂɁĂॻਡຢनႨင෨ୈ၃ɈʍˋʌɈএ
ɬඪɥȺȫɁɄȩĂʈ˅Ĝʨ˃Ʉݻ൨ɁȜɥʍˋʌɈ०౯
Ɉ။૩ɞཆݛȱȹʍˋʌɈޑဌࡳɈߊᆏɅ़ɩɥȭɂȦɁȧ
ɘȳă

ሆݬટॻəɄɓ෨ɈಫᆊɉĂɺʃɾʷʄʹɈદᅹණɂȱɀႨ
ୋࡤჹɬপɥණۊɁȳăદᅹɈȹɛɅࣷᆿɈ၃ɬȧᅰ
ȱɀȞɥɂૃɩɦɥɾʷʄʹɈ༃࠰દᅹޑౘɞ࡚ޑᆎɬცɣȥ
ɅȳɥȹɛɈၟߣโ෮ੈɬȞɘȳă

石垣島白保のサンゴ礁
種子島のアカウミガメ保全
チーム１： 2016年5月28日
（土）〜30日
（月）
チーム2： 2016年6月25日
（土）〜27日
（月）
チーム3： 2016年7月2日
（土）〜4日
（月）
チーム4： 2016年8月26日
（金）〜28日
（日）

ۧහ˅ʉʛʠɈଗ๘ȦȜɥହાɈྰȱȞ၃ɅદᅹɅၸɦɥ
ɺʃɾʷʄʹɈଌൔɬცɣȥɅȳɥȹɛĂᄕ࠰Ʌੋɬຝੈȱ
ɀখൌૻ်෮ੈɬȞɘȳă୷ȱȹʹʑɈ౺રᆎɂદᅹණɈ
ဿ৩Ɉݢ༑౯ɬ෮ɓɥɂɂɂɜɅĂǔॢɅɉᑓݛȱȹાʄʹɈ
෮ੈɜଌૈȱɘȳă

チーム１： 2016年9月9日
（金）〜12日(月)

ཆ။ʍˋʌɉ౦ޢऔૄɈɺʂʍˋʌदୠɬᄵȱĂၹȥɄ౺ဘ
ഽᅕ౯ɅषɘɦɀȞɘȳă
ۊ࠹ܨɅঢ়ȦɥʍˋʌɉĂȭɈۊޠɈ౺ൔृɬૅȢɥȺȫɁ
ɄȩĂཆ။ɅୣɚఱȹȻɈၙɣȱɂდಞɄ࠲ɩɤɬɜȽɀȞɘ
ȳă෮ੈɬฆȲɀĂʍˋʌɅࣗ܆ɬᅇȢɥᆌ௫ȥɣɈಘɈ
ۊޠɒɈᆔɬ༘ڐȱĂཆ။ණۊɈࠞࣃɈ౺ĆୌဌĆ๙
ຕโᆀᅙɬߔɭɁȞȹȺȧɘȳă

海のゆりかご 東京湾のアマモ
チーム１： 2016年6月17日
（金）〜19（日）

ຄࢶሕɅ౺ധȳɥޠഐഔ௲Īɺʶʺ௲īɉĂȯɘȰɘɄޠᅖ౺
ဘɈ౺ധɈ௲ஒɂȱɀĂ࠹ܨ౺ൔृɈ୭ᅟɄᄜߠɬඐȽɀȞ
ɘȳăޠɂᆌɂɬȾɄȪۊ࠹ܨɅ౺ധȳɥɺʶʺɈ෮ੈɬฆȱ
ɀĂȯɘȰɘɄޠᅖ౺ဘȦထઔȥȾഽᅕɅࢼ౺ȱɀȞɥএɬ
༘ڐȳɥȭɂȦɁȧɘȳă

温暖化と沿岸生態系
ࣷ༃మȳɥেဿȦ࠹ܨ౺ൔृɅɃɈɢȠɄࣗ܆ɬɖȱ
ɀȞɥȥɬ༘ڐȳɥȹɛɅĂۍɅ౺ധȳɥ౺ȧɜɈɈ౺ൔ෮ੈ
ɬȞɘȳă෮ੈɬฆȲɀĂݗඤݛɈࣗ܆ɂளᅰɈᅅപɅȾȞ
ɀߔɐȭɂȦɁȧɘȳă

[千葉]
チーム１： 2016年7月1日(金)〜3日(日)

[和歌山]
チーム１： 2016年8月20日(土)〜21日(日)

Ation utet ad tat.
Tionsequam nulla
adionum esed
tin estrud magna
feugait veliqua
mconum dolorting
er si etum velit lut
nostisi.
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固有種ニホンイシガメの保全

調査の概要
[調査地]

Supported by:

公益財団法人松下幸之助記念財団

主任研究者
小菅 康弘 先生 （こすげ やすひろ）

千葉県君津市の小河川

NPO法人カメネットワークジャパン
代表理事

2月 2チーム 15名

ȭɈ෮ੈණɁɉĂঙᄵହɁȜɥʣʳˋɼʏʄʹ)ݚڬćɼ
ʏʄʹ*ɂʇʍʄʹȦວஒโɅ౺ധȱɀȞɘȳăႨʯ˅ʈ
ˁʸɈॸ࢞ଞɉĂ2::8ȥɣ3113༃ɘɁॅറȱȹ෮ੈ
ɬଌૈȱĂ౺ധȳɥʃʹɈখൌౘɬైฤĂɘȹࡠಣโɅݭ
ರɈယɅဿݛȦॽɣɦɥȭɂɬߊȱɘȱȹă

小林 頼太 先生 （こばやし らいた）
東京環境工科専門学校 教員
新潟大学 朱鷺・自然再生学研究センター
協働研究員 博士（農学）

෮ੈණɁɉĂݭರɅఛȱȞ࣌ɬȳȹɛݭஸɬێငकȱ
ী࠹ȯɦȹ഼ɅĂɬယߠȳɥɢȠɅັᇭȦ८ಡȯɦɀ
ȞɘȳăȭɦɣɈఱڻโɄࠞࣃɈޜဿȦĂඔ౯ʃʹᇆɅ
ɃȠȞȽȹࣗ܆ɬᅇȢɥɈȥĂȷɈࣗ܆ɬცɣȥɅȳɥȭ
ɂɬᄆโɂȱɘȳă

鈴木 大 先生 （すずき だい）
九州大学 持続可能な社会のための決断
科学センター 助教

ɘȹĂĂఱโɄࠞࣃɈޜဿɞެᅰହɈఓɅɢɥࣗ܆
ɁĂඔ౯ʃʹᇆɉখൌౘȦঌȽɀȞɥɂૄȯɦɀȞɘ
ȳȦĂࢦݿɈ౺ധౘɅ࠲ȳɥඪॽɉၿȱȞ࣍Ɂȳăএ
੭Ă፪ᇆɅɢɥ၏ɈഝݡɅɢɤĂʣʳˋɼʏʄʹɂʇ
ʍʄʹɈ౺ധౘɅ୭Ʉࣗ܆ȦɀȧɀȞɥȹɛĂȭɈ
࣍Ɉฃಙ෮ੈɜȞɘȳă

調査結果

ȭɦɣɈ෮ੈɉĂষɈʃʹɄɣɍɅɞݭರୈ၃ငɬ
ᆀᅙȳɥ౺ဘɈ౺ധࠞࣃɬ။ȳɥȹɛɈࡊೣᆧɈɌɂ
ȾɂɄɤɘȳă
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考察
ʃʹᇆɉĂ༃Ɉ265খൌɢɤவɄȞो226খൌɬ၏߉ȱ
ɘȱȹăȷɈ໘ᄟɉĂʇʍʄʹȦᄭಬȱɀȤɤ214খൌĂ
ʣʳˋɼʏʄʹ)ݚڬĂɼʏʄʹ*Ȧ23খൌɁĂȷɈɕȥެ
ᅰହɈʃʹɈ၏߉ɉȜɤɘȵɭɁȱȹăȭɈय़ݪĂɼʏʄ
ʹখൌౘɈൌɅಬɛɥߠਗɉ21/5œɁȱȹăɼʏʄʹ
ɉĂႨʯ˅ʈˁʸȦɘȽȹ3117༃Ɂɉ56খൌĂ3118༃
Ɂɉ66খൌɬߊȱɘȱȹɈɁĂɁɉ6ယɈ2าɅɄ
ȽȹȭɂȦɩȥɤɘȳă
ᅟۚɂȱɀɉĂഫಙɈಙȥɣɺˁɼʈʶɈ၏ȦȜȬɣ
ɦɘȳă3119༃ɅɉᆲɈྡޮȦॽɣɦɘȱȹăޑɜ
၏߉ȱȹɼʏʄʹɉ၏ȦঈۚɂəɣɦɥȦȜɥɜɈȦ
வɄȩɄȩĂɺˁɼʈʶɉ௵โɅĂʃʹᇆɬ၏ȱɀȞ
ɥȭɂȦȯɦɘȳăɘȹĂ3125༃ɈࡥሃโɄಥɈ
ষĂಞɈঈۚɉცɣȥɂɄȽɀȞɘȵɭȦĂʇʍʄʹɜ
ɍখൌౘɬঌɣȱɀȞɘȳă

ɘȹĂޑɉĂɼʏʄʹɈᅌൌখൌɈ၏߉ɜȜɤĂཽఇɬ
ߊɁȧȹȭɂȦେߋɁȳăখൌౘɬঌɣȱɄȦɣɜĂཽ
ఇȦڿ૩ȯɦɀȞɥȭɂȦယȥȽȹȭɂȥɣĂষɉཽఇ
ɈʹʃʣʒʸɬცɣȥɅȳɥȭɂȦྼᅟɁȳăɼʏʄʹɈ
ʹʑȦယɢɤழȯɄʂʑɬɃɈɢȠɅೊ൰ȱɀȞɥȥɂ
ȞȽȹ౺ൔߔโɄɺʯ˅ĜʙɂɂɜɅĂ࢙ڈɞৄྪĂદᅹ
ȦɃɈɢȠɄࠞࣃݚɁɩɦɥȥɄɃɈࠞࣃโɄɺʯ˅Ĝ
ʙɁ෮ੈɬȳɥȭɂɅɢɤĂཽఇȦڿ૩ȯɦɀȞɥʹʃʣ
ʒʸɬထਗโɅცɣȥɅɁȧɥɜɈɂ৽ȢɀȞɘȳă
ȭɈܛࡖɈ෮ੈɬॅറȳɥȭɂɁĂɼʏʄʹȦဌߤȳɥ
ȹɛɈ୭ᅟɄᆧɂȱɀȞȧɘȳă

今後の見通し

参加者の声

ʇʍʄʹɅȾȞɀɉĂႨʯ˅ʈˁʸɈࢾລॸ࢞ଞɈᇑᄄ
ಪ౺ɣɈۆ๙ߔโɺʯ˅ĜʙɈॸ࢞ɅɢȽɀĂȭɦɘɁĂ
੭ᅰହɂȯɦɀȧȹʇʍʄʹɬެᅰହɂڙȠȭɂȦൃຎɁ
ȜɥȭɂȦცɣȥɂɄɤɘȱȹăႨ෮ੈɅȤȞɀɉĂɼʏ
ʄʹɂʇʍʄʹɈ3ହȦ౺ധȳɥழರɁĂɼʏʄʹɬෳࡖ
โɅʺʣʗ˂ˋʈȱɀȧɘȱȹăႨਡɅɉວ3ହȦ౺
ധۊɬວȲȩȳɥȭɂȦவɄȩɄȞȭɂȥɣĂႨ෮ੈɈ
ݪɉĂɼʏʄʹɬ။ȳɥ௫Ɂວ3ହɈڙȞɬɃȠȳɓȧ
ȥɬ৽ȢɥȠȢɁ୭ᅟɄɜɈɂɄɤɘȳă

「カメを探すワクワク感がある反面、カメの生息している川
の汚れがひどかったことに驚きました。またアライグマに襲
われたと思われる怪我をしたカメが多く、
こんなにも獣害が
ひどいのかとびっくりしました。」
「夜のレクチャーで、外来種の生息の拡大を防ぐ難しさや、
駆 除などの対 策の厳しさを教えてもらいました。この調 査
は、他の研修などでは決して学べないことばかりでした。」
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気仙沼・舞根湾に蘇る生き物たちに学ぶ
モニタリング調査
震災後の海の生態調査

新日本有限責任監査法人

主任研究者

調査の概要
[調査地]

Supported by:

気仙沼市舞根地区の海上および河口干潟・湿地

田中

5月〜9月 3チーム 22名

克 先生

（たなか

まさる）

京都大学名誉教授、舞根森里海研究所 所長

3122༃4ॢ22ɅࢨɄණరɂ༜ȦခሕɬॖȱĂ
ޓჱโɄྡޮɬɜȹɣȱɘȱȹăࡊࠎદࣞɁȜɥʃʅɞʳ
ʗʞʄɼɈᅤఇࣞɈާɅݢज़ɄĂޠɈࠞࣃɂ౺ȧɜɈ
ɈᅕાɬސცȳɥȹɛɅĂ௱ॻைીठ෨ခሕɁ
ॸ࢞ଞୠචɅɢɥਗວ෮ੈȦ3122༃6ॢɢɤɘɤɘȱ
ȹă

横山

勝英

先生

（よこやま

かつひで）

首都大学東京 都市基盤環境コース 准教授

ȭɦɉĂණరɂ༜ȦఝɂޠɬȾɄȪۊ࠹ܨɈ౺ൔृɅ
ɖȱȹࣗ܆ɂĂȷɈޑဌݿาɬ෮ੈĆࡥሃȱĂ౦ޢɅཡఒ
ȳɥɂɂɜɅ૫౦ൣɅ๙ȳɥȭɂɬᄆโɅȱɀȞɘȳă

他の研究者の方々（五十音順）

෮ੈɬฆȲɀĂଈණɞࠍߟโࠞࣃĂȷɈୈ၃ɈޠɅ೩ɥ
౺ȧဘȹȻɞ౺ဘഽᅕ౯ɈဿݛɬෂෳࡖโɅʺʣʗ˂ˋʈ
ȱĂۊɂᆌۊɈھ)ʀʋʠĜˋ*Ɉ୭ᅟ౯ɬߔݨโɅ
࿎ݟȱɀȞȧɘȳă

遠藤

光 先生 東北大学農学研究科 助教

中山

耕至 先生 京都大学農学研究科 助教

夏池

真史 先生

福島

慶太郎 先生 首都大学東京都市環境学部 特任助教

益田

玲爾 先生 京都大学フィールド科学教育研究センター

東京工業大学理工学研究科 博士研究員

准教授

吉永
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郁生 先生 鳥取環境大学環境学部 教授

調査結果

,



今後の見通し
ைĆခሕɉಪߔݨɈଌঅ௲ɁɜȜɤɘȳă
ᇉȢɊĂࢳᇆ෮ੈɈॸ࢞ଞɉࣷާཡȯɦȹࠞࣃ
EOBࡳɅଲɤ೨ɭɁȞɘȳăޠɞޠฦ്ಓဘɅɉ౺
ဘᄻᅰɈEOBȦഽȩ࠸ɘɦɀȞɥɈɁĂޠɈယඩɉ
෮ੈɈɂȧɅȷɈ௲Ʌॽɣɦȹࢳɬཱ܇ȱĂ്ಓဘɈ
ယඩɉෳࡖ࠰ɅࡥሃȯɦȹࢳɈ௶ၡɬරಓĆཱ܇ȱɀȞ
ɥɂᅅȯɦɘȳăষĂȭɈၭɈߊᆏɬమɛĂੜଲȱ
ȹ്ಓဘɈEOBယȥɣ༜ষɈࢳᇆदୠɈဿݛɬ
এȳɥोކɁȳă



ɘȹĂજᆌ࠹ܨɉණరষȥɣęɅණྉȦ௫ீȱɀȤɤĂ
ȭɈ6༃Ɂ41dnɕɃȩɄɤɘȱȹăষĂჱȱȹࠍߟ
図

ȦএȱĂवȯɦȹܶ౯ଈණɈܶယ༏Ȧဿݛȳɥݢ༑
౯Ȧ৽ȢɣɦɘȳăȭȠȱȹĶଌঅโɄࠞࣃķɉฆɅɉ
ȜɤɘȵɭȥɣĂۊ4ණ๘ɅȤȞɀ܈ᄀ෮ੈɬȞĂ
ੜଲȯɦȹલනࢳɈହວฤĂोౘĂൌෳപฤĂಒɬᅙȞ
ȹෳബైฤĂہ໘ᅎဘੈฤຑɈယɬȞɘȳăȷȱ
ɀĂණवĆܶယɈဿݛȦ౺ൔृɅȤɢɖȳࣗ܆ɬ෮ɓɀȞ
ȧɘȳă

震災湿地と河口域での魚の生活史型別の個体数・種数
（京大・
, 7
- 
 
$ 中山）

考察
ைĆခሕȤɢɍರᆔۊɅȤȞɀĂ౺ဘࠞࣃȦ
3122༃Ɉ༜ȥɣିȫȹࣗ܆ɬॳບȳɥȹɛĂဘᆅ)ᆔ
ɦĂܶယĂ*ݗĂ)ߔݛଋĆฦଋ*Ă౺ဘ)ީᇆĆޠഔĆ
ࢳᇆ*ɈȜɣɠɥࠞࣃʩˁʹĜʗĜɬߒॢɁ෮ੈȱɀȞɘ
ȳăࣞȥɣழळɈᄀɬ܈ȞɀෂɈ౺ဘɬੜଲȳɥख़
ᄀ෮ੈɁɉĂ311nȱȥᆋɦɀȞɄȞࠞࣃɁცߊɅ౺ဘद
ୠȦယȥɦȹȭɂȦယȥȽȹɕȥĂ3122༃Ɉరȥɣ
ߏโࡖ࠰ɅఛȹɄ౺ဘഊȦवȯɦȹȭɂȦယȥɤɘȱ
ȹă)ూઞ*

ȭɈɕȥɅɜĂĆฦଋෂɈ์ɞᅗശᄵ࡙ൔɈ෮ੈĂˁʡ
ˋ333ʠ˄ĜʍĜၭɅɢɥޠฦᄷ෮ੈĂજ૫ই෦ᆔʏ
ʷʽ˄ĜʏʿˋɄɃĂಪɈၭɬ೨əਗɩȵɀ෮ੈॸ
࢞ɬమɛɘȳăఝᆊޠɈɛȪəɅᆏࢋȱɀဌ࣓ɘȻȿȩɤ
ȦమɚɢȠĂߔݨโඪॽɬอࢷȱɀȞȧȹȞɂ৽ȢɀȞɘ
ȳă

ᄆ෮ੈɁɉĂࢳɈହᇆɞখൌౘɉ෮ੈȥɣ3༃า
ɁɕɖޑဌȱɀȞɥȭɂȦယȥɤɘȱȹăɺɼʢʹɄɃෳ
ୁɈࢳɈൌෳɉ෮ੈާڬਏவȱȴȾȧȩɄȽɀȤɤĂ
ࢳହȮɂɈൌෳɂখൌౘȥɣोધȯɦɥࢳɈ୭ᆲɉĂȭ
Ɉ6༃࠰ɁɂɄɤɘȱȹăʶʢʶʋɉ༜ȥɣ4༃ᄆਰ
ȥɣഝȢɉȲɛĂʀʖɺˇʫɉ6༃ᄆɁɛɀĂࢱ߉ʍɼ
ʒȦഽౘߊȯɦɘȱȹă

参加者の声
「森と海が同時に見える場所で、普段の生活では忘れていた
自然との共存や、食物連鎖などを実感できました。津波被害
の反面、海の環境としてはプランクトンが増えて養殖に好影
響があったというお話を聞けて、今まで考えたことのない視
点で物事を見ることができ、興味深かったです。」

ࣷɈ୭ᅟɄʠʬʛʇɂȱɀĂሕܼɈܶ౯ଈණɈȭɂȦࢫ
ȬɣɦɘȳăరɅɢɥණྉݚĆటɈࣗ܆Ɂ࠹ܨ༔ණ
Ȧܶ౯ଈණɅɄɤɘȱȹă܈ᄀ෮ੈɈय़ݪĂݭರɈݭɁ
ɉࢳޠȦᄭಬȱɀȞɥɈɅൎȱĂܶ౯ଈණɁɉరɈ2
༃ষɅɉࢳȦᄭಬȱɀȞɘȱȹăଈණɉݭɂ311n
ȱȥᆋɦɀȞɘȵɭȦĂݭۊɂɉڽɄɥɈલනࢳഊ
Ȧࡖ࠰ɈȠȻɅवȯɦɀȤɤĂߔโɅ୭ᅟɄඪॽȦ
ຶɣɦɘȱȹă

「舞根地区の住民が防潮堤の賛否について、対立構造を作
らずに合意形成をしていったというお話が、物事を考える上
で大切だと思いました」
「 研 究 者の方は、イシガレイに鱗のない理由や貝毒の原 因
はまだわかっていないことなど、
ちょっとした質問にも丁寧に
答えてくださり感動しました。」
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東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト

Supported by:

被災した地域のいきもの調査

三井住友銀行 BNPパリバ・グループ
花王株式会社 三菱商事株式会社

（干潟調査）

主任研究者
調査の概要
[調査地]

占部 城太郎 先生 （うらべ じょうたろう）

福島県相馬市（松川浦）／宮城県名取市広浦・仙台市

東北大学 大学院 生命科学研究科 教授

井土浦／仙台市（蒲生干潟）、亘理町（鳥の海）／ 松島町、利府町
（松島湾）／塩釜市（浦戸桂島・寒風沢島）／岩手県宮古市（津軽

柚原

石川河口）
の13地点

剛 先生 （ゆはら

たけし）

東北大学 大学院 生命科学研究
科 研究員

5月〜8月 6チーム 59名

牧野 渡 先生 （まきの わたる）

3122༃4ॢ22Ʌཡ౺ȱȹණరɂ༜ɅɢɤĂຄ႘ණ
ၫɉషɄྡޮɬିȫɘȱȹă

東北大学 大学院 生命科学研究科 助教

ຄ႘ɈྡණɈഽȩɉĂޠɈषəɞɭɖɈ܄əɄɃĂ
౺ൔृɈषə)౺ൔृʍĜʫʑ*ɬঔɅᆀᅙȳɥ౺ߤ
ɬȱɀȧȹණۊɁȳăɁȧɥȺȫഁȞဌ࣓ɉࢼฆȱȹࡄ
ȞɁȳȦĂࠞࣃɒɈࣗ܆࿎ݟɬȠȭɂɄȩĂഁɅ
ટɞఝɬɤĂರɞޠĂȷȱɀɭɖɈ౺ဘഽᅕ౯ɞ౺
ൔृɒɈ༯ᆞɈɄȞഢɉĂ౺ൔृʍĜʫʑɬฝݚȯȵ
ɀĂྡණެڬɅɜഽȩɈ૫โɄޮɬ౺əȱȥɇ
ɘȵɭă

金谷

弦 先生 （かなや

げん）

国立環境研究所地域環境センター
海洋環境研究室 NIES特別研究員

鈴木

孝男 先生 （すずき

みちのくベントス研究所

たかお）

所長

ૐȹȻɉĂȭɈණɈ༔ᆹદࣞȦࢵିȳɓȧளᅰɈ౺ൔ
ृȥɣɈषəɬॽȢĂޠɞɭɖɈ౺ൔृɈၹȥȯɞ
౺ဘഽᅕ౯ɬۋɚĶʈ˂Ĝˋဌ࣓ķɬȠȭɂɁĂ༔ᆹ
દࣞɂࢼɅ౺ȧɀȧȹණۊȦĂɢɤශଌɅᆵࣅȩဌ࣓
ȳɥɂఒȲɀȞɘȳă
ࠍߟɈʺʣʗ˂ˋʈ෮ੈɁɉĂࠍߟɈჶɍฦෂɈ
౺ȧɜɈɬඑȱĂএȱȹହᇆɬࡥሃȱɘȳăʟĜʗɬ
ྡɂߏȳɥȭɂɁࣗ܆࿎ݟɅᄜᆏɀɥɂɂɜɅĂ
ହഽᅕ౯ɈȞஒɞࡏவହɈശ੭௲ஒɬ။ɁȧɥɢȠ
Ʌȱɘȳă
42.0

29.8

39.2

図1 出現種群数の経年変化
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51.8

43.3

44.2

46.5

平均値±
標準偏差

調査結果
表1

2016年における干潟生物市民調査手法による出現種数
津軽石川河口、蒲生干潟、鳥の海については、近隣で実施した2回の調査結果を合算した
優占種は全調査者のうち70%以上の人が見つけたもの、普通種は70%未満〜10%以上、少数種は10%未満
赤字は2014年に初めて優占種になった種類、青字は3年連続して優占種であった種類

今後の見通し

図2 各調査地点による群集構造の経年変化

考察
3127༃Ɉ24෮ੈණ๘ɁɈএହౘɈိࣧɉ59/3ହ
)36ġ71ହ*Ɂȱȹ)2*ăరȥɣߏɁȧɥ22෮ੈ
ණ๘ɁɈॄ༃ဿݛɬəɘȳɂ)ూ2*ĂరষɈ3122
༃ɅএହदȦဍɅঌவȱȹষĂ3123༃ɢɤഝݡ
ȱĂ3124༃ɅඩɬࡥሃȱɘȱȹăȷɈষ3125༃Ʌ
ঌவɅ๖ȲĂ3127༃ɘɁɕɖວౘɬڿ૩ȱɀȞɘȳă
এହदɈॄ༃ဿݛȥɣĂฦ౺ဘदୠɉஏ෮Ʌޑဌ
ȱĂȷɈൔȦڿ૩ȯɦɀȞɥȭɂȦɩȥɤɘȱȹă!

߳౺ࠍߟBɞɈޠBɄɃɈ෮ੈණ๘ɁɉĂరষ6༃
ॄݿȱȹ3127༃ɁɜĂदୠ৭ഢȦరɂɉڽɄȽɀ
ȞɘȱȹȦĂȷɈঈۚɉĂ߳౺ࠍߟɁɉĂ෮ੈණ๘Bࣷ
ႁɅȜɥޠɈɤɂɄɥຩᆔรȦݜဌࢤɈɘɘɁ
ȜɤĂࠓৄޠȦڏȞ࣍ȦറȞɀȞɥȹɛɁȱɡȠă
ɈޠɁɉĂ෮ੈණ๘BࣷႁɁ႕෦รૢȦॅറෂɁĂ
౺ധ௲ȦޜဿȯɦɀȞɘȳăȭɈȭɂȥɣĂరষɈ
༜ࣗ܆ɅݡȢɀĂဌ࣓ૢࣞɅȠࠓৄޠɈݛڏĂ౺ധ
௲ޜဿɅɢɥࠍߟ౺ဘɈᅌ౺ࢷࢣɈଡඣĂ౺ധ௲Ɉ
ɅɢɤĂȷɈदୠ৭ഢȦޑဌȱɀȞɄȞݢ༑౯ȦȞɂ
ȞȢɘȳă
ཾێโɅࠞࣃȦ߅ᅸȯɦȹষɅ౺ဘदୠȦইɅᄋɥɅ
ɉĂ৭ȳɥ౺ဘହɈᄝ4౦ൣယɈ૪࠰Ȧྼᅟɂɩɦ
ɀȞɘȳăࠍߟɅ౺ധȳɥᅟ৭౺ဘɁɉĂʌʃɼɄ
ɃɈഽჽᇆɉ2༃าɁ౦ൣৄൣȱɘȳȦĂީᇆĂʃʣ
ᇆɁɉ4༃าɁȜɥȭɂȦഽȩĂరɈ౺ဘदୠɅ
ᄋɥɅɉ21༃าɈ૪࠰ȦྼᅟɂȯɦɀȞɘȳăȭɈȭ
ɂȥɣɜࠍߟ౺ဘदୠɈఱڻโĂ౺ဘߔโݻ൨ɬސड़ȳ
ɥȹɛɅɉĂவɄȩɂɜ3131༃ਰɘɁɉĂວᅕɈၭ
ɁɈॅറȱȹʺʣʗ˂ˋʈȦྼᅟɁȳă

߂෮ੈණ๘Ɉदୠ৭ഢɅȾȞɀəɥɂ)ూ3*Ă༜ࣗ܆
ɈழȯȥȽȹᜌȦۺĂࠫટĂिɁɉĂॄ༃ဿݛɜ
ழȯȥȽȹȭɂȦယȥɤɘȱȹăێၫɁ༜ࣗ܆Ɉȧ
ȥȽȹರۭۺɈྪĂ߳౺CĂɈޠCɁɉĂदୠ৭ഢ
ɉరষȧȩဿݛȱɘȱȹȦĂ3127༃Ʌȥȫɀę
ɅইɅᄋɤȾȾȜɤɘȱȹăȱȥȱ߳౺BĂɈޠBɁ
ɉĂএ੭ɁɜరɈदୠ৭ഢɂɉڽɄȽɀȤɤĂޑဌ
ɅɉȽɀȞɘȵɭă

参加者の声
「 作 業に入るまでは、市 民の自然 教 室 的なものかと勘 違い
をしていました。夜のレクチャーで、我々の作業は研究に貢
献するものであり
「ママゴト」ではないと理解しました。」
「 生 態 系のバランスを維 持することは、一 部の自然 愛 好 者
の問題ではなく、広く地域社会の利益に繋がるかどうかを含
めて、冷静に評価していく必要がある。それとともに、その評
価を上手に発信していくことが必要だと感じました。」

రȥɣ6༃ॄݿȱĂࠍߟ౺ဘɈএହदౘɉߏโڤ
ฤभɅȜɤɘȳȦĂ༜ࣗ܆ɈȧȥȽȹ߳౺ࠍߟɞ
ɈޠɈ౺ဘदୠ৭ഢɉĂȺɅޑဌ௫ɁȜɥȭɂȦ
ɩȥɤɘȱȹă
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東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト

Supported by:

被災した地域のいきもの調査

三井住友銀行 BNPパリバ・グループ
花王株式会社 三菱商事株式会社

（チョウ調査）

調査の概要
[調査地]

主任研究者

桂島、寒風沢島、野々島、朴島

7月〜8月 2チーム 17名

占部 城太郎 先生 （うらべ じょうたろう）
東北大学 大学院 生命科学研究科 教授

河田 雅圭 先生（かわた

まさかど）

東北大学 大学院 生命科学研究科 教授

横山 潤 先生 （よこやま
3122༃Ǐॢ22Ʌཡ౺ȱȹණరɂ༜ɅɢɤĂຄ႘ණၫ
ɉషɄྡޮɬିȫɘȱȹă
ຄ႘ɈྡණɈഽȩɉĂޠɈषəɞɭɖɈ܄əɄɃĂ౺
ൔृɈषəĪ౺ൔृʍĜʫʑīɬঔɅᆀᅙȳɥ౺ߤɬ
ȱɀȧȹණۊɁȳăɁȧɥȺȫഁȞဌ࣓ɉࢼฆȱȹࡄȞɁ
ȳȦĂࠞࣃɒɈࣗ܆࿎ݟɬȠȭɂɄȩĂഁɅટɞఝɬ
ɤĂರɞޠĂȷȱɀɭɖɈ౺ဘഽᅕ౯ɞ౺ൔृɒɈ༯
ᆞɈɄȞഢɉĂ౺ൔृʍĜʫʑɬฝݚȯȵɀĂྡණڬ
ެɅɜഽȩɈ૫โɄޮɬ౺əȱȥɇɘȵɭă
ૐȹȻɉĂȭɈණɈ༔ᆹદࣞȦࢵିȳɓȧளᅰɈ౺ൔृ
ȥɣɈषəɬॽȢĂޠɞɭɖɈ౺ൔृɈၹȥȯɞ౺ဘ
ഽᅕ౯ɬۋɚĶʈ˂Ĝˋဌ࣓ķɬȠȭɂɁĂ༔ᆹદࣞ
ɂࢼɅ౺ȧɀȧȹණۊȦĂɢɤශଌɅᆵࣅȩဌ࣓ȳɥɂఒ
ȲɀȞɘȳă
ȭɈʯ˅ʐɿʇʠɁɉĂණరɞ༜ɅɢɤᒯɈఆ౺ȦɃ
ɈɢȠɅဿݛȱĂʙʿɾɈഽᅕ౯ɅɃɈɢȠɄࣗ܆ɬᅇȢ
ȹɈȥɬ෮ੈȱɀȞɘȳă
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じゅん）

山形大学 理学部生物学科 教授

調査結果
40
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༃ɅɢȽɀ๏েɈࣗ܆ɜȜɤĂখൌౘȤɢɍହౘɈဿݛȦ
ɃɈɢȠɄᅟۚɁۜȧࡧȭȯɦɀȞɥȥɬސȳɥɅɉĂ
ɘȺယɄʟĜʗȦȜɥɂɉȞȢɘȵɭăɘȹĂএ੭ۺট
ஜɉĂૢɄɃɅɢɤॗɄࠞࣃɈဿݛɬॄঅȱɀȤ
ɤĂȷɦɣɈࣗ܆ȦɄȩɄȽȹষɅĂɃɈɢȠɅখൌౘȦ
ైھȱɀȞȩȥȦ୭ᅟɂૃɩɦɘȳă

浦戸諸島4島(寒風沢島、桂島、野々島、朴島)における種数と
個体数の変化。
個体数は、1調査 x 調査ポイント数あたりの数、J=7月, A=8月

参加者の声
考察

「小さなチョウや虫にも多くの種類があるんだなと感心しま
した。調査の対象であるチョウだけでなく、植物やメダカ、カ

߂ɁߊȯɦȹʙʿɾɈହౘɉɁ49ହɁȜ
ɤĂ3124༃ɍ3125༃Ɉ47ହɂɓɀ3ହഝݡȱɘȱ
ȹăഝݡȱȹ3ହɉĂʺˋʅʙʿɾɄɃݗඤݛɈࣗ܆ɁĂ
ڬɉɁॽɣɦɄȥȽȹɜɈȦ႘௫ȱɀȧȹɜɈȺɂ
ૃɩɦɘȳăరɈ3116༃Ʌ၏߉ȱȹ58ହȥɣəɀɜ
ହౘɉঌவȱȹɘɘɁȳă

エルなど、人間が自然と共存共栄していることを体感できま
した。」
「憧れのジャコウチョウを初めて見ることができ感動しまし
た。また、ボランティアの中には、チョウのオスとメスを見分
けられる人がいることに驚きました。」

খൌౘɅ࠲ȱɀɉĂिĆࠂဇ൲ĆႝɁ၏߉ȯɦȹ
ʙʿɾᇆɉĂ3124༃ɍ3125༃ɢɤɉഝݡȱɀȞɥɜɈ
ɈĂ3116༃Ʌɓɀ61&ȥɣ71&ɈখൌౘɁైھȱɀȞ
ɘȳă
ۺটஜɈʙʿɾᇆഊɉĂరষɅখൌౘĆହɈഽᅕ౯ɂ
ɜɅဍɅঌவȱĂ6༃ȦॄݿȱȹষɩȴȥɄȦɣޑဌȱ
ɀɥɜɈɈరɈൔɅɉᄋȽɀȞɘȵɭă
ā߂ହɈभɂȱɀĂिɁɉĂʺˋʏ˅ʙʿɾĂʑʐʈ
˅ʏ˅ʙʿɾȦঌவȱĂȭɦɉཛྷɈঌவɅɢɤĂౘɬঌɣ
ȱɀȞɥȭɂȦ৽Ȣɣɦɘȳăɘȹࠂဇ൲ɁɉĂʗʞʧ
ʙʿɾᇆɈখൌౘȦவɄȩĂডɦɅൎȳɥ༔ᄞઢɈ܆
ࣗȦȜɥɂ৽Ȣɣɦɘȳăএ੭ĂۺটஜɉĂ႕෦รɞັ
ᇭɄɃᅕęɄૢȦॅറෂɁȜɤĂȭɦɣɈࣗ܆ɜȧȞ
ɂ৽Ȣɣɦɘȳă
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八ヶ岳の森の掃除人

ヤスデの調査

Supported by:

公益財団法人松下幸之助記念財団

調査の概要
[調査地]

ȭɈʯ˅ʈˁʸɁɉĂ3127༃Ɉཡ౺૪ࡖɬ࣊ɭȺજ༃
࠰ɬฆȱɀĂʅʏʻʼʑʟɈ౺ധ෮ੈɬঢ়ཱྀڱɁȠȭɂ
ɁĂཞˎߕટሀɈఝᆹ౺ൔृɒɈࣗ܆ɞĂఱ࠰ߤɂɈ࠲
ɩɤɈဿݛɬɜცɣȥɅȱɀȞȧɘȳă

南八ヶ岳山麓（山梨県北杜市、長野県南佐久郡南牧
村）
の落葉針葉樹林および落葉広葉樹林

5月〜10月 5チーム 24名

ఛᆶɞ৸ᅝȦྰȱȞȭɂɁඪɣɦɥཞˎߕટሀɅɉĂഽହ
ഽᅕɄ౺ȧɜɈȦ౺ധȱɀȞɘȳăၹȥɄఝᆹɂȷɈ౺ဘ
ഽᅕ౯ɬۋɚȹɛɅĂᅶȻᅝɬယސȳɥລȧɬȳɥ௳
ဘɉ୭ᅟɄᄜߠɬඐȽɀȞɘȳăఝɈதఱɂɜঘɓɥ
௳ဘɉĂȧȞɜɈɁɉʺʈˁɞʷʷʒຑȦफ़ɬकȽɀ
౺ߤȱɀȤɤĂෂळɈɜɈɅɉᅶȻᅝɞɈ࠰Ʌ౺ߤȳɥ
ਹ්ɞʘʣɄɃĂழȯɄɜɈɁɉᅶȻᅝჶɈɅ౺ߤȳ
ɥঈ౺ဘɄɃȦ࠸ɘɦɘȳă

主任研究者
橋本

みのり 先生

（はしもと みのり）

大東文化大学 環境創造学部 環境創造学科
専任講師

ȭɈ෮ੈɁൎɂȳɥʼʑʟᇆɜ௳ဘɈێହɁĂႨ
Ʌɉᄝ411ହᇆɕɃ౺ധȱĂȷɈȠȻཞˎߕટሀɉʅʏʻ
ʼʑʟɈ౺ധණɂȱɀඪɣɦĂ౺ധࡤჹɜਡ໘ɁĂఝ
ᆹ౺ൔृɈဘଋஃࠞɅȧȩਇॷȱɀȞɘȳă
ཞ༃ɅێĂ්ɂɄȽȹ૪ࡖɅঢ়ཱྀڱɅɩȹȽɀࡤჹ
Ʉཡ౺ɬȳɥʅʏʻʼʑʟɉĂ2:95༃Ʌɉཞˎߕટሀୈ
၃ɁᇙଠɈʑ˂ʛʯૢঠɬࡧȭȱȹȭɂɁᄵშɁȳăȱȥ
ȱࣷ༃ĂȷɈཡ౺ɈࡤჹȦ୴ழȱɀȞɥȭɂȥɣĂཞˎߕ
ఝᆹ౺ൔृɈဘଋஃࠞɈബȦฝݚȳɥɈɁɉɄȞȥɂ॰
༄ȯɦɀȞɘȳă
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調査結果
ϱංྛɈᅌ්౺ധ෮ੈ
ڬݤਏɈ්ཡ౺ණ๘ɬඑɥȹɛĂࢦݿɈ෮ੈණ๘ɁȜɥ
ʃˁʶʜᆹɅݡȢĂʷʒʢˁᆹɁɈ෮ੈɜȞɘȱȹăᅌ
්ɉɈෂɅȜɥఆဘɈ੧Ɉୈ၃ɅदɦɁ౺ധȱɀȞɥ
ȭɂȦഽȩĂ౺ധࠞࣃɈപฤɁᅶᅝ്ಓᆲȦৎȞණ๘ɬ
ɚभȦॽɣɦɘȱȹ)Ǎ*ă

ϲ්ယۊȤɢɍდ෮ੈ
Ɉ෮ੈɁɉ්ཡ౺ණۊɅɀდɞࠞࣃɬ෮ੈȱɘȱ
ȹă
ʅʏʻʼʑʟɉ࿈911ȉġ2611ȉࣷȦ౺ധۊɂȯ
ɦĂȱɊȱɊ්ȦୠචɁھȱɘȳă5ġ6౦ൣɅɉ
ණۊɈᇙଠɬોɛɥɕɃᆲɅೀᇭ௫ɅএɦɘȱȹȦĂ
༃ɉೀᇭ௫ɬႰɛసȩȳᅕાɉჟȩĂێငɈණۊɁĨཡ
౺ĩȦࠫઍȯɦȹȺȫɁĂდɉᄝ286ġ311খൌ0ҳา
ɁȱȹăȷɈێၫɁȭɦɘɁ౺ധȦவɄȥȽȹĂ࿈Ȧ
ȩఆ౺ȦڽɄɥණۊɁɜᄝ35ġ211খൌ0ҳȦॽɣɦĂȭ
Ɉ31ġ41༃࠰Ɂ౺ധ࣍ȦဿݛȱɀȞɥȭɂȦȠȥȦȢ
ɘȱȹă
ϳࠞࣃဿݛ
౺ധණɈࠞࣃɈဿݛɅȾȞɀယȱȹय़ݪĂɈိࣧ
ݗȦȭɈ41༃ɕɃɁɩȴȥɄȦɣ௫ீभɅȜɥȭɂȦ
ɩȥɤɘȱȹ)ూǎ*ă

今後の見通し
ཞˎߕટሀɁɉĂ්ɉȭɈɅɈෂɁܛȱĂᅰ
ɘȹߤɬާȱĂʹʑȦદᅹȱɀ౦ൣৄൣɂɄɤɘȳă
ڬਏɜĂ౺ധණ๘ɞယ࣍ɬߊȳɥɂɂɜɅĂ૫౦
ൣɒɈ౦ൣৄൣȦஏ෮ɅమɚȥɃȠȥĂદᅹɈ࣍ɞݗ
ĆଈɂᅹɈᑓݛɈ࠲बຑĂএණɈ࣍ɬ༘ڐȳɥɂɂ
ɜɅଌঅଆ໘ɁɈૠۋଌঅɜူȱɀȽɀȞȧɘȳă
ȭɦɘɁɈ෮ੈɞယȥɣĂȭɈହɈ౺ധȦݗ௫ீɈ܆
ࣗɬିȫɀȞɥݢ༑౯Ȧ৽ȢɣɦɥɈɁĂࢦݿɈ࣍ɂɈ
ߏĂࠞࣃɈဿɂɈߏɬȯɣɅ੧ɅȞĂᇊݗ
Ɉ௳ဘɈൔȦᇊݗᆹɅȤȫɥ౺ൔृɅᅇȢɥ
ࣗ܆ɅȾȞɀယȱɀȞȩȭɂȦ୭ᅟɂ৽Ȣɣɦɘȳăɘ
ȹĂᅰ༃ݤɅɉ်ɈණۊɁ්Ȧཡ౺ȳɥᅅฤɄɈɁĂȷ
Ɉ࣍ɜਗɩȵɀ෮ੈȱɀȞȧɘȳă

考察
ࢦݿɅཡ౺ȦॽɣɦȹණۊɁɉ౺ധౘȦঌவभɅȜɥ
ȭɂɬᆈȫɥ࣍ɂɄȽɀȞɘȳăێၫɁĂɢɤ࿈Ɉ
ȞණۊɁɉখൌౘȦഝݡभɅȜɤĂൌโɅʅʏʻʼ
ʑʟɈ౺ധۊȦ࿈ɈȞණۊɅھȽɀȞɥȭɂȦ৽Ȣɣ
ɦɘȳă

参加者の声
「朝5時起きでヤスデの観察に行ったとき、足の踏み場もな
いほどヤスデがいたことに感動しました。また、八年に一度し
か地表に出てこないヤスデのことを解明しようとされている

ɈိࣧݗȦ௫ீभɅȜɥȭɂɬ৽ᆞȳɥɂĂࢦݿɅ

研究者の地道な活動に感心させられました。」

ཡ౺ȦॽɣɦȹණۊɁɉݗ௫ீɅɢȽɀ౺ധɁȧɥখ
ൌȦঌɤĂ࿈ȦȞණۊɈၫȦ౺ۋɅไȳɥɢȠɅɄȽ
ɀȞɥݢ༑౯ȦȜɤɘȳăȭɈ๘ɅȾȞɀɉĂ഼Ɉᅟۚɂ
ȜɩȵɀॳບȱɀȞȩྼᅟȦȜɤɘȳă

「 夜のレクチャーでは土 壌 生 物についての知 識を増やすこ
とができました。それだけでなく、研究者と気楽に生き物や
環境教育について話せたことが良かったです。」
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タナゴの生態調査

Supported by:

調査の概要
[調査地]

公益財団法人松下幸之助記念財団

主任研究者
角田 裕志 先生

岩手県奥州市の農業用ため池および水路

（つのだ

ひろし）

埼玉県環境科学国際センター研究員

9月 1チーム 4名

ȹɛදɉᆊટɬ৭ȳɥൣโɄۊ౺ൔृɁȳȦĂࣷ
ൣโɄ၎௲ྩɞ༔ᄞɈᅙĂڿ૩ࠣᆅࣞɈၪࡘĂެ
ᅰହɈఓɄɃɈঈۚɅɢȽɀĂȹɛදɅȤȫɥ౺ဘഽ
ᅕ౯ɈฝݚȦ॰༄ȯɦɀȞɘȳăᇭɞȹɛදɅ౺ധȳ
ɥࢳᇆɁɉĂࠞࣃௐɈ˄ʛʡ˂ʑʠɅఛȹɅऻ੪ȯɦȹ
ହɞದჱࡇᔰˁˋʇȦۜȧ௫ȬɣɦȹହȦഝݡȱɀȞɘ
ȳăȭɈȠȻĂʋɼᄆʋɼݨʗʢʌࢳݨڃᇆɉĂႨɅ
౺ധȳɥ੭ᅰହ27ହĆڃହɈȠȻ2ହɬதȩɀȦ˄ʛ
ʡ˂ʑʠऻ੪ହɁȜɤĂ߂ହɈ။ȦࢂࣱɈݻ൨ɂȯɦ
ɀȞɘȳă

満尾 世志人 先生

（みつお

よしと）

新潟大学朱鷺・自然再生学研究センター
准教授

大平 充 先生

（おおひら みつる）

東京農工大学大学院農学府産官学連携
研究員

1
  
CPUE

ʗʢʌɉĂ࠲ຄණၫȥɣຄ႘ණၫɈാိᅖതɅঢ়ȩယȱ
ɀȞɘȱȹăȱȥȱĂ࠲ຄණၫɁɉದჱȱɀȱɘȽȹණۊ
ȦഽȩĂࠞࣃௐ˄ʛʡ˂ʑʠɁɉದჱࡇᔰJCᇆɅૄฤȯɦ
ɀȞɘȳă഼ɈॻɅɓɥɂĂ࠾ॻɅɉʗʢʌȦߏ
โഽȩરശȱɀȞɥɂ৽ȢɣɦɀȞɘȳȦĂණۊโɅದჱ
Ɉࡇ࡙ɅȜɥখൌदɜவɄȥɣȴശ੭ȱɘȳăႨʯ˅ʈˁ
ʸɉණۊโɄದჱȦࡇᔰȯɦɥখൌदɈێȾɂȱɀĂܼୋ
ીɈ༔ࣞᅙȹɛදɅ౺ധȳɥʗʢʌɬ෮ੈൎɂȱɀȞɘ
ȳă
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調査結果
෮ੈɬॅറȱɀȞɥ༔ࣞᅙȹɛදɁɉĂຂᄀɬᅙȞȹੜ၏
Ɂ3༃ɐɤɅʗʢʌɈʹʑ3খൌȦੜɦɘȱȹ)ଖణ2*ăȱ
ȥȱĂʗʢʌɈඍڮᆵᆲຎȹɤɈੜ၏ౘɉࢦݿɂɓɀ
ฝ෮Ɂȱȹ)ూ2*ăɘȹĂެᅰࢳɈʗɼ˂ʇʨˁʗʢʌɉ5
খൌੜ၏ȱɘȱȹ)ଖణ3*ă

写真1 タナゴ

ێၫĂȹɛදɅಡȱȹʃʌᄀɅɢɥယ෮ੈɁɉĂ
༃ɂວᅕɅʗʢʌɬੜ၏ȳɥȭɂȦɁȧɘȵɭɁȱȹăɘ
ȹĂʗɼ˂ʇʨˁʗʢʌɉ:ॢɈ෮ੈ૪Ʌ3খൌȦੜ၏ȯɦ
ȹɈəɁȱȹă
Ⴈ༃ɉ෮ੈණۊۊɁɈࡏவʗʢʌᇆɈ౺ധ࣍Ɉ༘ڐɬ
ᄆโɅĂࢦݿɅʗʢʌɘȹɉɺʃʪ˄ʗʫˁȦߊɁȧȹ
ණ๘ɬෂఘɅੜ၏෮ੈɬȞɘȱȹăȱȥȱĂȹɛද6ݳ
ஒɁɉʗʢʌᇆɉێಜੜ၏ȯɦȴĂȷɈȠȻ2ݳஒɁɉެ
ᅰࢳʂʂʇʙʨʑɈఓɬߊȱɘȱȹăێၫĂ༔ࣞᅙ
ᇭɁɉ4ݳஒෂ2ݳஒɁɺʃʪ˄ʗʫˁɬੜ၏ȳɥȭɂȦɁ

写真2 タイリクバラタナゴ

ȧɘȱȹ)ଖణ4*ăȱȥȱĂວȲණ๘Ɂɉʂʂʇʙʨʑɜထ
ౘੜ၏ȯɦɘȱȹă

考察
༃Ɉ෮ੈɁɉĂ3༃ɐɤɅʗʢʌɈ౺ധȦߊɁȧɘȱ
ȹăȱȥȱĂࢦݿɂɓɥɂʗʢʌɈᆲɉฝȞൔɁ
ȜɥȭɂȦైઍȯɦɘȳăႨʯ˅ʈˁʸɈᄆโɁȜȽȹ
ʗʢʌᇆɈද໘ɅȤȫɥယ෮ੈȦယɄय़ݪɬຶɥȭɂ
ȦɁȧɄȥȽȹɈɉĂ௫ࡥɈᆲฝݚɅɢɥɜɈɂ৽Ȣ
ɣɦɘȳăൎණɈȹɛදɅȤȫɥʗʢʌɈ౺ധ࣍ɉگ
ɂȱɀউȱȩĂယɄ။ɬూɥȭɂȦȱȞɂ৽Ȣɣ
ɦɘȳă
ɘȹĂࡏவʗʢʌᇆǎହɅȾȞɀɜ౺ധߊණ๘Ȧঌவȱ
ɀȞɥȭɂȦცɣȥɂɄɤɘȱȹăޑɈ෮ੈɁɉɺʃʪ
˄ʗʫˁɈᅟ౺ധණɈێȾɁʂʂʇʙʨʑɈఓĆഝఇ
ȦߊɁȧĂȭɈදɁɈখൌदശറɉউȱȞɂ৽Ȣɣɦɘ
ȳăɘȹĂݚᆔɈ༔ࣞᇭɁɜʂʂʇʙʨʑȦഽౘੜ၏ȯ
ɦɀȤɤĂᇭɬގȱȹ߄ઢɞ૫โఓȦ॰༄ȯɦɘ
ȳă

写真3 アカヒレタビラ

今後の見通し
4༃࠰Ɉय़ݪɉĂএശ౺ധණɁʗʢʌɈ။ɬూɥȭɂ
ȦȱȞȭɂɬȱɀȞɘȳăষɉĂഝఇࡳɬާ
ཡȱĂૠݚۋɞެۊɁɈृຕ။ശɄɃɈĂɢɤಓ࣡โɄ
။ɬॳບȳɥྼᅟȦȜɤɘȳăɘȹĂࡏவʗʢʌᇆ
3ହɈ౺ധණɜঌவभɅȜɥȭɂȦ༘ڐɁȧɘȱȹă
ȭɈय़ݪɬණইɈ࠲ब࡙࠲ɂࢼᄵȱĂຎණۊɅȤȫɥʗ
ʢʌᇆɬ࠸ɚࡏவ౺ဘɈ။ɞެᅰହൎɅȾȞɀॳ
ບȳɥྼᅟȦȜɤɘȳă

参加者の声
「1泊2日という短い期間にも関わらず非常に充実していま
した。実際に生き物に触れながら現地の現状を知ることは非
常に良い経験でした。先生方や一緒に参加された方も優し
く、全体的にとても雰囲気の良い調査でした。」
「現地でのタナゴの資源量は悪化をたどっており、その変化
は非常に短い期間に起こっていることを知りました。そこに
は人々の生活の変化や、外来種など様々な要因が複雑に関
わっていることを学びました。」
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沖縄のサンゴ礁

Supported by:

三菱商事株式会社

調査の概要
[調査地]

沖縄県瀬底ビーチおよび備瀬のサンゴ礁・海草群落

5月と8月 ２チーム 18名

ࣷ༃ʃ˂ʮޠȤɢɍʂĜʑʠˁ˂ɺɈʈ˄Ĝʠʨ˂ɺ˂Ĝ
ʭȥɣഊ૫ȞɁݗޠɈ௫ீɅɢɥʍˋʌɈཆݛএȦၡ
ਠȯɦɀȞɘȳăʍˋʌɈཆݛএɉݗޠɈ௫ீȺȫɁ
ɄȩĂʍˋʌɈ܉ᅤஃࠞĂޠᆔĂᄵ࡙ဘஃࠞĂȜɥȞɉ
ྫ౺ဘɈລȧຑȦ࠲बȱɀȞɥɂ৽ȢɣɦĂʍˋʌɈཆݛ
এɈߔݨโސცɂȷɈൎɬცߊɅȳɥȹɛɅɉĂʍˋ
ʌൌɈ౺ჩڿ૩࡙৭ɬඪɥྼᅟȦȜɤɘȳă
3127༃ɉĂ༃ɅۜȧറȧĂᆖ࢝ߔɈ༂౺ဘ५ॸ࢞
ʓˋʗĜ౧ฦଌঅஒɬෂఘɅĂȭȠȱȹʍˋʌɈཆݛɈ࡙
৭ސცɂȷɈᅟۚાຑɈސცɈॸ࢞෮ੈɬȞɘȳă

主任研究者
鈴木 款先生 （すずき よしみ）
静岡大学創造科学技術大学院
日本サンゴ礁学会会長
アジア・アフリカ環境リーダー
拠点育成プログラムリーダー

特任教授

カサレト・ベアトリス・エステラ先生
静岡大学グリーン科学技術研究所・
創造科学技術大学院 教授
日本サンゴ礁学会編集幹事・国際連携委員長
国際サンゴ礁学会評議員
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今後の見通し

調査結果と考察

ʍˋʌɈ။Ć౺ɈైమɅɉߔݨโݪɬɁȧɥȺȫූ
Ʌ෮ੈȳɥྼᅟȦȜɤĂ࿒ɞཆݛɈʹʃʣʒʸɈސც
ɅɉɈߔݨโၭȦȯɣɅྼᅟɁȳăʍˋʌɂʍˋʌ
౺ဘɬɢɤ੧Ʌʷʇ˅ɄၭɁࠫઍĆ෮ੈĆଌঅȳɥ
ྼᅟȦȜɥȭɂɬȜɣȹɛɀȱɀȞɘȳă

౧ฦʫĜʙɂྩ౧ɈʍˋʌĆޠഐदᅶɬෂఘɅฦɈࡊ
ೣ౺દᆲɈ࿎ݟɅɢɥʍˋʌɈȞ౺ဘ౺દɂ౺ဘഽ
ᅕ౯࡙৭ɈᆅᄻɬცɣȥɅȳɥȭɂɬౘ༃Ʌȥȫɀ෮ੈॸ
࢞ȱĂʍˋʌɈᄵ࡙ဘ౺દᆲɉ୦ᅰɈ࣋ݨஙຑɅࡥ੪ȯ
ɦɀȞɥඩɅɓɀౘ༰ȞȭɂĂฦɅɉၹɄ܉ᅤܶ
ȦȜɥȭɂɬცɣȥɅȱɘȱȹă

୦ᅰɈʶʇ˅Ʉଋʺʣʗ˂ˋʈ෮ੈɞ౺ဘɈࠫઍȺȫɁ
ɉᄎ൨ސड़ɅɄɤɘȵɭăɜȻɧɭȭɦɣɈএ௲Ɉ෮ੈɜ
ྼᅟɁȳȦĂȜȩɘɁʍˋʌɈެโɄ౺ധࠞࣃȦĂʍˋʌ
Ɉ౺ധɞෳɅ်ູɅᄎ൨ȦɄȞȥɃȠȥɬඣȳɥȭɂ
Ȧݢ༑ɄȺȫɁĂʍˋʌబɈ०ൔɬඣȱɀȞɥɩ
ȫɁɉȜɤɘȵɭăࠫઍɂଌঅɂސɈ೨əਗɩȵɅɢɥ
ఛȹɄ။ൎɒɈอɬȯɣɅమɛɀȞȧɘȳă

ȭɦɅɢɤʍˋʌɉ܉ᅤۊޠɅശ੭ȳɥɅɜ࠲ɩɣȴ
౺ဘ౺દȦȞɈȥĂɈ୭ᅟɄૢଌɬცɣȥɅȱɘȱȹă
ʍˋʌɈཆݛɉĂൌ໘Ɂ౺ȳɥߤ౯બ೧)ݿ௰Ʉߨ්ഔ
Ʌɢɥʇ˅˅ʭɻ˃bɈഝݡɞެೀɈࣅɈഝݡȦ࠲ब*
ɬޓȳᄜߠɬ૩Ⱦݢ༑౯ȦȯɦɘȱȹăʍˋʌɈ႕স
࡙৭)ჲ࡙ܖ৭ĉćʍˋʌబɅɉჲ࡙ܖ৭ɉɄȞɂၡਠ
ȯɦɀȞɥīȦཡȱȹɈɁɉɄȞȥɂ৽Ȣɣɦɘȳă
ʍˋʌɈ࿒ɈێȾɂ৽ȢɣɦɥĂ౧ฦɞྩ౧Ɂഽȩॽɣ
ɦɥʬˋʇʑʵʛʠɅȱɀɜĂʬˋʇɈငယȥɣɉߤ౯બ
೧ɈঌவɅ࠲ɩɥʇ˅ʺʯ˅ʞɼˋȦॳȯɦɘȱȹăʍ
ˋʌɈ౺ჩڿ૩Ć౷௵ɄෳɈʹʃʣʒʸސცɅɉʍˋʌ
Ɉ႕স࡙৭Ćჲ࡙ܖ৭Ȧ࠲बȱɀȤɤĂʍˋʌɈ೨ఉȥɣ

参加者の声
「研究者の方たちが「知りたいこと」
「 人に伝えたいこと」を
たくさん持っていらっしゃることを強く感じました。鈴木先生
の話された「見える世界から見えない世界を解明する」
こと
は実はビジネスにも共通するように思います。」

ɉৣࣳယɞɾɼ˃ʑɅɢɥʭɹĜʐĪ࿒ঈࣳɬȳɥɾ
ɼ˃ʑīȦཡॽȯɦɀȞɘȳă

「最初にレポートを読んで、通説とは全く違う研究事実を知
ってびっくり仰天。また有孔虫のように目にしていても理解し
ていなかった存在を知り世界が広がった。」

γϱβૌ৭ͶPink protein ʤ໖ӺνϱϏέ࣯ʥΝݡ
߶ਭԻ͕Γ;ࢷ͏کતͶଲͤΖγϱβޜ
$VSHFWV

7LVVXHH[WUDFW
8OWUDFHQWULIXJDOILOWUDWLRQ

3LQN 6SRW

ూ;ʨʇʞ˂ɺɈହᇆɂʍˋʌɈହɂɈ࿒ࠐಹɈۅȞ

3LQN 3DWFK

(OHFWURSKRUHVLV
N

N
N

N

6SHFLILF
SURWHLQRQ
SLQNUHJLRQ

$PLQR$FLG6HTXHQFH $QDO\VLV
Sequence homology : Chromoprotein
[Acropora millepora] GFP-like
chromoprotein [Galaxea IDVFLFXODULV@

3LQNFRORURISLQNSLJPHQWDWLRQUHVSRQVHVZHUH
UHGIOXRUHVFHQWFKURPRSURWHLQ
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Supported by:

種子島のアカウミガメ保全

三菱重工業株式会社

調査の概要
[調査地]

種子島中種子町長浜および南種子町前之浜（産卵）、
西之表市伊関（子ガメ）

5月〜8月 4チーム 49名

Ⴈॸ࢞ɁൎɂȳɥɺʃɾʷʄʹɉĂ౦ޢෂɈݗĆڃ༂
ۊɅ౺ധȳɥޠᠪ්ᇆɁĂਡ੫။ীᇦਗ)JVDO*
ཹ˄ʛʡ˂ʑʠɁɉĂದჱࡇᔰѐᇆɅڮȿȫɣɦĂ౦ޢ
โɅದჱȦࡇᔰȯɦɀȞɘȳăႨହɬไಜɅ။ȳɥȹɛ
ɅɉĂȷɈ౺ൔɬᅕęɄതჶȥɣސცȱĂ࣒ڴɂɄȽɀȞ
ɥᅟۚɬඑɤȳȭɂȦ୭ᅟɂɄɤɘȳăȭɦɅ࠲ᇦȱ
ɀĂĂູɅᄆȳɓȧʵɼˋʠɈێȾȦĂ୷ȱȹʹʑ
Ɉ౺રᆎɂદᅹණɈဿ৩Ɂȳă

主任研究者
松沢 慶将 先生 （まつざわ よしまさ）
特定非営利活動法人日本ウミガメ協議会 会長
国際ウミガメ学会次期会長
IUCN種の保存委員Marine Turtle
Specialist Group 副議長（東アジア担当）

ਡ໘ɈᅟɄɺʃɾʷʄʹɈદᅹණɁɉĂෳ༃ɅɩȹɤĂ
ॸ࢞ଞɞ။ীචൌɅɢȽɀĂદᅹখൌɅ࿈ૻɬകශȱɀখ
ൌૻ်ȳɥ෮ੈȦॅറȯɦɀȧɘȱȹăȷɈय़ݪĂౘ༃ষ
ɅວȲੋɬၸɦɀદᅹȳɥɜɈɉĂൌɈᄝǏߠɅݿȨ
ɄȞȭɂɞĂȷɈێၫɁĂ഼ɈદᅹණɁॽȾȥɥᇉɉɕɂ
ɭɃɄȞȭɂȦცɣȥɅɄȽɀȧɘȱȹăȭɈȭɂɉĂદ
ᅹষɈʹʑɈ౺રᆎȦුȱȩฝȞȥĂȷȠɁɄȫɦɊĂౘ
༃ষɅɍཽఇȳɥɂȧɅĂࡕɅ࿈ૻȦංᅶȱɀȱɘȽɀ
ȞɥȥĂޑɂɉ်ɈĂখൌૻ်෮ੈȦɩɦɀȞɄȞੋ
Ʌદᅹණɬဿ৩ȱɀȱɘȽɀȞɥȥɂȞȠȭɂɬڷჍȱ
ɘȳăȞȴɦɅȱɀɜĂ୦ᅰɈฤತɬȧȩဒȳȭɂɅɄ
ɥȠȢĂႨହɈ။ɂ౺ൔɬ৽Ȣɥ௫ɁĂ୭ᅟɄඪॽɂɄ
ɤɘȳă
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水野 康次郎 先生 （みずの こうじろう)
奄美.asia 代表
奄美海洋生物研究会 副代表
NPO法人 Turtle Crew 理事

久米 満晴 さん （くめ みつはる）
NPO法人 Turtle Crew

理事長

増山 涼子 さん （ますやま りょうこ)
NPO法人 Turtle Crew 理事
西之表市ウミガメ保護監視員

調査結果
༃ɈદᅹࡖɈ7࠰Ɉ෮ੈɁɉĂ48খൌɅɢɥ53ޑɈ௫
ᆌɅഘऎȱĂȭɈȠȻ37ᇉɁદᅹɬߊȱɘȱȹăૻ်ȱ
ȹ48খൌɈȠȻĂࡕɅ࿈ૻȦകශȯɦɀȞȹɜɈɉĂ9༃
ɅɈຄငɈฤᄀɁ਼߉ȯɦɀ࿈ૻၪᆔȯɦȹ2ᇉ
ȺȫɁĂ഼ɈદᅹණȥɣɈھɜĂ༃Ɉ෮ੈɁૻ်ȱȹ
খൌɈ࡚ޑɜȜɤɘȵɭɁȱȹă
48খൌɈ৳ෳɈိࣧɉ954/9nnɁĂ༃Ɉ33খൌ
Ɉိࣧඩɢɤ28nnঌவȱɘȱȹăɘȹĂ6ॢɅૻ်ȱ
ȹ:খൌɈိࣧɉ973/3nnɁĂ7ॢɈ951/1nnĂ8ॢɈ
955/8nnɅɓɀȞඩɬȱɘȱȹă9ॢɈાʄʹɈ෮
ੈɁɉĂ23খൌɈ༬৳Ɉᇀྲྀ༯ᇙɬ෮ɓɘȱȹȦĂȞȴɦ
ɜ௵ڽɉߊȯɦɘȵɭɁȱȹăȭɈȠȻĂࡕɅૌႀȱɀ
Ȟȹ4খൌެڬɅɉĂ࿈ૻകශɬȽȹȠȢɁĂബɞȥɅ
ၪᆔȱɘȱȹă

考察
ȭɈ3༃࠰Ɂૻ်ȱȹ71খൌɈȠȻĂ഼ɈદᅹණȥɣɈھ
ɉĂݎȥɣɈ2খൌĪ2/8œīȺȫɁȱȹăȭɈय़ݪ
ɉĂʹʑɉູฤɈદᅹණɅঙଃȱĂಓ࣡โɅદᅹණɬဿ৩
ȳɥȭɂɉɄȞɂȞȠ୦ᅰɈฤತɬૅ૩ȳɥɜɈɁȜɤĂ
഼ɈદᅹණɅȤȫɥ࡚ޑᆎɈฝȯɬହાɒɈھɁತც
ɁȧɄȥȽȹɂȞȠȭɂɁɜȜɤĂএɅȤȞɀĂႨହ႘
ാိᅖখൌदɈʹʑɉ୷ȱɀ2ɉཽఇȱɀɜ3ᄆɈཽ
ఇࡖɬ॒ȢɥɘɁɅૌɆߊᆎȦྥ௵ɅȞɂȞȠȭɂɬڷ
Ⴭȱɘȳ

ɘȹĂࣷ༃ĂਡโɅɉႨതɅɓɀಀஜɁદᅹޑ
ౘȦȧȩঌவȳɥێၫɁĂຄʏʢޠɁɉୈ၃ਡɅɢɥࢱ
ࣞߤȦߤཡݛȱɀȤɤĂɾʷʄʹɈ܂ɒɈࣗ܆ɞ਼
߉ᄎ൨Ȧ॰༄ȯɦɘȳăޑცɣȥɅɄȽȹฝȞ࡚ޑᆎɂ
ʹʑɈழळݛɉĂᆤଞɈۚ࠲ݪबɬȳɥɜɈɁȳă
এ੭Ăဴႛ4ʃਡɉĂႨହ႘ാိᅖখൌदɈޑဌो
ކɬࢾລɁȱɀȞɘȳăႨ෮ੈɈय़ݪɉȭȭɅɜཱ܇
ȯɦɥȭɂȦࡖȯɦɘȳăȹȺȱĂȞɘȺɅĂෳ࠹ޠ
ɂ་ɅȤȫɥ༃࠰௫ᆌޑౘɈ7œɬʃʨĜɁȧȹɅݿ
ȨɘȵɭăষɉĂฤᆲโɄސɅ൏ȢȠɥယɄ࿈Ⴈౘ
ɬຶɥȹɛĂ෮ੈࡖ࠰ɬ߄ෟȱɀॅറȱɀȞȩྼᅟȦȜɤ
ɘȳăȷɈȹɛɅĂହા੭ୣɈၫȥɣɜಓ࣡โɅʴˁˋ
ʞɻɺɅઞݡȱɀȞȹȺȫɦɊɂ৽ȢɀȞɘȳă
ɾʷʄʹɈ༬৳ᇀྲྀɈ༯ᇙɈဿڽɅȾȞɀɉĂࣷĂ౺ર
ᆎɂɈ࠲ᇦȦૄȯɦɀĂȷɈঈۚɂɄɥᅟۚɈސცɂȜ
ɩȵɀᄆɬୠɛɀȞɘȳăޑɉࡥሃโɄჾஓɈࣗ܆
ɁĂᅅฤȱɀȞȹ૪ࡖɅɉංɈ౻ࡖȦݿȨĂঅโɄ
෮ੈɅɩɤɘȱȹăᅰࡠɉĂယɄʟĜʗɬຶɣɦɥɢ
ȠĂาɬ෮ȱɀȞȧɘȳă

Ⴈହ႘ാိᅖখൌदɈઅۊޠ܂ɉĂຄʏʢޠɂਥ෦റᆔ
ۊɅယȯɦĂଞɁಟ܂ȳɥʹʑɉষଞɅɓɀൌȦ
ȧȞȭɂȦယȥȽɀȞɘȳăȭɈȭɂɬຝɘȢɥɂĂ
ޑĂ6ॢɈ෮ੈɁૻ်ȱȹʹʑɈ৳ෳɈိࣧඩȦȷɈষ
Ɉ෮ੈɁૻ်ȱȹʹʑɈɜɈɅɓɀȧȥȽȹૢଌɉĂ
દᅹࡖࡖɅɉɢɤݗȥȩĂɢɤࣷȞຄʏʢޠȥɣɈখൌ
ɈಬɛɥߠਗȦഽȩĂદᅹࡖȦమɚɂɂɜɅਥ෦റᆔۊȥ
ɣɈʹʑȦݡɩɥȭɂɬȱɀȞɘȳăວᅕɅĂ༃Ʌ

参加者の声

ɓɀૻ်ȱȹʹʑɈ৳ෳɈိࣧඩȦฝݚȱȹȭɂɉĂ
ຄʏʢޠȥɣɈʹʑɈಬɛɥߠਗȦঌȽȹȭɂɬȳɥ
य़ݪɁȳă

「様々な文献を読むより、松沢会長や久米さん、水野さんの
現地で実際に経験されている方々のお話は非常に興味深く
説得力もありました。座学の時間もフィールドワークの時間
も、素人の私にも説明、指導とも大変分かり易かったです。」

今後の見通し

「すぐ目の前に、歩き始めたアカウミガメの赤ちゃんを初め
て見た時は、こみあげてくるものがありました。また、この調
査がずっと未来へ続いていくものだと想像するとワクワクし
ました。
『 子ガメは空中におかれると泳ぐ動作をする』
と教え
てもらった際、いきものってやっぱりすごいと素直に驚きまし
た。」

ɺʃɾʷʄʹɉˇʏˋʠˋ௸ᄝɈമஙяɅऻ੪ȯɦĂ౦
ޢโɅದჱȦࡇᔰȯɦɥळޠᅖဘɁȳăູɅĂႨᇙ
Ɉੋɉ႘ാိᅖɁᄫێɈદᅹණɂɄȽɀȤɤĂ။Ɉ
ȹɛɅɜદᅹණɅȤȫɥʹʑɈখൌૻ်෮ੈɅࡊȿȩ౺ൔ
ސცȦოɂɄȽɀȞɘȳăޑɈय़ݪɉĂʹʑɈ୷ষ
ɈૌႀᆎɈȯɬࣅȩȳɥɜɈɁĂႨହɈ౺ൔॸ࢞ɂ
။ীࠣᆅɅఛȹɄၫ౯ɬȳ୭ɄඪॽɁȳă

「絶滅種保護も大切ですが先ずは『生き物達が住める環境
の保護』を感じました。」

21

紀州みなべのアカウミガメ

日本郵船株式会社

国内

調査プログラム

Supported by:

調査の概要

主任研究者

[調査地] みなべ町千里浜（千里の浜）
・岩代浜

松沢 慶将 先生 （まつざわ よしまさ）

7月 2チーム 29名

ሆݬટॻəɄɓ෨ɈಫᆊɉĂɺʃɾʷʄʹɈદᅹණɂȱ
ɀႨୋࡤჹɬপɥණۊɁȳă௫ᆌდȦȩഘऎߊᆎ
ȦȞȭɂȥɣĂ2::1༃ڬਏĂখൌૻ်ɬࡊೣɅȱȹ౺
ൔॸ࢞ɞʨɼʂ˅ʆˋʈॸ࢞Ɉࢪ๘ɂȱɀॸ࢞ଞȦ෮ੈ
ȱĂႨହɈ౺ൔސცɅഽɄɥਇॷɬȱɀȧɘȱȹă
ວ෨໘ɅȤȞɀɉĂಫᆊɈɕȥɅୈ၃Ɉ࠾ൣɂɁ
ɜᇉ༃௫ᆌȦߊȯɦɀȞɘȳăɘȹĂ࠾ൣɁ࿈ૻകශ
ȱȹখൌȦಫᆊɅ௫ᆌȱȹɤĂȷɈࢍɈʉĜʑȦઢॽȯ
ɦɥȭɂȥɣĂĶəɄɓķɅદᅹɅၸɦɥɾʷʄʹɉວێ
Ɉୠචɂ৽ȢɣɦɘȳăȷɈখൌౘɞǍຢȜȹɤɈ༃࠰દ
ᅹޑౘĂ࡚ޑᆎɄɃখൌदɈഝঌɞষɈɬᅅപȳɥ
ȹɛɅɉĂಫᆊȺȫɁɄȩĂ࠾ൣɂɁɜວᅕɈখ
ൌૻ်෮ੈȦྼᅟɁȳȦĂఱۙഫຑɈᆅᄻȥɣĂȭɦɘ
ɁଌૈɁȧɀȞɘȵɭă
ޑĂીმʴˁˋʞɻɺɈɬତɤɀĂၟߣโɄߔݨโ෮
ੈɬଌૈȳɥȭɂɅɢɤĂJVDOɈ˄ʛʡ˂ʑʠɁದჱࡇ
ᔰJJᇆɅယᇆȯɦɥɺʃɾʷʄʹɈ౺ൔɈȯɣɄɥސცɬ
ᄆૄȱɘȳă
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特定非営利活動法人日本ウミガメ協議会 会長
国際ウミガメ学会次期会長
IUCN種の保存委員Marine Turtle
Specialist Group 副議長（東アジア担当）

日本ウミガメ協議会
鶴田祐士、藤田健登、高柳遥平、小松聖児

みなべウミガメ研究班
尾田賢治、久保隆治、中早大輔、澤井則幸、
前田一樹、江口英作

今後の見通し

調査結果

်Ă7ॢȥɣ9ॢɘɁଌૈȱȹಫᆊɁɈᄕ࠰খൌૻ်෮
ੈɅɢɤૻ်ȱȹʹʑɉ74খൌɅɍɘȱȹă

考察
ޑଌૈȱȹ࠾ൣɅȤȫɥখൌૻ်෮ੈɈय़ݪĂಫᆊ
ɬદᅹණɂȱɀᆀᅙȳɥɺʃɾʷʄʹɈෂɅɉ࠾ൣɜᆀ
ᅙȳɥɜɈȦȞɥȭɂȦცɣȥɅɄɤɘȱȹă࠾ൣɁદ
ᅹɅ༨ȱȹখൌȦౘ໘ɅȳɓɀಫᆊɁ௫ᆌȱɀȞ
ȹȭɂȥɣဩȵ৽ȢɀɜĂɺʃɾʷʄʹɉಫᆊɬෂఘɅ
෨໘Ɉ഼Ɉɜ࠸ɛێൌโɅᆀᅙȱɀȞɥɂૃɩɦɘȳă
ɺʃɾʷʄʹɈદᅹ࠰ߒɉݗɅܾȲɀ3ġ4ଢ଼࠰ɈဍɁ
ဿݛȳɥȭɂȦඪɣɦɀȞɘȳȦĂಫᆊɁɉĂદᅹɈ
ɘɘઽɬএȯȴ3ଢ଼࠰ষɅಫᆊɅ௫ᆌȱȹɤĂદᅹȥ
ɣ36ڬਏɅ௫ᆌȱȹɤȳɥᇉɜவɄȩȜɤɘȵɭă
ȭɈɢȠɄখൌɜĂદᅹ࠰ߒȦ௵ڽɅෳȩɄȽȹɂ৽Ȣɥ
ɢɤĂɚȱɧĂୈ၃ɈੋɁદᅹȱȹɂ৽ȢɥၫȦൃຎ
ɁȳăʏĜʒˋෂɈ2খൌȜȹɤɈိࣧદᅹޑౘɅȾȞɀ
ɜĂ෨໘Ɂߊȯɦȹ292ޑɈદᅹȦȳɓɀ74খൌɅɢɥ
ɜɈȺȽȹɂȳɥɂĂ3/98ɂైฤɂɄɤĂ୦ᅰɈඪॽɂ
ߏโࣷȞඩɅɄɤɘȳă

参加者の声
「みなべ町の青年団の皆さんの優しさや、一丸となって町興
しをしようとしている活気が凄く伝わってきました。
「 梅」
とい
う盤石な地元産業があることで、ウミガメを観光資源にする
ことなく保全が行われていることが発見でした。」
「松沢先生の説明はとても分かりやすく、素人の質問にも丁
寧にご回答いただき、とても感謝しております。松沢先生の
情熱が周りを動かしているということも強く感じました。」
「カメが足で砂をかく音がとても力強かったこと。穴掘りに
失敗して一旦海に帰っていっても、何度も産みに来る姿に感
動しました。」
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国内

༃ɈદᅹʏĜʒˋɬฆȲȹ௫ᆌޑౘɉĂಫᆊ363ޑĂ
࠾ൣ257ޑĂȷɈ഼Ɉ4ȾɈ54ޑĂ෨໘ਗो552ޑ
ɁĂວᅕɅદᅹޑౘɉĂಫᆊ233ޑĂ࠾ൣ55ޑĂȷɈ
഼Ɉ4ȾɈ26ޑĂ෨໘ਗोɁ292ޑɁȱȹăȮɂɈદ
ᅹোᆎɁɉಫᆊɈ59/5&ȦɜȩĂɘȹĂ෨໘6Ⱦ
ɈɁߊȯɦȹદᅹɈȠȻ:2/8œȦಫᆊɂ࠾ൣɅȤ
ȫɥɜɈɁȱȹă

Ⴈʯ˅ʈˁʸɁɉĂɺʃɾʷʄʹɈࡊႨโɄદᅹ౺ൔɈސ
ცɬᄆโɅଌૈȱĂಫᆊɅ௫ᆌȳɥʹʑȦĂୈ၃Ɉੋ
ɜێൌโɅᆀᅙȱɀȞɥɂȳɥय़ݪȦຶɣɦɘȱȹ
ȦĂষɉĂ෮ੈౘɬഝɞȳȭɂɁĂੋ࠰Ɉھߊᆎ
ɬɢɤ౷ߊɅધฤȳɥྼᅟȦȜɤɘȳăȹȺȱĂಙ෮ੈ
Ɉय़ݪȥɣĂ௫ᆌદᅹɈငယȦಫᆊɂ࠾ൣɅୠෂȱ
ɀȞɥଌൔȦცɣȥɅɄȽȹȭɂȥɣĂɁɈᄕ࠰෮
ੈɉຎယॽਗɩȵĂǎȾɈɅୠෂȱɀȞȧɘȳăɘȹĂ
࠾ൣɁɉಫᆊɂɉڽɄɤĂഃफ़कɤɅɥɅ࡚ޠȳ
ɥᇉȦഽȩĂȷɈɢȠɄখൌɈಙɉ෦૪ɅᅎڹɅ
ȢɞȳȞȹɛĂ௫ᆌޑౘɬݿழ࿎ݟȱɀȞɥݢ༑౯ȦȞ
ɈɁĂȭɦɬၒ౷ȳɥȹɛɈᄕɈ෮ੈɬଌૈȱɀȞȧɘ
ȳă

調査プログラム

ޑɈ5࠰Ɉ෮ੈɁɉĂಫᆊɂ࠾ൣɁȷɦȸɦ31ޑ
ɂ4ޑɈ௫ᆌɅഘऎȱĂȭɈȠȻಫᆊɁɉ25ᇉɁદᅹɬ
ߊȱɘȱȹăɈɓ34ޑɈ௫ᆌɉ28খൌɈʹʑɅɢɥɜ
ɈɁĂȭɈȠȻ27খൌɅɉࡕɅ࿈ૻȦകශȯɦɀȤɤĂ
༃ȳɁɅಫᆊɁ2ڬޑ௫Ă௫ᆌɘȹɉદᅹȦߊȯɦȹ
ɜɈɁȱȹăɘȹĂ࠾ൣɅȤȫɥ4ᇉɈྥદᅹ௫ᆌɉĂ4
খൌɅɢɥɜɈɁĂಫᆊɅȤȫɥ7ᇉɈྥદᅹ௫ᆌɉ်
Ɉ4খൌɅɢɥɜɈɁȱȹăȭɦɣ7খൌɉĂᅪęɘɁɅ
வɄȩɂɜ2ڬޑ௫ĂಫᆊɁ௫ᆌȦߊȯɦɘȱȹă

石垣島白保のサンゴ礁

Supported by:

三菱商事株式会社

調査の概要
[調査地]

石垣島白保のサンゴ礁および農地

9月 1チーム 8名

ಒཆ။ණࣾɈ࠹ܨɅঢ়ȦɥʍˋʌɉĂȭɈۊޠɈ౺
ൔृɬૅȢɀȞɥȺȫɁɄȩĂཆ။ɅୣɚఱȹȻɈၙɣȱ
ɂდಞɄ࠲ɩɤɬɜȽɀȞɘȳăȱȥȱĂȷɈʍˋʌɈ
ࠞࣃɉದȢȴဿݛɅȯɣȯɦɀȤɤĂɂɤɩȫᆌۊȥɣᆔ
ȱȹಘɉĂʍˋʌɅȧɄࣗ܆ɬᅇȢɥᅟۚɈێȾ
ɂɄȽɀȞɘȳă
ȭɈණۊɁɉĂಘᆔɬ႕ȪȹɛɅʊʛʠɾɞɼʠʨʏ
ʿɾɄɃɈఆဘɬ༔ණɈୈڱɅఆȳɥʈ˂Ĝˋʱ˃ʠൎ
ɬȽɀȞɘȳăȷɈৌݪɬਗโȥȾฤᆲโɅ༘ڐȳ
ɥȹɛɅĂȭɈʯ˅ʈˁʸɁɉĂʍˋʌۊޠɅᆔɦਮɭ
ȺಘɈ്ಓᆲɂʈ˂Ĝˋʱ˃ʠɈʺʣʗ˂ˋʈ෮ੈɬ
Ȟɘȳă
ʴˁˋʞɻɺɉĂਗණ࢝ࠞࣃߔॸ࢞ஒɈॸ࢞ଞɬɛĂ
ཆ။ɅੇȱȹߤɬȱɀȞɥOQPݴݤĂXXGʍˋʌ
။ীॸ࢞ʓˋʗĜĂȷȱɀཆ။ණۊɅୣɚఱȹȻɂ෮ੈɬ
ȞɄȦɣĂʍˋʌȦჶȱɀȞɥݻ൨ɞൎܾɅȾȞ
ɀᆅސɬఠɛɀȞȧɘȳăɘȹĂཆ။ɈఱȹȻɂɈৄᆔɬ
ฆȲɀĂʍˋʌဦݛɂঘɊɦɥཆ။Ɉ౺ߤဦݛɬࡥሃ
ȱĂʍˋʌဦݛɈॅɅɜਇॷȱɀȞȧɘȳă

主任研究者
佐藤

哲 先生 （さとう てつ）

総合地球環境学研究所

上村

教授

真仁 先生 （かみむら まさひと）

筑紫女学園大学現代社会学部現代社会学科
環境共生社会コース 准教授
NPO夏花 理事

竹村

紫苑 先生 （たけむら しおん）

総合地球環境学研究所

花城

プロジェクト研究員

芳藏 さん （はなしろ よしぞう）

NPO法人夏花（なつぱな） 理事長
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༃ȥɣާȱȹʈ˂Ĝˋʱ˃ʠ෮ੈɁɉĂ෮ੈၭൌ
ɬʴˁˋʞɻɺɞණۊɈၫęɂࢼɅ೯ɤȜȬɀȞȩȭɂɬ
ᄆૄȱɀȞɘȳăȭɈ෮ੈɅɢɤĂʈ˂Ĝˋʱ˃ʠɅఆȢ
ɣɦɀȞɥɼʠʨʏʿɾɈߤශᆎɉȩĂෳȦഁȞȭɂ
ȦცɣȥɅɄɤĂʊʛʠɾɅȾȞɀɉఆȢɀȥɣ4༃࠰า
ɁɉߤශᆎɈപฤȦȱȩĂၭɈȦྼᅟɁȜɥȭ
ɂȦယȥɤɘȱȹăɘȹĂෳᆎɈૄ࿈ɂȱɀʈ˂Ĝˋʱ
˃ʠɈȯɂဍɬപฤȱɘȱȹȦĂဍɉപฤিੇȦȧȞ
ȭɂȦɩȥɤɘȱȹă
ʍˋʌဦݛ෮ੈɁɉĂ༃ಡोȱȹ෮ੈʃĜʡɬᅙȞ
ɀĂఱęɈʍˋʌɅൎȳɥૃȞɞࡖɈഽᅕ౯ĂȤɢɍ
ණۊɈளᅰɅൎȳɥʫʐʿˋɬෆȳɥȭɂȦɁȧɘȱ
ȹă

今後の見通し

図1 調査地点の概要
（陸上の赤と緑の線がこれまで植栽されたグリーンベルト。
赤が今回の調査対象。海上の〇が赤土堆積調査地点）

考察
3111༃ȥɣॅറȱɀȞɥಘ്ಓᆲ෮ੈɉĂ༔ණɈట
ɄɃɅɢȽɀʍˋʌɅරಓȱɀȞɥಘ്ಓɈယɂॄ
༃ဿݛɬސცȳɥȭɂɬᄆโɂȱɀȞɘȳăޑɈ෮ੈɁ
ɉĂ෮ੈණۊɈಘ്ಓᆲĂȤɢɍද໘ɈಘɈယ
ʩʗĜˋɅɉȧɄဿݛɉɄȩĂ്ಓᆲɈଭࠍɈঌவभ
ɉॽɣɦɥɜɈɈĂȯɘȰɘɄಘᆔൎɈৌݪɬॳ
ȳɥȭɂɉɁȧɘȵɭɁȱȹă

ಘ്ಓ෮ੈɅȾȞɀɉĂෳࡖโɄʟĜʗɈරಓȦమɭɁ
ȤɤĂȭɦɬශଌɅॅറȱɀȞȩȭɂȦಜɁȳă༃ȥ
ɣާȱȹʈ˂Ĝˋʱ˃ʠ෮ੈɅȾȞɀɉĂ෮ੈၭȦ
ȧȩޜȯɦĂʴˁˋʞɻɺȦჟᆅɄȩʑʸĜʒɅଌૈɁ
ȧɥၭȦɕɖߊᆏȱɘȱȹăఆȢɣɦȹఆဘɈෳɈૄ
࿈ɅȾȞɀĶဍķɅɉিੇȦȧȩĶȯķɬᅙȞɥȭɂ
Ȧএ౯ɅᄭɦɀȞɥȭɂĂʊʛʠɾɈఆষɈߤශᆎ
ɬപฤȳɥไಜɄၭɬާཡȳɥྼᅟȦȜɥȭɂȦცɣȥ
ɅɄȽȹȹɛĂȭɦɣɈ๘ɅȾȞɀষȯɣɅޜȱɀȞ
ȧȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳăʍˋʌဦݛ෮ੈɅ࠲ȱɀɉĂʴ
ˁˋʞɻɺɂණۊɈၫęȦĂ෮ੈɬૻڷȵȴɅɄޏሇ
ɬಓə୭ɇĂʍˋʌဦݛɅ࠲ȳɥȯɘȰɘɄ௶ၡɞݻ൨
ɬෆȳɥၭȦĂɕɖߊᆏȱȹɂ৽ȢɀȞɘȳă
ཆ။ɈఱęɈʍˋʌɞණۊȿȩɤɅȥȥɩɥૃȞɞʫʐ
ʿˋɬȯɣɅෆȳɥȹɛɅĂმཅɈʳʑʠʭɹʷ˂Ĝڬ
ެɈఱęɂɈൎሇɈ࡙ޏɬɤȳȭɂȦݻ൨ɁȳăȭɈ
ɢȠɄ෮ੈɬĂOQPݴݤɞණۊɈၫęɂࢾລȱɀෳࡖโɅ
ॅറȱɀȞȩȭɂȦಜȺɂૃȞɘȳă

参加者の声
「研究者のための調査ではなく、白保の人々に生かしてもら
うように地域に密着した調査をするという一貫した理念が
印象的でした。
この調査を経験して、自分の価値観が変わっ
たように感じました。」
「 地 域の課 題を地 域の方々とともに焦 点 化し、その解 決に
向けて行動するといった課題解決型のプロジェクトは、
どの
地域においても応用可能であると思います。」
「 最 終日に議 論を深めて、調 査の成 果や課 題を検 討したこ
とが発見でした。グリーンベルトの調査は2年目で、調査手
法が構築途中だったので、
リサーチデザインを形成する場面
に関われたことが良かったです。」
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東京湾のアマモ

Supported by:

BNPパリバ・グループ

国内

海のゆりかご

調査の概要
[調査地]

主任研究者

東京湾富津干潟のアマモ場

仲岡 雅裕 先生 （なかおか まさひろ）

6月 1チーム 4名

北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター
厚岸臨海実験所 教授

ݗۊɈ࠹ܨɅॽɣɦɥޠഐഔ௲)ɺʶʺ௲*ɉĂ༂Ɉʍ
ˋʌɞʶˋʈ˅ĜʮɄɃɂວᅕɅĂ౺દ౯ȦȩĂȯɘ
ȰɘɄఆဘɈ౺ധɈ௲ஒɂȱɀĂࣃࠞ࠹ܨɁ୭ᅟɄᄜߠ
ɬඐȽɀȞɥɂ৽Ȣɣɦɘȳăȱȥȱ࠹ܨɅȤȫɥఱ࠰Ɉ
ॄߤɈ߄ɅȞĂȷɈယჶಓɈঌவɞ࡙༑Ɉᇚݛ
Ȧఘ༯ȯɦɀȞɘȳă

山北 剛久 先生 （やまきた たけひさ）
独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）
研究員

ȭɈ୭ᅟɄ࠹ܨ౺ൔृɬ။ȳɥȹɛɅĂ౺ဘदୠɈ৭
ɞဿᅕૺɂĂȯɘȰɘɄࠞࣃᅟۚɈ࠲बɬცɣȥɅȳɥ
ȹɛɈĂঢ়ۊĆෳࡖโɄॸ࢞Ʌଲɤ೨ɭɁȞɘȳă
෮ੈɁɉĂɺʶʺĆʋɺʶʺɄɃɈޠഐɞʸˁʍʅɼʄɼ
ɄɃɈႳީᇆɬɉȲɛĂȮɧᄆɅȳɥȭɂȦவɄȞȯ
ɘȰɘɄ౺ဘɬ࠰ࣷɅࠫઍɁȧɘȳă
ȭɦɣɈ౺ဘ࠰ɈȾɄȦɤĂȤɢɍࠞࣃɂɈ࠲ᇦ౯ɬცɣ
ȥɅȱɀȞȩȭɂɅɢɤĂ౺ဘɈഽᅕ౯Ȧྥ௵ɅထઔɄഊ
࠲बɁɤᆏȽɀȞɥȭɂȦᆅސɁȧɥɁȱɡȠă
ȭɈʯ˅ʈˁʸɬฆȱɀĂࣷ༃మȳɥණ࢝ݗඤݛɅൣ
ȯɦɥࠞࣃဿȦĂ࠹ܨ౺ဘदୠɈဿݛɬฆȲɀ࠹ܨ౺ൔ
ृɅɃɈɢȠɄဿݛɬᅇȢɥȥɅȾȞɀᅅപȳɥȭɂɅɢ
ɤĂষɈఱ࠰ߤɬ࠸ɛȹᄘެ౺ൔृɈȜɤၫɬ৽Ȣɥ
࡙ޏɅɄɦɊɂ৽ȢɀȞɘȳă

調査結果
ᇉ༃ɂວᅕɅĂɺʶʺ௲Ɉෂܻင)ʹɼˋʍɼʠ*ɂത
ɅȤȞɀǍȉĿ2ȉɈঽྉᄆɈࣾಜɤɬಡฤȱĂৄ๘Ʌ
ȤȞɀĂɺʶʺɞʋɺʶʺɄɃɈᄵჟȤɢɍᄭಬโɅॽɣ
ɦɥହɬࡥሃȱɘȱȹăɘȹĂණवɈဿݛɅȾȞɀɜ߂ৄ
๘Ɉఠɬപฤȱɘȱȹă
ూ2ɁɉĂ3115༃ɢɤॅറȱɀ෮ੈɬȽɀȞɥʹɼˋ
ʍɼʠɅȤȫɥɺʶʺĂʋɺʶʺɈယɈဿݛɬȱɀȞ
ɘȳăႨ༃ɉĂູɅത)႘ത*Ɂჟఆ౺ɈੋණȦঢ়ȦȽ
ȹȭɂȦယȥɤɘȱȹăȭɦɉĂ3125༃ڬਏറȞɀȞɥ
भɁȳăȷɈێၫɁĂɺʶʺɉȭɦɘɁɢɤ࠹തɅୠෂ
ȱɀယȳɥभȦॽɣɦĂɺʶʺɈယɉതɁঌɥێ
ၫĂ࠹തɁდɅɄɤȾȾȜɥȭɂȦცȱɘȱȹă
ɘȹĂʋɺʶʺɅȾȞɀɉ࠹തɈɈငယɄɃĂ3123༃
ȥɣఆ౺Ȧঌவȱȹ௲ஒɅഝݡȱɀȞɥभȦॽɣɦɘȱ
ȹă
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2004

2005

2006

2007

2008

2009 2011

2012

2014

2015

2016

јᓊ

љἈ
䕔 䕔〄ᆅ䛾䜏䛜ඃ༨䚸 䕔䝁䜰䝬䝰䛸䜰䝬䝰䛜ฟ⌧䚸䕔䝁䜰䝬䝰䛜ฟ⌧䚸䕔䜰䝬䝰䛜ฟ⌧
䜾䝺䞊䛾㒊ศ䛿ㄪᰝ䛧䛺䛛䛳䛯ሙᡤ䜢♧䛩䚹

ᅗ䠍䠊ᐩὠᖸ₲୰ኸ༡ഃ䛾䝯䜲䞁䝃䜲䝖(200m㽢50m)䛻䛚䛡䜛䜰䝬䝰䚸䝁䜰䝬䝰ศᕸ䛾㛗ᮇኚື

考察
ɘɁ3115ġ3127༃Ʌɩȹɥो24༃࠰ɈࠍߟɈɺ
ʶʺ௲ɈෳࡖʟĜʗɬୠಓȳɥȭɂȦɁȧɘȱȹăຶɣ
ɦȹʟĜʗɈސɉɘȺෂɁȳȦĂȭɦɘɁɈސɅɢ
ɤĂȭɈɺʶʺ௲Ɉఆ౺ɈဿݛɅȾȞɀɉĂଋɈဿݛɢ
ɤɜĂ༜ᇶɞ෦ᆔɄɃဘᆅโᗨᅸɅȠੋୋɈණवɞఠ
ɈဿݛȦɢɤఠȩ࠲ᇦȱɀȞɥȭɂȦცɣȥɅɄȽɀȞɘ
ȳă
༃ɅȤȞɀɜĂౘ༃ᅰറȞɀȞɥʹɼˋʍɼʠതɁɈ
ੋɈ്ಓȦॅറȱɀȤɤĂȭɦȦჟఆ౺ငယɈჶಓɈഝݡ
Ʌȩ࠲ᇦȱɀȞɥɂૃɩɦɘȳăɘȹĂ࠹തɁɈɺʶʺ
ఆ౺ငယɈഝݡɉĂੋୋɈھɅȞĂߏโఠȦఠȞ
ငယȦ࠹തɅھȱɀȞɥȭɂɂ࠲ᇦȱɀȞɥɂૃɩɦɘ
ȳă
Ⴈ෮ੈණɉĂࡥሃโჾஓɁȜȽȹ3121༃ɬॄɀ3122༃Ʌ
ɉɺʶʺȦᄭಬȳɥ௲ஒȦॗঌȱɘȱȹăȷɈষĂȥɣ
ɈੋɈ്ಓȦȧȩɄȽɀȞɥɢȠɅૃɩɦɘȳăɺʶʺ
ᇆɉණैݚɞɬ്ಓဘฦɅෟɤɣȳȭɂɅɢɤޠฦɈ
ڤฤݛɅਇॷȱɀȞɥȭɂȦඪɣɦɀȞɘȳȦĂɺʶʺఆ
౺ɈঌவȦੋɈᆔɞ്ಓɅɜࣗ܆ȱɀȞɥݢ༑౯Ȧ
ȯɦɘȱȹă

今後の見通し
௫ࡥ৽ઍɁɜఌɦȹɢȠɅĂȭɦɘɁɈ෮ੈɅɢɤĂ
েဿɅȠࠞࣃஜᅟۚɈဿݛȦɺʶʺఆ౺ɈဿݛɬฆȲ
ɀĂࠍߟɈණवɞ౺ൔृʯ˅ʓʑɅɜࣗ܆ɬᅇȢɀȞ
ɥݢ༑౯ȦȜɤɘȳăষĂࡠݤɈݗএɞဇɈࢨ
ݛɅȠ༜ᇶᗨᅸɈ௫ீȦᅅപȯɦɥȹɛĂȷɦɣ
ެโᅟۚɈɺʶʺ௲ɒɈࣗ܆ĂȤɢɍɺʶʺ௲Ʌɢɥࣟஒ
โɄࠞࣃޜဿɈৌݪɅȾȞɀĂॸ࢞ɬॅറȳɥȭɂɅɢɤ
ცɣȥɅȱȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳă
ණ࢝ݗඤݛɞޠჶ௫ீɄɃɈেဿɅȠޠᅖࠞࣃɈ
ဿݛɂޠᅖ౺ဘदୠɈෳࡖဿɈ࠲ᇦ౯ɬცɣȥɅȳɥɅ
ɉĂෳࡖɅວȲၫၭɁʟĜʗɬୠಓȱɀȞȩȭɂȦݝɢɤ
ɜ୭ᅟɁȳă૫༃ڬਏɜႨ෮ੈɬॅറȱĂʴˁˋʞɻɺ
ɈၫęɅɜႨɈ࠹ܨ౺ൔृɈഽᅕȯȤɢɍ౺ဘഽᅕ౯Ɉ
ၹȥȯɬଌࠐȱɀȞȹȺȫɥɢȠɄʯ˅ʈˁʸɬอࢷȱറ
ȫȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳă
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温暖化と沿岸生態系

(和歌山)

Supported by:

BNPパリバ・グループ

調査の概要
[調査地]

和歌山県田辺市の岩礁潮間帯

8月 1チーム 4名

ݗۊɈ࠹ܨɅॽɣɦɥ౺ൔृĂȹɂȢɊޠഐഔ௲Īɺʶ
ʺ௲īɞ࠾෦࠰ĪۍīɉĂ༂Ɉʍˋʌɞʶˋʈ˅
ĜʮɄɃɂວᅕɅĂ౺દ౯ȦȩĂȯɘȰɘɄఆဘɈ౺
ധɈ௲ஒɂȱɀĂࣃࠞ࠹ܨɁ୭ᅟɄᄜߠɬඐȽɀȞɥɂ৽
Ȣɣɦɘȳăȱȥȱ࠹ܨɅȤȫɥఱ࠰ɈॄߤɈ߄Ʌ
ȞĂȷɈယჶಓɈঌவɞ࡙༑ɈᇚݛȦఘ༯ȯɦɀȞɘ
ȳă
ȭɈ୭ᅟɄ࠹ܨ౺ൔृɬ။ȳɥȹɛɅĂ౺ဘदୠɈ৭
ɞဿᅕૺɂĂȯɘȰɘɄࠞࣃᅟۚɈ࠲बɬცɣȥɅȳɥ
ȹɛɈĂঢ়ۊĆෳࡖโɄॸ࢞Ʌଲɤ೨ɭɁȞɘȳă
෮ੈɅȤȞɀɉĂޣȯɭɅȤɄȲəɈࠆީᇆɞ৳߈ᇆĪʀ
ʫĆʃʣᇆīɬɉȲɛĂဘɄɈɅȥɄȞʭʐʜʴᇆɞ
ʌʃɼᇆĂʋʉʸʏᇆɄɃɈঙශဘĂީɂɉૃȢɄȞʪ
ʎˁʄɼᇆɞʃʍʄɼᇆɄɃĂཾێɈఱȦȮɧᄆɅȳɥ
ȭɂȦɁȧɄȞȯɘȰɘɄ౺ဘɬ࠰ࣷɅࠫઍɁȧɘȳă!
ȭɦɣɈ౺ဘ࠰ɈȾɄȦɤĂࠞࣃᅟۚɂɈ࠲ᇦ౯ɬცɣȥ
ɅȱɀȞȩȭɂɁĂ౺ဘɈഽᅕ౯Ȧྥ௵ɅထઔɄഊ࠲ब
ɁɤᆏȽɀȞɥȭɂȦᆅސɁȧɥɁȱɡȠă
ȭɈʯ˅ʈˁʸɬฆȱɀĂࣷ༃మȳɥණ࢝ݗඤݛɅൣ
ȯɦɥࠞࣃဿȦĂ࠹ܨ౺ဘदୠɈဿݛɬฆȲɀ࠹ܨ౺ൔ
ृɅɃɈɢȠɄဿݛɬᅇȢɥȥɅȾȞɀᅅപȳɥȭɂɅɢ
ɤĂষɈఱ࠰ߤɬ࠸ɛȹᄘެ౺ൔृɈȜɤၫɬ৽Ȣɥ
࡙ޏɅɄɦɊɂ৽ȢɀȞɘȳă
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主任研究者
山本 智子 先生

（やまもと ともこ）

鹿児島大学水産学部
付属海洋資源環境教育研究センター

准教授

考察
3113༃ȥɣ26༃࠰Ʌɩȹɥ࠾௲Ʌ౺ധȳɥ෦࠰)Ŧ*౺ဘ
दୠɈෳࡖʟĜʗɬୠಓȳɥȭɂȦɁȧɘȱȹăȭɦɘɁ
ɈސɅɢɤĂࡢڭಀ࠹ɉĂਥ෦Ɉࣗ܆ɬࣅȩିȫɀ
ഽȩɈၫହȦယȳɥȭɂĂȷɈय़ݪĂࣻୋɈए
ຄ࠹Ʌૣȹฦ౺౺ဘदୠȦॽɣɦɥȭɂȦယȥȽɀȞ
ɘȳăȭɦɘɁɈ౺ဘदୠɈ৭ɅॗɄဿݛɉॽɣɦɘ
ȵɭȦĂෳࡖɅɩȹɥဿݛɂ༃ဿȦȜɥɢȠɁȳăᇉȢ
ɊĂ෦࠰௫ငɅᄭಬโɅॽɣɦɥହɁȜȽȹɼˇʭʐʜ
ʴɉȭɈ21༃࠰Ɂჶಓɬ୴ழȱĂȷɈ࠰Ʌශฦȱȹ഼Ɉঙ

ශဘȦෳȳɥɂɂɜɅĂჟಣಒޡഔɈɢȠɄྡဒ౯Ɉ
ഔᇆȦഝݡȱɀȞɥɢȠɅૃɩɦɘȳăɘȹĂ༃ɉĂ༳
۫ȦෳȩᆲȦவɄȥȽȹȭɂĂ9ॢݚڬਏݗȦɞ
ɞฝȞȦറȞȹȹɛȥĂᇉ༃ڬਏডૌȱɀȱɘȠɢȠ
Ʉʪʐʅɞʃʺʄʏˁʦ˂ȦݤɘɁરȽɀȞɘȱȹăȷɦ
ɅൎȱɀĂჾஓɁȜȽȹ༃ɉྡဒ౯ެڬɈഔᇆȦȜɘɤ
ॽɣɦɘȵɭɁȱȹă
Ŧ෦࠰ć෦૪Ɉ࠹ޠೀɂฝ෦૪Ɉ࠹ޠೀɈ࠰Ɉင
ယăฝ෦૪ɉࠍ௫ȦȽɀᆌණɂɄɥă

今後の見通し
ෳࡖโɄেဿȦޠᅖ౺ဘदୠɅᅇȢ
ɥࣗ܆ɬცɣȥɅȳɥɅɉĂێ૪โɄ๏
েஏɅɢɥ౺ဘഊɈဿݛɂෳࡖɅɩȹ
ɥဿݛɬယȫɥྼᅟȦȜɤɘȳăȷɈȹ
ɛĂෳࡖȥȾঢ়ۊɅɩȹɤວȲၫၭɁʟ
ĜʗɬୠɛɀȞȩȭɂȦݝɢɤɜ୭ᅟɁ
ȳăᇉȢɊ༃ɉਡโɅჾஓɅॽခɩ
ɦĂȭɈ෮ੈɈষɁȱȹȦळɈဇɜ
ݝȥಞࣷĆ௫ᆌȱɘȱȹăȭɈ૪ࡖɅ
ʯˁˋʇʠˋɈᅌ౺ȦශฦȳɥɢȠɄହ
ɅȾȞɀɉĂශฦᆲɞශฦষɈ౺ശᆎ
ȦȭɈɢȠɄ๏েɅɢȽɀࣗ܆ɬିȫɥ
ȹɛĂڬਏɈदୠ৭ഢɅɜဿݛȦ౺Ȳɥ
ݢ༑౯ȦȜɤɘȳăষɜĂ࠹ܨ౺ൔृ
Ʌ࠲ȳɥʟĜʗɬঢ়ۊȥȾෳࡖɅଲຶȱ
ɀȞȧȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳăɘȹĂʴˁ
ˋʞɻɺɈၫęɅɜႨɈ࠹ܨ౺ൔृɈ
ഽᅕȯɬଌࠐȱɀȞȹȺȫɥɢȠɄʯ˅
ʈˁʸɬอࢷȱȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳă
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温暖化と沿岸生態系 (千葉)

Supported by:

BNPパリバ・グループ

調査の概要
[調査地]

房総半島南部の岩礁潮間帯

7月 1チーム 7名

ݗۊɈ࠹ܨɅॽɣɦɥ౺ൔृĂȹɂȢɊޠഐഔ௲Īɺʶ
ʺ௲īɞ࠾෦࠰ĪۍīɉĂ༂Ɉʍˋʌɞʶˋʈ˅
ĜʮɄɃɂວᅕɅĂ౺દ౯ȦȩĂȯɘȰɘɄఆဘɈ౺
ധɈ௲ஒɂȱɀĂࣃࠞ࠹ܨɁ୭ᅟɄᄜߠɬඐȽɀȞɥɂ৽
Ȣɣɦɘȳăȱȥȱ࠹ܨɅȤȫɥఱ࠰ɈॄߤɈ߄Ʌ
ȞĂȷɈယჶಓɈঌவɞ࡙༑ɈᇚݛȦఘ༯ȯɦɀȞɘ
ȳă

主任研究者
仲岡 雅裕 先生 （なかおか まさひろ）
北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター
厚岸臨海実験所 教授

ȭɈ୭ᅟɄ࠹ܨ౺ൔृɬ။ȳɥȹɛɅĂ౺ဘदୠɈ৭
ɞဿᅕૺɂĂȯɘȰɘɄࠞࣃᅟۚɈ࠲बɬცɣȥɅȳɥ
ȹɛɈĂঢ়ۊĆෳࡖโɄॸ࢞Ʌଲɤ೨ɭɁȞɘȳă
෮ੈɅȤȞɀɉĂޠഐĂޠഔᇆĂɼʕʆˋʙʻʇĂʌʃ
ɼĂʋʉʸʏĂࠆީᇆĂႳީᇆĂʭʐʜʴĂᚥྛဘɄ
ɃĂཾێɈఱȦȮɧᄆɅȳɥȭɂȦɁȧɄȞȯɘȰɘɄ
౺ဘɬ࠰ࣷɅࠫઍɁȧɘȳă
ȭɦɣɈ౺ဘ࠰ɈȾɄȦɤĂࠞࣃᅟۚɂɈ࠲ᇦ౯ɬცɣȥ
ɅȱɀȞȩȭɂɁĂ౺ဘɈഽᅕ౯Ȧྥ௵ɅထઔɄഊ࠲ब
ɁɤᆏȽɀȞɥȭɂȦᆅސɁȧɥɁȱɡȠă
ȭɈʯ˅ʈˁʸɬฆȱɀĂࣷ༃మȳɥණ࢝ݗඤݛɅൣ
ȯɦɥࠞࣃဿȦĂ࠹ܨ౺ဘदୠɈဿݛɬฆȲɀ࠹ܨ౺ൔ
ृɅɃɈɢȠɄဿݛɬᅇȢɥȥɅȾȞɀᅅപȳɥȭɂɅɢ
ɤĂষɈఱ࠰ߤɬ࠸ɛȹᄘެ౺ൔृɈȜɤၫɬ৽Ȣɥ
࡙ޏɅɄɦɊɂ৽ȢɀȞɘȳă
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調査結果
༃ɅߏȳɥɂĂȞȩȾȥɈ෮ੈࣾɁ৭ହɈဿݛȦ
ɛɣɦɘȱȹăᇉȢɊĂழვɈۍɁɉĂʳˋʘˇˁɈێହ
ɁȜɥɼʕʺʇȦ෦࠰)Ŧ2*ݚငɁഝݡȱȹێၫĂ৮ॽĂ
ಫೲĂಀರშɈۍɁɉĂ෦࠰௫ငȥɣෂငɅȥȫɀĂ
༃ɉɼʕʘˋʜɾɞʃɼʦ˂ȦᄭಬȱɀȞȹɂȭɧȦಒޡ
ഔɅࠓɩȽɀȞɥभȦɛɣɦɘȱȹă
ᅟɄޠഔᇆɅȾȞɀ3113༃ȥɣɈྡɈဿݛɈސɬ
మɛɀȞɘȳăᇉȢɊĂழვɈۍɈय़ݪɁɉĂಒޡഔĂʪ
ʐʅɂɜɅྡȤɢɍိࣧယ෦ڮĪŦ3īɉĂ༃ɅɢȽ
ɀဿȱɘȱȹȦĂෳࡖโɅഝݡȜɥȞɉঌவȳɥभɉ
ॽɣɦɘȵɭɁȱȹĪూǍīă

今後の見通し
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ూ2āழვɈฤ๘ɅȤȫɥᅟޠഔɈྡɂယ෦ڮɈဿݛ

௫ɈɢȠɅĂႈ
Ɉۊ࠹ܨɁɉĂ
ȭȭ21༃ȪɣȞɉ
ݗɈ௫ீभɉॽɣ
ɦȴĂȱȹȦȽɀۍ
Ɉ౺ဘदୠɉȯɘȰ
ɘɄᅟۚɁ༃ဿɬ
ȳɥɜɈɈĂ࠭ێȱ
ȹෳࡖဿݛɉॽɣɦ
ɀȞɄȞɂૃɩɦɘ
ȳăȷɈɢȠɄ࣍
ɁĂেဿຑɅ
Ƞࣗ܆࿎ݟɬȠȹ
ɛɅɉĂȭɦɘɁɂ
ວȲၫၭɁĂޠᅖ౺
ဘदୠɈဿݛɈʟĜʗɬɢɤෳȩĂණັɅଲຶȱɀୠಓȱ
ɀȞȩȭɂȦݝɢɤɜ୭ᅟɁȜɥɂ৽ȢɀȞɘȳă
૫༃ڬਏɜĂႈȤɢɍࡢڭɅȤȫɥ෮ੈɬॅ
റȳɥᅅฤɁȳăႨ෮ੈɬෳࡖɅȥȾঢ়ۊɅ๐ާȱɀȞȩ
ȭɂɁĂႨɈ࠹ܨ౺ൔृɈഽᅕȯɂȷɈဿɈȧȯɬ
ʴˁˋʞɻɺɈၫęɅఠȩᆅސȱɀȞȹȺȫɥɢȠɄʯ˅
ʈˁʸɬอࢷȱറȫȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳă

考察
ɘɁɈ෮ੈɅɢɤĂ3113༃ȥɣ3127༃Ɉो26༃࠰Ʌ
ɩȹɥ࠾෦࠰౺ဘदୠɈෳࡖʟĜʗɬୠಓȳɥȭɂȦ
Ɂȧɘȱȹă༃ɂɈߏɁɉĂഽȩɈණ๘ɅȤȞɀĂʃ
ɼʦ˂ɞɼʕʘˋʜɾɄɃɈᄭಬȳɥྡဒ౯ޠഔȦĂಒޡ
ഔɅȧࠓɩɥभȦɛɣɦɘȱȹăȷɈঈۚɉɘȺູ
ฤȳɥȭɂɉɁȧɘȵɭȦĂࡠ)5ॢġ7ॢ*Ɉݗ)*ݗ
ɉĂ3127༃ɈၫȦȥȽȹȹɛĂȭɦȦࠍ૪)ࠍ෦૪
Ʌ࠾Ȧޠჶ௫Ʌএɦɥȭɂ*Ɉݗʑʠ˄ʑɅĂɢɤ
ࣅȞɂૃɩɦɥಒޡഔɅᄵᆀɅລȞȹݢ༑౯ȦȜɤɘȳă
ȱȥȱĂโɄඣɅɉෳࡖʟĜʗɬᅙȞȹĂɢɤႨ߆
โɄސɈय़ݪɬȾྼᅟȦȜɤɘȳă

ā)Ŧ2*෦࠰ć෦૪Ɉ࠹ޠೀɂฝ෦૪Ɉ࠹ޠೀɈ࠰Ɉ
!!!!!!!!!ငယăฝ෦૪ɉࠍ௫ȦȽɀᆌණɂɄɥă
ā)Ŧ3*ိࣧယ෦ڮć෦࠰Ɂ߂౺ဘȦယȳɥȯɈ
āāāိࣧć1!dnȦ෦࠰ɈෂܻɁȜɥိࣧ෦ڮɬȳ

参加者の声
「 地 球 規 模の気 候 変 動の一 端を間 近に見て知ることがで
きました。今回の調査は、地球規模と目の前にある身近な自

3113༃ȥɣ3127༃ɈෳࡖʟĜʗɈᅅྩސɁɉĂழვɈ
ۍɅȤȞɀɉĂູฤɈହɈഝݡɞঌவɈෳࡖโɄभɉ
ɛɣɦɀȞɘȵɭă࠲ຄၫɈࡠɈݗɉĂ3121༃ȥ
ɣ3126༃Ʌȥȫɀɉိ༃ɢɤɜฝȞभȦȜɤĂȷɦɠ
ȢݗඤݛɉȭɈ૪࠰ʑʉĜ˃Ɂɉ౺ȲɀȞɄȞݢ༑౯Ȧ
Ȟɂ৽ȢɣɦɘȳăȱȥȱĂ3127༃ɉݗĂݗɂɜɅ

然、100年先の未来と今現在の生活、
という壮大であり身近
でもある2日間でした。海辺や磯の生き物が愛おしく思え、
人間も自然の一部であると実感しました。」
「調査地の岩が鋭角にえぐられた様子をみると、波の威力な
のか、あるいは潮の流れや風なのか、何が原因でその形がで
きたのかに興味がわきます。自然のすごさを改めて感じまし

ိ༃ɢɤȞभȦȜɥɈɁĂষĂۍɈ౺ဘदୠȦȧ
ȩဿɩȽɀȞȩݢ༑౯ɜȜɤĂॅറȱɀෳࡖʟĜʗɬଲຶ
ȳɥྼᅟ౯ȦȜɥɂ৽Ȣɣɦɘȳă

た。資料で読んだだけでは分からないところも、研究者のレ
クチャーではっきりしました。実際に触れることで理解が深
まって行くように思います。」
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海外のプログラム

グレートバリアリーフのサンゴ礁保全
Recovery of the Great Barrier Reef

౦߂ޢණɁ61ɬܛȢɥʯ˅ʈˁʸɬȱɀȤɤĂ౦ޢ
ෂȥɣୠɘȽȹഽȩɈʴˁˋʞɻɺȦॸ࢞ଞɈ෮ੈߤ
ɬȤ๙ȞȱɀȞɘȳă

コアラの保全
Conserving Koala Country

౦ۆޢદʈ˄ĜʠĆʨ˂ɺĆ˂Ĝʭ໘ɅȜɥʂ˃ʭɿ
ɾʑɁɈ෮ੈɁȳă౦ޢෂȥɣʑʅʽĜʨʘɼʨĜ
ȦୠɘɥȭɈྰȱȞණۊɈʍˋʌɉĂࣷ༃ʮˁʛ
ʇʨˋʡ࿒Ʌɢɤ࣒ڴɅȯɣȯɦɀȞɘȳăʘɼʫ
ˋʈɅɢɤĂʍˋʌɬʶʛʬˋʈȱɄȦɣȷɈ
ൔɬࡥሃȱȹɤĂഅ໘ɈʍˋʌɈʍˋʯ˃Ȧɞݗ
ĂqIɞ܉ᅤ೧ɄɃɈࠞࣃᅟۚɅɃɈɢȠɅൎܾȳ
ɥȥɬࡥሃȳɥȤ๙ȞɬȱɀȩȺȯȞă

海外

!参加者の声
「珊瑚の調査中に鯨の鳴き声が聞こえてきたことと、電子顕
微鏡で珊瑚に着いている微生物を探したこと、そしてメンバ
ーで料理コンテストをしたことはとても楽しかった。調査内容
や研究テーマに対する意識はとても向上した。」9月参加 M.Y.

ʋɺˁɉĂݗɈ௫ீĂਏ۫ᆲɈঌவɄɃɈ࣒ڴɅ
ჶȱɀȞɘȳăেဿȦʋɺˁɅᅇȢɥࣗ܆ɬᆅސ
ɁȧɄȫɦɊĂȷɈౘɞ౺ധණɬ။ȳɥȭɂɉɁȧ
ɘȵɭăʋɺˁɈࠫઍɞ౺ധණɈ࿎ݟĂୃᄄɈപฤɄ
ɃɈ෮ੈɅ࠲ɩɥȭɂȦᅰɘȳă
! 参加者の声
「チームメイトが作ってくれた食事はどれも美味しかったこ
とと、英語があまり喋れないにもかかわらず、チームメイトと
笑い合えた時は、嬉しかったです。」2月参加 A.T.
テキサス州のアメリカシロヅルと沿岸生息地の保全
Protecting Whooping Cranes and Coastal
Habitats in Texas

オーストラリアの熱帯雨林

ʞʅʍʑୋɈʄ˃ʭʋĜʑʠୈ၃Ʌ౺ധȳɥɺʹ˂ʃ
ʏ˅ʝ˃ɉĂȭɦɘɁɅࡧȧȹࠞࣃɈဿݛɂଷᆪɈ܆
ࣗɅɢȽɀದჱɈࡇ࡙ɅȱɀȞɘȳăএ੭Ăॸ࢞ଞ
ɉʏ˅ʝ˃ɈখൌౘȦ૩റโɅഝݡȳɥɢȠɅĂ౺ധ
ණɈ။ɂ߄ෟɅଲɤ೨ɭɁȞɘȳăʴˁˋʞɻɺɉ
࠹ܨɈܶ౯ଈණɈထઔɄ౺ൔृɬ෮ੈȱɀĂɅ࠲ɩ
ɥဿݛɞȷɈ഼ɈࠞࣃɈဿݛȦȭɈದჱɅȱȹ
ɅɃɈɢȠɄࣗ܆ɬᅇȢɀȞɥȥɬॸ࢞ଞȦސცȳ
ɥɈɬ๙Ȟɘȳă

Wildlife of Australia's Rainforests

ȵɩȱȞ෨ɬᆋɦĂɈȯȢȴɤɞழರɬᆔɦɥɈ
ݙȦဧȭȢɥʂĜʑʠˁ˂ɺ႘ငɈ༂۫ᆹɅɤɘ
ȳăȷȭɁĂᄘࠫઍɞĂʠʃʊɞʃʀ˃Ɉ෮ੈĂਹ
්ੜୠɄɃɬɄȞɘȳă
参加者の声
「テント生活だったので地面が固く寝れないことがつらかっ
たのですが、印象に残っているのは森の中で大蛇を捕まえた
ことです。」2月参加 Y.A.

! 参加者の声
「アメリカシロヅル以外にも様々な鳥を見られたことはとて
も良かった。それらの英語名を知り、覚えられたので、
この後
に参加したAmazonの調査で役に立った。防寒対策はそれ
なりにしても強風・寒風が吹き続け、足元は水に浸かってい
る状態だったので、
これはそこそこ辛かった。」3月参加 O.I.
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カリフォルニアの太陽の下で行うクジラとイルカの調査
Whales and Dolphins under the California Sun

カナダの荒野でオオカミと山火事を追跡
Tracking Fire and Wolves through the
Canadian Rockies

ʂʂʃʷɂટૢݮȦ౺ൔृ။ɅݪȹȳᄜߠɅȾȞ
ɀߔɭɁəɘȵɭȥĉʃʢʘɺ˃ʨĜʗୋɈɾʁĜ
ʗĜʠˋ˄ɼʇਡᆏܠɁɉĂ႘ɺʹ˂ʃɈൣโ
Ʉᄘ౺౺ဘɁȜɥʂʂʃʷĂʈ˂ʒ˂ĜʱɺĂʂʂ
ʜʦʪʜʐĂˇʏɄɃɈಙɬȹȩȯɭᄆɅȳɥૢ
ȦɁȧɘȳăʴˁˋʞɻɺɉఆ౺෮ੈɞᄘ౺౺ဘɈ
ಙ෮ੈĂʂʂʃʷɈഫಙ෮ੈຑɬ๙Ȟɘȳă
ʃ˂ʭʁ˃ʣɺɈ࠹ܨණۊɁɉഽȩɈʇʐˁɞɼ˃
ʃȦॽɣɦɘȳȦĂȭɈණۊɉഽȩɈཉȦཽɅਂ
ȳɥʀ˂ɺɁɜȜɤɘȳăʟɼʢʵɼˋʠɞʍˋʗ
ʃʗ˂ʢୈ၃ɁĂࠫʴĜʠɞࣞཉĂޠᅖܸಹ
ຑɅɢɥ࣒ڴɅȯɣȯɦɀȞɥʇʐˁɞɼ˃ʃɈ
ɬࠫઍȱĂʴĜʠɞ഼Ɉ௩ޮဘɅൎȳɥ˂ɺʇʏʿˋ
ɈࡥሃɬଲɤĂޠᅖ፪ᇆ။ীɈȹɛɈಱᆒᆏڨɅᄜ
ᆏɀɘȳă

!参加者の声
「 研究者やスタッフの対応は素晴らしく、食事も美味しかっ
た。偶然、野生のオオカミに遭遇したことも思い出深い。集団
になった時の英会話力を普段から高めておくともっと有意
義なものになったと思う。」8月参加 M.M.

!参加者の声
「 予 想 以 上に紫 外 線が強かったが、調 査に参 加したクルー
や仲間とのコミュニケーションは、
とても楽しく印象に残って
いる。」7月参加 N.Y.

北極圏周辺の気候変動
Climate Change at the Arctic's Edge

ණ࢝ݗඤݛɅɢȽɀ܊ɅරȢɣɦȹ႐Ʉݗଆ
ৌݪʄʑȦऋෂɅ༧ȯɦɥɂĂණ࢝ࡤჹɁɈݗ
ඤݛɬȯɣɅݡബȯȵɥȭɂɂɄɤɘȳăණ࢝ݗඤݛ
এȦɜȽɂɜ॔โɅɁȧɥɂȭɧĂȷɦȦ႘࣡
५ୈ၃ණۊɄɈɁȳăʴˁˋʞɻɺɉʧʡʕˋሕɈழ
ȯɄ෨ĂʙʻĜʙ˃ɈࣷȩɁݗඤݛɈࢪɬപฤȱɘ
ȳă

ケニアのライオンー捕食者と獲物の関係
Exploring Lions and Their Prey in Kenya

!参加者の声
「飛行機を4便，乗り換えて現地に着きました。私にとっても
ちろん初めて踏み入れた場所です。そこはこれまでに見たこ
との無い世界が広がっていました。その場に広がるリアルな
自然を体全部、五感を通して体感した2週間でした。
リアルス
トーリーを経験体験できたことは貴重な学びとなりました。
また、現地のスタッフ、チームのメンバーとも人ネットワーク
ができたことも大きな財産となりました。
このような素晴らし
いプロジェクトに参加できとても幸せです。生徒達にリアルス
トーリーを届け、環境について考えたいと思います。」 8月参
加 M.K.

ఱ࠰ɈߤɅɢȽɀĂɺʭ˂ʃɈᄘ౺౺ဘɂȷɈ߉ဘ
ɂɈ࠲बȦဿݛȱɀȞɘȳăࡖކโɄဘ။ীૈɅ
ɢȽɀ၏ଞɂ߉ဘɈ࠲बɬڬɈൔɅᄋȳȭɂȦ
ɁȧɥɈɁȱɡȠȥĉ೯โɄݦමɈࠣᆅɅɢȽɀᆤ
ଞɈʨˁˋʑɬޑဌȳɥȭɂȦݢ༑ȥɃȠȥɬێɅ
ცɣȥɅȱɀȩȺȯȞă
! 参加者の声
「オープンサバンナで様々な動物たちが自由に闊歩している
姿は、やはりとても魅力的です。なお、Yellow Feverの予防
接種は必要です。」7月参加 O.I.
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ウガンダの森でチンパンジーを追う
Investigating Threats to Chimps in Uganda

マジェテ野生動物保護区におけるマラウイの動物たち
Animals of Malawi in the Majete Wildlife Reserve

ຄɺʭ˂ʃɅરɥɈ༂۫ᆹɁȜɥʮʡˋʌఝᆹ
။ীࣾɅɉĂᄝ811ຢɈʙˋʩˋʐĜȺȫɁɄȩĂȷ
Ɉ഼5ହᇆɈᅟɄᇔෳᇆɜ౺ധȱɀȞɘȳăఝɈݪ
ୃȦঌȽȹय़ۜݪȧࡧȭȯɦȹĂᇔෳᇆɅɢɥཛྷɈ
ဘɈྡޮɬॎঌȯȵɥȹɛĂȷɈੜ܂Ɉ౯ɂୃݪɈ
ିဢ࣍ɂय़ଌୈࡖɬ෮ੈȱɘȳăʴˁˋʞɻɺɉʮ
ʡˋʌ။ʭɻĜ˃ʡʑʞĜʏʿˋɈʭɻĜ˃ʡɺʏ
ʑʗˋʠɂɂɜɅĂɂᅄၫĂૢෂɈʙˋʩˋʐĜ
ɂ഼ɈᇔෳᇆɬࠫઍȱĂୃᄄɞਹ්Ɉ෮ੈɬ๙Ȟɘ
ȳă

ʶˁɾɼࢼሆਡɈᄘ౺ဘ။ীࣾɬ૩റݢ༑Ʉ။ীණ
ۊɂȱɀࠣᆅȳɥȹɛĂᄘ౺ဘɈฃಙĂࡥሃĂࠫઍ
෮ੈɅࢾᆵȱɘȳă

!参加者の声
「何と言っても、東アフリカの熱帯雨林を体感できたこと。標
高が高いせいか、その中で活動していても体が辛くない。標
高の低いカリマンタンやAmazonの熱帯林では中にいるだ
けで体がしんどかった。中にいて快適な熱帯雨林というのは
初めての経験だった。」8月参加 O. I.

! 参加者の声
「素晴らしい経験をさせていただきました。Earthwatchが
どれだけMalawiの野生動物保護に貢献しているか、身にし
みて実感しました。また、周辺地域の方を積極的に採用した
り、近くの村に行って交流したり、野生動物に関する授業、ま
たゴミ拾い推進活動をするなど、地域に密着し、いずれは現
地の人たちで運営できるようにしようとしているシステム自
体に賛同しました。
現地での調査活動は、それほどの英語力は必要ないと感じま
した。私は、もっともっと日本人の方にEarthwatchに参加
いただきたいと思っています。」8月参加 Y.K.

南アフリカのペンギン
South African Penguins

ʉĜʯʗɾˋɈਗɅȥɐ˅ʱˋɅɉĂʲˋʆˋ
ɞശറȦࡇɐɘɦɥഽȩɈޠɈʋ˅ʣĜȦȜɤɘ
ȳăʴˁˋʞɻɺɉॸ࢞ଞɬȫɀĂཽఇᆎɄɃȯɘ
ȰɘɄখൌदɈ෮ੈɬଌૈȱɘȳă

「 ケニアのサバンナともウガンダ の 熱 帯 雨 林とも異 なる
thicketという環境を体験できたことは印象深い。グレートリ
フトバレーのほぼ真只中という地理的環境も興味深かった。
動物たちとの距離もケニアよりずっと近かった。」9月参加 O.I.

!参加者の声
「みんなで夕食を食べたり、丁度、お誕生日だったので、お祝
いしてもらったことがとても嬉しかったです。ただ、予想して
いたよりかなり寒く、施設には暖房がなかったので、気候に
慣れるのが大変でした。」8月参加 K.K.
「実際にペンギンの様々な行動を目にすることができたこと
と、ひなの測定の時には直接，ひなに触れることができたこと
は新鮮な驚きでした。私は生物は専門ではありませんが，研
究の仕方や手法にもとても興味がわきました。小学校の授業
や授業研究にすぐに役立つかはわかりませんが，学問的，研
究的にとても面白いと思いました。」8月参加 Y.H
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プエルト・リコの熱帯雨林

バハマでウミガメを追跡

Puerto Rico's Rainforest

Tracking Sea Turtles in the Bahamas

ದჱɈࡇ࡙ɅȜɥɾʷʄʹɉȞȽȹȞɃȭɁɃɈɢȠ
ɅȱɀෳȱɀȞɥɈɁȱɡȠȥĉॸ࢞ଞɂɂɜɅĂ
ȭɈࡇ࡙ɅȱɀȞɥ౺ധණɬ။ীȳɥȹɛɈߤɬ
Ȟɘȳă
! 参加者の声
「 調査地や周囲の自然環境の素晴らしさ。そこにいるだけで
心地よい。まさかマングローブの稚樹が育っている湿地のす
ぐ隣で宿泊できるとは！」3月参加 O.I.

「ウミガメを海の中で素手でつかまえるという経験は初めて
で、印象に残っています。」8月参加 J.K.

「 カリブの真っ青な海。日本では決して見れない風景。水泳
のスキルが低いのであまり役に立たなかったと思うが、ウミ
ガメの調査自体は非常に良い体験であったと思っています。」

ၹɄ౺ဘഽᅕ౯ɬഹɄɩɄȞɘɘĂວ૪ɅණۊɈఱ
ȹȻɅএࣸେɬɜȹɣȳڻɅɉɃɈɢȠɅ༂۫ᆹ
ɈୃᄄɬࠣᆅȱɀȞȫɊɢȞɈɁȱɡȠȥăএණɁ
31༃ڬ௫ɅɩȹȽɀȭɈ෮ੈɬറȫɥॸ࢞ଞɬ๙
Ȟɘȳă

8月参加 H.M.

!参加者の声
「 調 査 地 は 想 像 以 上 に 急 斜 面 だ っ た り 、ぬ か る ん
で い た り と 環 境 が 悪 く 、こ の よ う な 地 で 実 際 に 調
査 の 手 伝 い を 体 験 す る こ と で 、熱 帯 雨 林 の 管 理 を
持 続 的 に 続 け て 行 くに は 根 気 と 努 力 が 必 要 な の だ
と 言 う 事 を 身 を も っ て 感 じ る こ と が 出 来 ま し た 。」
2015年12月〜2016年1月参加 R.K.

コスタリカのクジラとイルカ
Safeguarding Whales and Dolphins in Costa Rica

リバーボートで探検するアマゾン川
Amazon Riverboat Exploration

౺ധȳɥɼ˃ʃɞʇʐˁɈখൌदɉɜȻɧɭĂʡ˃ʓ
ሕɈޠᅖ౺ൔृɈྰȱȯɂ०ȯɬளᅰɅɩȹȽɀ။
ȱɀȞȩȹɛɅɉĂޠᅖ။ীණࣾɈಡᆏȦज़ȥȵɘ
ȵɭăʇʐˁᄆɈࠫઍɞʍˋʯ˂ˋʈɬȞĂ။
ীࠣᆅȦโߊɅɄɩɦɀȞɥȥɬ࿎ݟȱɘȳă
! 参加者の声
「チームメイトが作ってくれた食事はどれも美味しかったこ
と クジラのジャンプを間近で見られたことはとても良かった
のですが、捕鯨について勉強不足で自分の意見が述べられ
なかったことは残念でした。」8月参加 K.S.

౺ဘഽᅕ౯ȦࣙȩɕɃၹɄɺʶʖˋರɬĂʃʤĜɅ
௮ȽɀĂȷȭɅ౺ധȳɥɼ˃ʃɞʃˇʄʹɄɃɈဘ
Ɉ။ɈȹɛɈࠫઍɂ෮ੈɬȞɘȳăʑʗʛʭɂێ
ɅএණɈఱęɅޏȞĂบɤɞଷᆪĂ။ಱᆒɅȾȞ
ɀሇȳ࡙ޏɜȜɤɘȳă
! 参加者の声
「最も楽しかったのは何と言ってもAmazonです。ほぼ、50
年来の憧れだったので、
ここにさえ来れば、あとは何も要らな
いと思えるほどです。辛かったことは、ジャングルでの調査で
熱気と湿気で頭は面白がっているが体は辛いといっていたこ
とです。」4月参加 O.I.

「 イルカ、クジラに関することだったので、事前に捕鯨につい
て勉強されていた方に会って話を伺う機会をつくりました。
事前に知識を準備しておく事で夜の討論会でも自分の意見
を言えた気がします。わからないことは、積極的に質問をし、
メンバーともコミュニケーションをとりながら日々すごすこと
ができました。」8月参加 C.S.
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イベントの開催
ģఱɈܳഫģ

ģɺĜʑɾʁʛʙɈୠȞ3127ģ

Ⴈ༃ɉ3123༃ɢɤႴ༃ާȱɀȧȹ௫ᄘဘܠɅݡȢĂ
ۈɈຢဦܠݛĂ݁ીཽఇʓˋʗĜ)ʒĜˁʏɺဩಡ*
ɈȮࢾᆵɬຶɀଌૈȱĂ౬ɈၫɅȮઞݡȞȹȺȧɘȱ
ȹă

2016年3月26日(土)

第4回

2015年11月15日
（日）

ຄႨరȥɣ6༃ᄆɅȜȹɤĂຄႨʈ˂Ĝˋဌ࣓
ʺʣʗ˂ˋʈʯ˅ʐɿʇʠɈॸ࢞ଞಬင௱ാᇾ࣋ୂ
)ຄ႘ߔ*ɈȮਆܩĂʭʁʠʋˋʞʑʠ3126ɈୂૺĂ
ૢოࣟෳڤ୭ᅂɈʑʬĜʙɬȞɘȱȹă
ຄࢶߔᄙ౺ਆຨɺʥʛʇʑāȵȞɕȩʆʻˁ˂Ĝ

「ツシマヤマネコ」
ੰܗචၭఱຄࢶဘޏࢾܠāۈɈຢဦܠݛ

第5回

2016年3月12日
（土）

「アカガシラカラスバト」
ੰܗචၭఱຄࢶဘޏࢾܠāݖ௫ᄘဘܠ

ģʷʣʠĜʇģ
ɺĜʑɾʁʛʙɈʯ˅ʈˁʸॳບۙڳɁɜȜɥෂಇຟ࣋ୂ
)ຄ႘ߔ*ɈȮਆܩɂĂެޠʯ˅ʈˁʸɅ࠲ᇦȳɥʷʣʠ
Ĝʇɬާȱɘȱȹă
2015年11月27日(金)
「ウガンダの森でチンパンジーを追う」
FDPNݭ
第6回

2016年9月17日
（土）
2015年12月12日(土)

「横浜市繁殖センター」

「熱帯雨林の持続的利用と生物多様性」

݁ીࠞࣃ೯ഢཽࣟఇʓˋʗĜ

ਆુćෂಇຟ࣋ୂāຄ႘ߔā
ຄࢶߔᄙ౺ʅʻˋʩʑ!ʭĜʡʍɼʀˋʑງ!ਆࡹଆ

2016年6月22日(水)
「プエルト･リコの熱帯雨林」
FDPNݭ
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ģʭʁʠʋˋʞʑʠģ
最優秀賞

ઞݡ෮ੈშ

Ķಒཆ။Ɉʍˋʌ෮ੈķ

૪ࡖ

3127༃:ॢ

્შ

ෂāჺཱྀ

෮ੈɁൌঅȱȹȭɂɞ
ࠐȱȹȭɂ

ಒཆ။Ɉʍˋʌ෮ੈɅȤȞɀĂޠฦɈಘ്ಓᆲɬപฤȳɥȹɛɅĂʴˁˋʞɻɺʙĜʸȦࢾᆵ
ȱɀᆧɬੜଲȱɘȱȹăɛɀൌঅȳɥޠෂɁɈࣞɁȱȹȦĂʙĜʸɁȫਗȞɄȦɣĂ౷ߊɅ෮
ੈߤɬଌૈȳɥȭɂȦɁȧȹȭɂɅڤɂࠐଟɈ૩ȻɁȞȽɋȞɁȳăɘȹĂಒಀঢɈəɄɣ
ȴĂཆ။ɈޠɅȤȞɀɜʍˋʌȦཆݛȱɀȞɥএɅȾȞɀĂાɃɜɜᆅސɁȧɥ໘ᅎɈࠞࣃ࣋࣋ۋ੮
ɬȱɀȞȧȹȞɂૃȽɀȤɤɘȳă

優秀賞(2名)

ઞݡ෮ੈშ

Ķ႘࣡५ୈ၃Ɉেဿ෮ੈķ

૪ࡖ

3127༃9ॢ

્შ

ટݚāᄼષ

෮ੈɁൌঅȱȹȭɂɞ
ࠐȱȹȭɂ

ʙʻĜʙ˃Ɂဘᇦ੍Ɉ෴๘ɅᆏȾʳʛʅʿʇʈʶȦᄲęɂઢၐɬȱȹɤĂၶȦێ౺॰ჩეɬୠɛȹ
ɤĂཆਬݛȱȹɈૌȦȜȽȹɤɂĂ႘࣡५ɁɈߤɉĂɂȧਗȠɂɀɜɢȞ࡙ޏɂɄɤɘ
ȱȹăૢݝɜᆵɁଲɤ೨ɚʙĜʸɈස࠰ɂႴ྇ඵȩɘɁাɤਗȞɘȱȹăᅕęɄʨʛʇʈˁɾˋʡɬ
ɜȾఱɂɈ࠲ɩɤɈෂɁĂୱକȥɣॽȹణᄕෂɈ๏ൌʏʿĜĶʂĜ˅ˁķɉĂɀɈఱɬࠐȯȵɥ
ૃࡼɄᆵȦȜɥɂࠐȲɘȱȹă

ઞݡ෮ੈშ

ĶହાɈɺʃɾʷʄʹ။෮ੈķ

૪ࡖ

3127༃8ॢ

્შ

ᄘāۋൣ

෮ੈɁൌঅȱȹȭɂɞ
ࠐȱȹȭɂ

ହાɁɈɾʷʄʹ෮ੈɅઞݡȱɀĂɾʷʄʹɈદᅹɅᆏȻޏȢȹȭɂĂঌவȱȾȾȜɥɾʷʄʹɈ။
ীɞ෮ੈɅసᆵȯɦɀȞɥၫęɂɈޏȞĂହાɈ೧เɄाఋĂĂĂɃɦɬɂȽɀɜᄵࡹڷɁࡦ୭Ʉ
ൌঅɁȱȹăɘȹĂɺĜʑɾʁʛʙɈ෮ੈߤɅઞݡɁȧȹɣȞȞɄɂૃȽɀȞɘȳă

フォトコンテスト2016の結果は、http://earthwatch.jp/events/photocontest2016result.html
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企業・団体との協働
!!}!݄ݴĆ࣋ۙʭɿ˅Ĝʏʛʯ!}
ɺĜʑɾʁʛʙĆʐʻʩˋɁɉĂɢɤৌݪโɄࠞࣃ࣋ۋ
ɈଌএɅਇॷȳɥȹɛĂޏૺ݄߰ݴଜɈȮࢾᆵɈɜɂā
Ķ࣋ۙʭɿ˅Ĝʏʛʯʯ˅ʈˁʸķɬอࢷȱɀȞɘȳă
ȭɈʯ˅ʈˁʸɉĂࠞࣃ࣋ۋɈଌଞɁȜɥಪ౺ၫɈĂڽ
ဦݛɈෂɁɈᄘެߔݨ෮ੈɈൌঅɬૅܧȳɥɜɈɁȳăێ
ᆔɈߔݨଞɈɜɂĂᄘެ෮ੈɁຶȹĂ౺ဘഽᅕ౯ɒɈᆅސ
ɞɣɈࠐɞൌঅɬĂණۊɞߔ৫ɁູఋȜɥࠞࣃ࣋ۋɈ
ଌɅय़ɍȾȫɀȞȹȺȩȭɂɬᄆโɂȱɀȞɘȳă

!\ૅܧ໘ᅎ^
Ćެޠᄘެ෮ੈɈॸ࢞ယඐࣸ
āĪ෮ੈࡖ࠰ෂɈྣĆୱཅൣĆھྣɬ࠸ɚī
ĆઞݡɅȥȥɥྣᅙɈၒ21ܟ
āĪਂྣĂകྩ࿚ਈྣĂੈൣɄɃᄻī

北米
気候変動と森のイモムシ

ࠞࣃ࣋ۋɈଌଞɁȜɥߔ৫Ɉಪ౺ၫɅĂެޠɈᄘެ෮ੈ
ɒʴˁˋʞɻɺɂȱɀઞݡȱɀȞȹȺȩȭɂɁĂɣɈ
ൌঅĆߔݨ෮ੈൌঅɬ࣋ۋଌɅཱ܇ȯȵĂાɃɜȹȻ
ȦଌɈȜɥࠞࣃ࣋ۋɬିȫɣɦɥɢȠɅɄɥȭɂɬᄆโɂ
ȱɀȞɘȳă
3114༃ɢɤॅറȱɀȞɥȭɈʯ˅ʈˁʸɁɉĂȭɦɘɁ
Ɉɓ81Ɉʯ˅ʈˁʸɅ249შɈ࣋ۙȦઞݡȱĂʭɻĜ˃ʡ
ˇĜʇɈൌঅɬ࣋ۋɈএ௲Ʌཱ܇ȱɀȞɘȳă
ɘȹĂȷɦȸɦɈࡦ୭ɄൌঅɉၡਠஙɂȱɀxfcɅऻ੪ȯ
ɦɀȞɘȳă
http://earthwatch.jp/pj_oversea/kao_report.html
ளᅰโɅɉĂಪ౺ၫɅɂȽɀࠞࣃ࣋ۋɅ࠲ȳɥ௶ၡৄࠓɞ
ࢾࡼɈ௲ɂȱɀ࡙༑ȳɥʥʛʠˇĜʇɬ৭භȳɥȭɂɁಪ
౺ၫɈ࣋ۋଌɬૅܧȳɥɂࢼɅĂႨਡ໘ȺȫɁɄȩ౦
ޢෂɁࠞࣃ࣋ۋɅ़ɩȽɀȞɥၫęɂɜᇦ़ɬఠɛɣɦɥ
ɢȠɅȳɥȭɂɬ৽ȢɀȞɘȳă
!\ʯ˅ʈˁʸɈޱᅟ^
ʭɻĜ˃ʡˇĜʇɈൌঅɬ࣋ۋএ௲ɁߤȥȱɀȞȹȺȩȹɛɅ
Ćޏૺ݄߰ݴଜɈʑʵˋʍĜʏʛʯɅɢɤĂެޠɈᄘެ෮ੈʯ
ā˅ʈˁʸɒಪ౺ၫɬʴˁˋʞɻɺɂȱɀ༝ঁȱɘȳă
ĆݤəɈێฤࡖ࠰Ăಪ౺ၫɬެޠɈᄘެ෮ੈɅʴˁˋʞɻɺ
āɂȱɀ༝ঁȱĂȷɈൌঅɬୂࣞɅߤȥȱɀȞȹȺȧɘȳă
Ć࣋ۙɉૄฤɈᄘެ෮ੈʯ˅ʈˁʸȥɣ࣓ჍɈȜɥ෮ੈɬೊ൰
āȳɥȭɂȦɁȧɘȳă
ĆǍʯ˅ʐɿʇʠɅǎშɈ࣋ۙȦઞݡȱɘȳă
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61人 アジア
ボルネオの雨林と気

10 候変動

32人 アフリカ

16人

7

南アフリカのペンギン

8

バーネガット湾のキス
イガメ

9

モンゴル大草原の野
生生物

7

ケニア沿岸のマング
ローブ

4

ノバスコシアの哺乳類

8

ベトナムのチョウ

6

ウガンダの森でチンパン
ジーを追う

2

大西洋北西部のサケ

6

スリランカのサル群団

5

ケニアのクロサイ

2

ニューヨーク市の野生
生物

5

インドにおける母と子の
健康管理

2

欧州

オルカ

3

タイでのゾウの知力調査

2

ヨーロッパ・アフリカ間の
ナキドリの渡り

4

アラスカのオットセイ

2

中国浙江省の森林と気
候変動

2

アイスランドとアラスカ
の氷河

2

コククジラの回遊

2

マレーシアの森のコウモリ

1

ヘブリディーズ諸島のク
ジラとイルカ

2

ティートン山脈の鳴禽類

2

中米

モーレイ湾のクジラと
イルカ

2

メイン州の島の生態系

2

コスタリカのクジラと
イルカ

6

ドイツライン川流域のビ
ーバー

2

ユカタン半島のサボテ
ンとラン

2

コスタリカの哺乳類

2

豪州

北極圏周辺の気候変動

4

バハマでウミガメを追跡

2

カンガルー島のハリモグ
ラとオオトカゲ

サウスカロライナの海面
上昇調査

2

南米

カナダの荒野でオオカミ
と山火事を追跡

4

ブラジルの野生動物と
その回廊

10人

5人

5

12人

2人

2

!!}!ݚড়་ࡥ༄ੰච
āāāāāāāā!!࣋ۙʭɿ˅Ĝʏʛʯ!}

ࢾລࡅࣞ
āāɺʒʫ˃߰ૺޏଜĂɺʒʫ˃ࢶ߰ૺޏଜ
ߤණۊ
āāࢶۈनࢶඌ༜෨!ɺʒʫ˃ࢶ߰ૺޏଜɈఝᆹ
ॸ࢞ଞ
āāෂ!৴ćࢶߔʭɻĜ˃ʡ࢞ॸۋ࣋ߔݨʓˋʗĜ
āāāāāā!ఝᆹ౺ൔृငᄑఝᆹ௶ၡߔယᄘāਆુ
ɺĜʑɾʁʛʙĆʐʻʩˋɁɉĂ3124༃ȥɣb{cjmʈ˃Ĝ
ʯɈ୦ࣞۙȦఝᆹ။ɂߤᅙɬ৽ȢĂଲ೨ɚȹɛɈࠞࣃ။
ʯ˅ʈˁʸɬଌૈȱɀȞɘȳă
2::7༃6ॢɅഀࣞɬާȱȹɺʒʫ˃ࢶ߰ૺޏଜɉĂࢶ
ɈɕɖෂܻငɅȜȹɥࢶඌ༜෨ɅȜɤĂટᆹɈێငɬ
૭ൌȦഢȱȹ௲ஒɅ८ಡȯɦɘȱȹăȷɦȥɣᄝ31༃
ȦॄݿȱĂഢຎɅɉݝɜ౺ȢɀȞɄȥȽȹଚჶɅɉĂ
ɘɩɤɈટᆹɂວᅕĂɺʃʶʜĆ˂ʿɾʮĆʕˀʌĆʇ˂
ɄɃȦۋȻɛɀȞɘȳă

2016年対象のプログラム
八ヶ岳の森の掃除人 ヤスデの調査（山梨県八ヶ岳山麓）
タナゴの生態調査（岩手県奥州市）
固有種ニホンイシガメの保全（千葉県君津市）

主な参加者の声
「子ども達は、生き物が大好きです。単に好きだけで終わら
せるだけでなく、観察する術を知った教師が、科学的な視点

ȭɈఱɈɁಜɤާȥɦȹණɈᄄęɬɃɈɢȠɅॽଳȽ
ɀȞȩȥɅȾȞɀĂ୦ࣞۙȦࠞࣃ။ߤɅଲ೨ɚ࡙ޏɬ
ȾȩɤȹȞɂb{cjmʈ˃ĜʯȥɣᅟಃȦȜɤĂɺĜʑɾʁʛ
ʙɁɉࢶߔɈෂಪ౺ɅૄຩɬگᅲȱĂႨʯ˅ʈˁʸ
ɬާཡȱɘȱȹă୦ࣞۙȦɣɺʃʟʷʛʇɄതჶɬ૩Ⱦ
෮ੈɞટᆹɈྩɬȳɥɄȥɁĂĶɄȶఝɉಜɄɈȺɧ
ȠȥĉķɂᄎຒȱȾȾĂഢȱȹଚჶɂȷɈ༬ষɅȜ
ɥఝɈষɬ৽ȢĂॽڷɬৄɩȳ࡙ޏɅȱɀȞɘȳă
༃ɉĂ3126༃ɈߤɁॽȾȫȹఝᆹ໘ɈĶʢˁড
ɦķɬ൨੮ɅĂʯ˅ʈˁʸɬଌૈȱɘȱȹăʢˁডɦ
ɉĂ2:91༃ൣڬਏȥɣႨ߂ණɁཡ౺ȱɀȤɤĂʢˁᇆ
ɞʏɼĆʃʏᇆɈୃᄄȦডૌȳɥএɁĂৌݪโɄސड़
ɉɘȺယȥȽɀȞɘȵɭăຎɉĂෂಪ౺ɈʢˁডɦɅ
࠲ȳɥਆࡹɬဧȞȹষĂණইɈఝᆹ೨ਗɅྡޮɈȜȽȹʋ
ʢˁɬཤȱɀɜɣȞĂȷɈঈۚɁȜɥʃʏʢʄʅʇɼʸ
ʏɂȞȠ৳්ɬࠫઍȱɘȱȹăઞݡȱȹ୦ࣞۙɉĂȭɦɘ
ɁරಓȱɀȧȹఝᆹɈඪૻɬܾᅙȱĂႨɈఝᆹȦၨȢɥ
ᄎ൨ɂ။Ɉ৽ȢၫɅȾȞɀߔɍɘȱȹă
ȭɦȥɣɜߤɞࡼሄɬ୭ɇɄȦɣĂࠞࣃ။ʯ˅ʈˁʸ
ɬଌૈȱɀȞȩᅅฤɁȳă

を持って生き物を観察・指導すると、子どもたちの目が輝くこ
とが今回の授業実践で証明されたような気がします。
これか
らも、科学的な観察体験重視の理科教育に取り組んでいき
たいと思います。」 （小学校教諭）
「 研 究 者の先 生 方は、研 究 対 象の生き物の現 実と出合い、
それと対話し、学びへと高めておられました。だからこそこの
研究が「自分の言葉」
として私の心に響いたのではないかと
思うのです。私が今回の授業で「自分の言葉」で語れたかど
うかは分かりません。
しかし、私が千葉で出合い、対話し、学
んだことは、
これからも私の中で熟成しながら、もっともっと
分かりやすく語れるようにしておきたいなと考えています。」
（小学校教諭）
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企業･団体との協働

3125༃ɢɤݚড়་ࡥ༄ੰචɂࢼɅĂ૫౦ൣɬඐȠા
ɃɜȹȻɈࠞࣃ࣋ైۋమɬᄆૄȱɀĂાɃɜȹȻɈࠞࣃ
࣋ۋɅ࠲ɩɥఊۙɬൎɂȱȹૅܧʯ˅ʈˁʸɬȽɀ
Ȟɘȳă༃ɜഽȩɈ࣋࠲ۋबଞȦĂɺĜʑɾʁʛʙɈ
ਡ໘෮ੈʯ˅ʈˁʸɅઞݡȱĂȷɈൌঅɬાɃɜȹȻɅ
๙Ȣɘȱȹă
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! !}!༜ࡾ૫ᇾࡊࣸ!}
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ɺĜʑɾʁʛʙĆʐʻʩˋ೯ಡଞĂঠ༜ࡾ૫ᇾɬ
ȱĂɺĜʑɾʁʛʙɈެޠ෮ੈʯ˅ʈˁʸɁɈൌঅɬߤȥ
ȱĂଜޏɅਇॷȳɥ༂ڷɂಓ࣡౯ɈȜɥଭଞɬૅܧȳɥȹ
ɛɅಡᆏȯɦɘȱȹă

ɺĜʑɾʁʛʙĆʐʻʩˋɈਖ਼ȳɥਡ໘෮ੈʯ˅ʈˁʸ
ɈȠȻĂ3127༃ɉݚڬɈȾɈ෮ੈɬຄࢶߔɈൌঅߤ
ʯ˅ʈˁʸɅଲɤɦɀȞȹȺȧɘȱȹă

ૅܧɉĂ29ਫ਼ȥɣ46ਫ਼ɘɁɈ౺ൔृĆޠᅖĆেဿɬ
ʞĜʶɂȳɥॸ࢞ɞߤɅଲɤ೨ɚߔ౺Ăᄘެ෮ੈɈॸ࢞
ଞĂᆅݨɈ࣋ુĪழĂෂĂ৫Ɉ࣋ۙīĂര࠵Ćဘܠ
ɈૠۋबĂགဘ࠵Ɉ࣋ۋʑʗʛʭĂఝᆹ˄ˋʐʻĜɄɃɬ
ൎɂȱɀȞɘȳă

ĶହાɈɺʃɾʷʄʹ။෮ੈķ
āāāāāāāā3127༃9ॢ37ġ39!

ǎშ

Ķಒཆ။Ɉʍˋʌ෮ੈķ
āāāāāāāā3127༃:ॢ:ġ23!

Ǐშ

http://earthwatch.jp/pj_oversea/namba-kikin.html
Ⴈ༃ɉĂழᆹᆊ໖ȯɭȦȭɈࡊࣸɬᆀᅙȱɀĶʯʀ˃
ʠĆ˂ʋɈ༂۫ᆹķ෮ੈɅઞݡȱɘȱȹă
http://earthwatch.jp/pj_oversea/namba-kikin_report.html

ᅕęɄ༃ᇖɞఊࣞɈၫȹȻɂێɅᄘެ෮ੈʴˁˋʞɻɺ
ɅઞݡȱȹȭɂɉĂߔ౺ɈޣȯɭɅɂȽɀવॗɅȻȹࡦ
୭ɄൌঅɂɄȽȹȭɂɂૃȞɘȳă

「体験活動プログラムとは、東京大学の学部学生が今ま
での生活と異なる文化・価値観に触れるプログラムです。
プログラムを通じて新しい考え方や生活様式を学び、
「知
のプロフェッショナル」
に必要な基礎力である、
自ら新しい
アイディア発想力を生み出す力を身に付けます。
東京大学独自のプログラムとして平成24年度から国内外
問わず実施され、ボランティアなど社会貢献活動、国際交
流、農林水産業・自然体験や地域体験、学内研究室体験な
ど、多様なプログラムで構成されています。」
（ 東京大学の
Webより）
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ご支援いただいている企業･団体

（敬称略 五十音順）

アズビル株式会社

SCSK株式会社

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社

カシオ計 算 機 株 式 会 社

花王株式会社

住友電気工業株式会社

住友ベークライト株式会社

株式会社坪野谷紙業
株式会社日立製作所

株 式 会 社 ニコン

日比谷クリニック

株式会社三井住友銀行

新日本 有 限 責 任 監 査 法 人

大日本印刷株式会社
日揮株式会社

BNPパリバ・グループ

三菱鉛筆株式会社

中部土木株式会社
日本郵船株式会社

公益財団法人松下幸之助記念財団

三菱重工業株式会社
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住友生命保険相互会社

三菱商事株式会社

アースウォッチについて
アースウォッチとは

!!}!܄ۿ೨ఉ!}āāā!!!!!!!!!!!!!!!!!!)3128༃2ॢ*

かけがえのない地球。かつてないスピードで悪化を続ける地球環
境。その生物多様性への的確な解決策を探るためには科学的知見
が欠かせません。世界各地の海で、熱帯雨林で、草原で、数多くの研
究者が長く、そして地道な調査に取り組んでいます。

役員構成
ᆅૢෳ
ۺ၃!่ᇾ!;!ᆌආঔۙڳޏۙڳޢĪਡᇦޠᅖၭī

アースウォッチは、
このようなフィールドと一般市民をつなぐことに
よって、自然環境や生物の変化に対する認識や理解を深め、持続可
能な環境を維持するための行動に結びつけます。
1971年アメリカ・ボストンで設立された国際環境NGOアースウォ
ッチには、誕 生 以 来 、世 界中

!!!!!!!!!!!!!!!!!ຄࢶߔ!შᅈ࣋ୂ
!!!!!!!!!!!!!!!!!ެოௐઞᅇĂ໘ߑઞᅇ

ဋᆅૢෳ
ಒ!ࡩ!;!ຄ႘ߔშᅈ࣋ୂ
āāāāāĪਗīණ࢝ഺॸ࢞ଆāൣଜۙ

で情 熱 的なアースウォッチ・
ファン が 生 ま れ 続 けていま

థ!!!!ࡈ!;!જۈୣᄯޠ௫ݮ။ঃ!ʏʣɺɺʡʨɼʎĜ

す。その最 大の理 由は、特 別

ᆅૢ

な技 術を持たない一 般 市 民

ষນ!ྷ!;!ʍʑʞʢʫ˂ʞɻႨʭʁĜˁʸ!ൣᆅૢ

が自発 的に野 外 調 査に参 加

ඹႨ!ືા!;!ᆏ࣋ߔॄߔ܄င!ʯ˅ʈˁʸĆʋĜʟɻʥĜʗĜ

し 、一 流 の 科 学 者 の 手 ほど

ಀ!!!!ஈ!;!ێಀஈێಉᆅૢოஒ!ஒෳ

きを受けながら作業を行い、

!ۈඪાćɺĜʑɾʁʛʙĆʐʻʩˋ!ૢოࣟෳ

「 地 球のいま」を体 験できる

ນ!!!!!;!ॄCQଜ!ࠞࣃॄ܄ʭʁĜˁʸૢოࣟ!

という点 にあるのでしょう。

āāāā!!!!!౺ဘഽᅕ౯ʯ˅ʟʽĜʍĜ

アースウォッチは、最 前 線の

!ᄽ་!;!݁ਡᆏߔߔۡā࣋ୂ

科 学 ( 野 外 調 査 )の現 場と一
般市民をつなぐ、世界最大の

ڤ!୭ᅂ!;!ɺĜʑɾʁʛʙĆʐʻʩˋ!ૢოࣟෳ

組織なのです。

ࠠૢ
ழ!གશ!;!၉ী
งႨ!!;!ྰދɺĜʑɾʁʛʙĆʐʻʩˋ౷ۙޏ

アースウォッチ・ジャパン

ʏʣɺʭɿ˅Ĝ

アースウォッチ・ジャパンは、このミッションと活動を日本に広める

ষນ!ஶᅂ!;!ఛဧଜ!௵ოଲำᄜ!ੳႨଜൣ

ために、1993年にアメリカ、イギリス、オーストラリアに次ぐ4番目
の拠点として発足しました。日本における独自のニーズや現状に沿
って国内の研究者とともにプログラムを開発、最も効果的な方法で
日本の科学者の野外調査を支援し、その調査へボランティアを動

プログラム検討委員会
(サイエンス アドバイザリー コミッティー)

す。

ɺĜʑɾʁʛʙɈʷʛʏʿˋɅܨȽɀĂࡕശĆఛࡤʯ˅ʈ
ˁʸɬॳບȳɥȹɛɈ೨ఉɁȳă!ᆅૢޏɈᄎ࡙࠲ɂȱ
ɀঢ়ȩࠞࣃɅ࠲ɩɥᄵૻଞɈಪ౺ၫȥɣĂষɈʯ˅ʈˁ
ʸާཡɞȷɈ܄ۿɅ࠲ȱɀɬ෴ȧɘȳă

!!}!ۙޏ౫!}
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員すると共に、海外プログラムへのボランティア派遣も行っていま

ಒ!!!ࡩ!!;!ຄ႘ߔშᅈ࣋ୂ
会員区分
ۙޏཾێ
ߔ౺ۙޏ

入会金
6-111ܟ

年会費

ご寄付

総会議決権

ڷ

Ȝɤ

6-111ܟ
4-111ܟ
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事業報告・会計報告
ģૢࣞၡਠģ
平成27年度

事業報告書
平成27年10月1日から平成28年9月30日まで

１．事業の成果
ɺĜʑɾʁʛʙĆʐʻʩˋɉ3121༃ɅಡฤȯɦȹڈඪʗĜʊʛʠɅܨȽɀວێɈࡖ࠰)3122༃ȥɣ3131༃*Ʌɩȹɥ
ෂෳࡖोކɬฤȱɀȤɤɘȳăຎ༃ɉۜȧറȧȭɈोކɈ൦ʭɿĜʒ)3125༃ȥɣ3128༃*Ɉᄆ࿈ɬɏɘ
ȢɀĂߤɬ๐ާȱɀɘȞɤɘȱȹă
āϱĶࡢୋəɄɓɈɺʃɾʷʄʹķĶைĆခሕɅ೩ɥ౺ȧဘȹȻɅߔɐʺʣʗ˂ˋʈ෮ੈķȦఛȹɅਡ໘෮ੈ
āāɅݡɩɤĂ߄ෟȯɦȹࡕശʯ˅ʈˁʸɂਗɩȵɀĂઞݡʴˁˋʞɻɺఱౘɈഝݡɅࡍᅇȱɘȱȹă
āϲຎၭఱɬૅȢɥۙޏຑɬൎɂȱȹɼʱˋʠ)ဘܠമཽఇʓˋʗĜɈॽߔĂਆޏܩɄɃ*ɬާȱɘȱȹă
āϳখఱۙޏၕୠʅʻˋʲĜˋɬȞĂ32შɈఛࡤۙޏɬ߉ຶȱɘȱȹă
āϴߤɬૅȢɥૅࣞࡅܧɂɈࢾລɈڿ૩ཡ๐ɂɂɜɅĂૅࣞࡅܧౘɈ߄Ʌଲɤ೨ɭɁȧɘȱȹă
āϵʯ˅ʈˁʸॳບ)ޏۙڳTBD*ɉʯ˅ʈˁʸၕ౫Ɉඪ௫Ăੜ൰ଌૈȱȹʯ˅ʈˁʸɈ࿎ݟɅȾȞɀॳບ
āāȱɘȱȹă
ۜȧറȧഽȩɈۙޏĂʴˁˋʞɻɺɈࢾᆵɬຶɀĂɼʱˋʠĂႩᄟĂʳĜʸʲĜʐɈڿ૩ɄɃĂঢ়ཱྀڱɅɩȹɥࣞო
ɬߦܟɅమɛɥȭɂȦɁȧɘȱȹă

２．事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に関する事業
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8-686

ģޏोၡਠģ
平成27年度

活動計算書
平成27年10月1日から平成28年9月30日まで

ݨāāᄆ

金

額

J!ॄ௵େܗ
ā2!ିଲྣޏ
āāāখఱ౷ିۙޏଲྣޏ
āāāၭఱ౷ିۙޏଲྣޏ
ā3!ିଲࡍࣸ
āāāਡ໘ૢࣞିଲࡍࣸ
āāāখఱିଲࡍࣸ
āāāචൌିଲࡍࣸ
āāā༜ࡊࣸିଲࡍࣸ
ā4!ିଲࣸ
āāāିଲਡĆණၫࢼචൌࣸ
āāāିଲმ࠰ࣸ
ā5!ૢࣞେܗ
āāāެޠ෮ੈॸ࢞ૢࣞେܗ
āāāਡ໘෮ੈॸ࢞ૢࣞେܗ
āāāĆरཡຑૢࣞେܗ
āāāȷɈ഼ૢࣞେܗ
ā6!ȷɈ഼େܗ
āāāିଲᆀധ
āāāઔେܗ
āॄ௵େܗो
JJ!ॄ௵ྣᅙ
ā2!ૢࣞྣ
āā)2*ఱॣྣ
āāāāࢣᅇຎ
āāāāၭฤဏᆀྣɕȥ
āāāఱॣྣो
āā)3*ȷɈ഼ॄྣ
āāāā෮ੈॸ࢞ྣᅙ
āāāāஜଟࣸ
āāāāࣞოڳ൵ྣ
āāāāฆఒྣུۿ
āāāāۗઌ౿Ⴈྣ
āāāāᆟྣৄฆྣ
āāāāૢოᅙ࿚Ćᄁ࿚ྣ
āāāāණൣݦ
āāāāઔ!ྣ
!āāāȷɈ഼ॄྣो
āāૢࣞྣो
ā3!ࠣᆅྣ
āā)2*ఱॣྣ
āāāāࢣᅇຎ
āāāāၭฤဏᆀྣɕȥ
āāāఱॣྣो
āā)3*!ȷɈ഼Ɉॄྣ
āāāāฆఒྣུۿ
āāāāᆟྣৄฆྣ
āāāāૢოᅙ࿚Ćᄁ࿚ྣ
āāāāࣞოڳ൵ྣ
āāāāණൣݦ
āāāāઔྣ
!āāāȷɈ഼ॄྣो
āāࠣᆅྣो
āॄ௵ྣᅙो
ā
āຎࡖॄ௵ഝঌߗ
āຎࡖ౷Ⴭੰદഝঌߗ
āࡖटܛ౷Ⴭੰદߗ
ā૫ࡖटܛ౷Ⴭੰદߗ

751,000
2,100,000

2,851,000

22,674,000
214,000
724,958
10,000

23,622,958

0
6,300,411

6,300,411

4,286,000
3,503,590
0
0

7,789,590

2,258
214,831

217,089
40,781,048

9,334,775
2,009,167
11,343,942
22,490,521
260,000
550,914
442,634
371,328
1,456,541
520,110
2,208,038
814,882
29,114,968
40,458,910

954,975
205,567
1,160,542
41,323
774,655
82,531
56,366
231,762
238,975
1,425,612
2,586,154
43,045,064
-2,264,016
-2,264,016
25,774,768
23,510,752
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平成27年度

貸借対照表
平成28年9月30日現在

ݨāāᄆ
J!દɈင
ā2!ᆔદ
āāāএࣸɍᅊࣸ
āāāେࣸ
āāāပࣸ
āāᆔ!!!દ!ਗ!ो
ā3!ঙฤદ
āāঙ!ฤ!!દ!ਗ!ो
ā!દ!ਗ!ो
JJ!Ɉင
ā2!ᆔ
āāāပࣸ
āāāᅊɤࣸ
āāāࣸିݜ
āāᆔ!!!!ਗ!ो
ā3!ঙฤ
āāঙ!ฤ!!!ਗ!ो
ā!!ਗ!ो!
JJJ!౷ჍੰદɈင
āāࡖटੰܛદ
āāຎࡖ౷Ⴭੰદഝঌߗ
āā౷Ⴭੰદਗो
āɍ౷Ⴭੰદਗो

金

額
円

28,891,958
379,190
709,817
29,980,965
0
29,980,965

3,919,578
15,635
2,535,000
6,470,213
0
6,470,213
23,510,752
25,774,768
-2,264,016
23,510,752
29,980,965

┘ ᰝ ሗ ࿌ ᭩

≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே࣮ࢫ࢛࢘ࢵࢳ࣭ࢪࣕࣃࣥࡢᖹᡂ  ᖺᗘᴗሗ࿌᭩ࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ㈚ᑐ↷⾲ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ㈈⏘┠㘓࠾ࡼࡧᖹᡂ  ᖺᗘάືィ⟬᭩ࢆ┘
ᰝࡋࡓ⤖ᯝࠊᴗෆᐜࡣጇᙜ࡛࠶ࡾࠊィ᭩㢮ࡣ㐺ṇసᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࡇ
ࢆࡈሗ࿌࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

≉ᐃ㠀Ⴀάືἲே
࣮ࢫ࢛࢘ࢵࢳ࣭ࢪࣕࣃࣥ
⌮㛗  ᾆ㎶ ᚭ㑻 Ẋ

ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 2 ᪥
  ┘ す ‽୍ ॓
┘ ሯᮏ 㞞⨾ ॓
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Mission Statement
To engage people worldwide in scientific field research and
education to promote the understanding and action
necessary for a sustainable environment.
アースウォッチは野外における研究者の科学的な調査や教育と市民をつなぎ
参加した市民が自然環境や生物の変化に対する認識や理解を深め
持続可能な環境のために行動することを促進します。
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認定特定非営利活動法人

アースウォッチ・ジャパン

〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1
東京大学大学院農学生命科学研究科
フードサイエンス棟 4階
TEL: 03-6686-0300 FAX: 03-6686-0477
info@earthwatch.jp
http://www.earthwatch.jp

