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　私たち人類は長いいのちの歴史で、様々な危機に遭
遇しながらもその危機をチャンスにして今日まで生き
延びてきました。日本の国土は世界的にみても美しい
が、自然災害が多い国です。その時々の最高の科学・
技術で測定して予知し、対応してきているにもかかわ
らず 3 年前の 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災では、
その予測を超えて多数の犠牲者を出しました。また
1995 年 1 月には阪神・淡路大震災、昨年は伊豆大島
を襲った台風の影響で土石流が発生し、安全と思われ
ていた集落、港まで直撃され、今も行方不明者を含め
30 数名の尊い犠牲者をだしています。
　私たちは現在、莫大な情報に囲まれて生活していま
すが、ついつい目先の物やお金に狂奔しがちで、ある
日突然、一番大事ないのちが失われてしまう冷厳な自
然災害のことを忘れています。今この瞬間においても
何が起こるかわかりません。人間として生物として最
も大事なものはいのちです。生きている限り何があっ
ても、危機はチャンスとして生き延びること。地球の
歴史が始まって 46 億年、いのちが生まれて 40 億年、

人類が出現してからの 500 万年をかえりみると、おそ
らく何千回、何万回のローカルから地球規模の大異変
がときには偶然のように、正しくは必然的に起こった
ことでしょう。その度に多くの生き物たちは絶滅し、
また危機をチャンスに生き物が新しい環境に適応、あ
るいは我慢しながら現在まで生き延び進化を続けてき
ました。
　災害によって瞬間的、あっと言う間にかけがいのな
いいのちを失い、また多くの方にとっては代々築いて
きた住宅、家財を、そして最高の技術でつくってきた
防潮堤や港湾や交通施設まで破壊しました。物とエネ
ルギーとお金があり余り、なんでもできると思ってき
た現代を生きる者たちに、改めて自然災害の怖さ、い
のちの大事さを意識させた不幸な出来事が、日本国内
は、もとより地球規模でも、さらに愚かな人間同士、
国家間でも、どこかでも今もおきており、またおきか
ねない現状です。
　新しい年を迎えて、今年こそは何か良いことがある
かと、また何か新しいことをしたいと個人も集団も国
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1 人も、1000 年はおろか 200 年生かすことは不可能
です。また死んだものは雑草 1 本、虫ころ 1 匹生き返
えさせることはできない。残念ながら最も大事ないの
ちに対しては、現代医学も科学・技術も進化・発展し
ていますが、それでもまだ極めて不十分です。
　不幸な自然災害、人為災害は、日本国内はもとより
世界各地で必ず今後起こるでしょう。どんな最高の技
術でも必ずリスクを伴います。最高の技術とは、その
技術によって、リスクを限りなく 0 に近付けることで
す。技術が発展して豊かで物質的に恵まれた生活がで
きればできるほど、その便利さ、物質的豊かさを得る
技術・産業・政治・教育でリスクをいかに絶対的な 0
に近付けるか。これこそが、最強の科学・技術である
と思います。
　500 万年続いた人類の歴史はその一人ひとりの細い
遺伝子（ＤＮＡ）がよくもきれずに続いたからです。
その遺伝子を未来につなげる一里塚として 100 年足ら
ず生かされている私たち一人ひとりが何があっても天
寿をまっとうすること。そしてこころも体も知性も感
性も豊かに活き活きと新しい世代へいのちの絆をつな
げていくために、多様ないのちの基盤―生態系―の消
費者の立場での一員としての人類が生き延びるための
基盤である生きている緑、その濃縮した土地本来の本
物の多層群落の “ ふるさとの木によるふるさとの森づ
くり ” を足元から日本各地、アジア、全世界に進めて
いきたい。先見性、決断力、実行力をもった行政、企
業、各種団体そしてなによりもすべての市民の一人ひ
とりの皆さんと、こころも体も豊かに発展する生活基
盤、新しい芸術や文化が発展する精神的活動の基盤と
なり、生存の母体であるいのちの森づくりを足元から
つくっていきたいと願っています。
　災害は忘れたころに必ずやってきます。今晩足元で
何が起きるかわからない、そのようなあやうい危機に
対応できるため、泥臭くてもまちがえない “ いのちの
森づくり ” を共に進めていきたいと願い、進めていき
ます。狭い国土の中、また皆さんの生活域で木を植え
るところがないと言われる。しかし 2 本植樹すれば林、
3 本植えれば森です。5 本で森林ではありませんか。
そしてやる以上はどんな災害にも耐える、個体の交代
はあってもいのちと生活を守るいのちの森を。何千年
もそこで生きる土地本来の本物の森をつくりましょ
う。今年も意欲ある皆さんと共に私たちもいのちある
限り、エコロジカルな現地調査・検証のもとに、いつ
までも心身と共に豊かな生活を支えるいのちの森を目
指して木を植えます。

家も考えています。なんとなく身のひきしまる想い、
そしてわくわくする未来志向の感性を持っていらっ
しゃる方も多いはずです。
　（公財）地球環境戦略機関　国際生態学センターにお
いても 1993 年に財団法人として発足し、また 2008
年に地球環境戦略研究機関の一員に加えていただいて
からも、国内外一途に植生学的な現地調査・研究にも
とづく、いのちと豊かな生活を守る森づくりを進めて
います。私たちは遺伝子（ＤＮＡ）を未来につなぐ一
里塚として、今生かされています。このかけがえのな
い私たちの遺伝子の緑のしとねとなる “ いのちを守る
森 ” をつくるため木を植えています。当センターの規
模は小さいですが、現地調査を基本とした土地本来の
潜在自然植生に基づく、防災・環境保全林づくりにつ
いては、多分世界の最も最先端での成果をあげ、実績
を積んでいると自負をしています。
　現在の科学・技術分野は日進月歩です。今日も明日
も新しい課題や研究の成果が出されています。しかし
善意で行ってきた自然開発や都市や産業立地、エネル
ギーづくり、新しい食品を維持するための添加物など
が、時には自然環境を破壊し、人間の共生者としての
生態系の多くの生き物、生活基盤とを奪い人間にとっ
ても不幸な影響をもたらすことも現実に起こっていま
す。最高の科学・技術によって創られた現在の製品
は、私の子供の時には夢にも見なかったようなものば
かりです。またお金もエネルギーも情報もすばらしく、
日々めまぐるしく発展・進歩しています。人類は地球
上に出現して 500 万年と言われていますが、そのほと
んど、おそらく 499 万年近くは森の中で猛獣に慄き
ながら、木の実を拾ったり、海岸の小魚、貝をとった
りして生き延びてきたことを考えると最近の 100 年、
30 年、10 年間の進歩はめまぐるしく変化しています。
これからも私たちは他の生物には類を見ないほど発達
した大脳皮質で考え、そして両手を自由に使い、石、
木、銅や鉄などの道具を使いこなし、地域によって異
なるが今や原子力まで使って、先祖が夢にも見なかっ
たほどの生活を享受していくでしょう。また新しい交
通機関や情報機関によって時間的にも空間的にも何千
倍、何万倍の速度で地球上のどこにでも行け、どんな
情報も瞬時にすべてのことがわかるようになっていく
だろう。しかしいのちに対しては（かつて人生 50 年
といわれていたが、今や平均寿命 80 歳をこえ、生物
学者としての私の期待ではポテンシャルには女性は
130 歳、男性は 120 歳まで生きれる能力を持っている
と確信していますが、）どれほどの医学、科学を結集し、
すべての技術を集中しても 70 億人いる人間のたった
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調査中にモンゴルガゼルの群れやサイガに出くわすこ
ともある。また調査中に、マツムシソウやオキナグサ、
ヒゴタイ、ニッコウキスゲといった日本の草原を彩る
きれいな草花の仲間ともよく出くわす。

モンゴル草原の現状
　モンゴルの人々は、この草原を古くから持続的に、
遊牧等に利用してきた。筆者は、移動中にゲル（移動
式住居）を見つけると、立ち寄って聞き取り調査を行
うことがあるのだが、遊牧民の植物に関する知識に驚
くことが多々ある。彼らが遊牧の移動時期や移動場所
を決めるときに、植物をしっかり見て、判断基準とし
ていることに驚くのである。これだけの経験だけでも、
彼らがどれだけ創意工夫を凝らして草原を持続的に利
用してきたかを感じることができる。
　しかしながら、1990 年代前半の市場経済への移行
後、モンゴルでは、草原と人々の関係が大きく変容し
ている。例えば、遊牧では、草原の利用強度が年々高
まり、草原の種組成が貧弱化し、さらには裸地が広が
るほどの強度で利用されてしまっている土地が増加し
ている。また放牧による過利用だけでなく、近年、急
速に進行する耕作地開発や地下資源開発も大きな問題
である。モンゴルの土壌は非常に長い年月をかけて生
成されたものであり、草原生態系のもっとも重要な基
盤である。一度破壊されたら容易には回復せず、耕作
地開発や地下資源開発によって、モンゴルにたくさん
の不毛の地が生じてしまう可能性がある。

はじめに
　” モンゴル ” と聞いて、何を思い浮かべるだろう？
きっと、地平線まで広がる大草原やそこに暮らす遊牧
民のことを思い浮かべるのではないだろうか。モンゴ
ルには、そのイメージ通りの大草原やその環境に根ざ
した豊かな文化が残っている。しかしながら、近年、
モンゴルにおいて、過利用による草原退行が大きな問
題となっている。本寸描では、モンゴルにおいて生じ
ているこの草原退行について概説し、現在、筆者が取
り組んでいる研究活動について紹介したい。

モンゴル草原について
　モンゴルには、都市や開発された土地はごくわずか
で、広大な未開発の草原が広がっている。モンゴルの
国土面積は日本の約 4 倍であり、その国土面積の約 7
割以上が採草地や放牧地として利用されている。モン
ゴル草原がどれだけ広大かを容易に想像していただけ
るだろう。 
　モンゴル草原では、カモジグサ属やナガハグサ属、
ハネガヤ属、ウシノケグサ属といったイネ科草本が優
占する。また構成種として、ゲンゲ属やオヤマノエン
ドウ属、キジムシロ属、ヨモギ属、ネギ属などの各種
がしばしば出現することが特徴である。ちなみに、ゲ
ンゲ属やオヤマノエンドウ属は、それぞれモンゴルに
50 種以上分布しており、一枚の標本を同定するのに
数時間かかることもしばしばである。
　モンゴル草原には、多様な野生動物が生息しており、

筑波大学大学院生命環境科学研究科　鈴木康平
モンゴル草原の現状と課題

モンゴル草原の景観１ モンゴル草原の景観２

【生態学寸描】
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筆者の研究活動
　このような現状において、これまで筆者は、自然性
の高い植生における種組成の記載をずっと行ってき
た。そして、その植生データを体系的にまとめ、地域
や立地の違いによって、種組成がどのように異なる
かを明らかにしてきた。なぜこのような研究を行うの
か？それは、もし今後、人為影響の増大や気候変動に
よって、草原退行がさらに進行してしまった場合、各
地域の草原がどの程度退行してしまったかの判断基準
とするためである。さらには、草原の保全や復元が必
要となったときに、どのような場所を保全しなくては
いけないのか、どのような草原を目指して復元しなく
てはいけないのかの指針とするためである。

おわりに
　これまで自然性の高い植生の体系化に尽力してきた
が、この研究成果を現地の草原管理者や他研究者に実
際に利用してもらうには至っていない。したがって、
今後、研究の質をさらに高めていくとともに、様々な
人に利用してもらえる形で、また望まれた形で研究成
果を提供していくことが課題である。
　また、これまでの研究成果は、仮に草原退行が進行
してしまった場合に重要となる、将来を見据えた保険
的な研究成果であると思う。そのため、これまでの研
究成果や研究経験を生かし、現地で実際に暮らす人々
の生活を踏まえた上で草原退行の防止に貢献できる研
究成果、言い換えるならば、モンゴル草原に暮らす人々
が不満を持たず、かつ自然性の高い草原を維持できる
利用方法の提言につながる研究成果も挙げられるよう
に、今後も一生懸命研究に取り組んでいきたいと思う。

ヒゴタイの仲間 ニッコウキスゲの仲間

ゲル、屋根にはチーズが干してある

ヤギと羊の放牧

過放牧による裸地化の進行
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ていることから生物多様性保全が出来て来ていること
が言えます ( グラフ 3,4）。
　これらのことから私達の「千年の杜」が防災林とし
てだけでなく、環境保全林（CO2 吸収固定）や生物多
様性保全にも役立って来ていることが確認できて来て
います。

　横浜ゴムでは、「トップレベルの環境貢献企業にな
る」を環境の基本方針として取り組んでいます。この
中で、宮脇先生の指導の元「YOKOHAMA 千年の杜プ
ロジェクト」を 2007 年にスタートさせました。これは、
弊社が 100 周年を迎える 2017 年迄に国内外で 50 万
本の木を植えるプロジェクトです。
　2007 年 11 月 11 日に平塚製造所に宮脇先生をお招
きして植樹が始まりましたが、当初は「どうして横浜
ゴムで植樹をするのか」という意見も多かったのが事
実です。ところが、誰もが実際に木を植えてみると、
命を植える喜びと感動が湧き上がって来ます。
　平塚製造所の「千年の杜」では、定期的な生長調査
を実施しており現在 5 年経過し樹高で最高 560cm、
平均で 244cm 迄生長（写真 1、グラフ 1）しており、
CO2 吸収固定量では 72 トン・CO2/ha を得られていま
す（グラフ 2）。宮脇方式の横浜国大や新日鉄の植樹林
での CO2 吸収固定量約 90 トン・CO2/ha（経過年数約
20 年）に比較し 5 年で約 80％に到達しています（通
常林の場合約 30 トン・CO2/ha）。
　また、生物多様性の把握のため野鳥観察クラブで毎
月観察会を開催し鳥の出現種類数を調べており、これ
が毎年増えていること（４年目は、東日本大震災の影
響が考えられます）や、アカハラの出現割合が増加し

横浜ゴム㈱　ＣＳＲ本部ＣＳＲ・環境推進室長／桜井光雄
「YOKOHAMA千年の杜プロジェクト」
【森づくりの現場から】

写真1　平塚製造所での「千年の杜」の成長

〈グラフ1〉

〈グラフ2〉
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キを使用し 2012 年 4 月 30 日に延長 50 ｍの第一期
の植樹会を多くの町民の方の参加のもと実施し、毎年
50 ｍずつ 2017 年までに 300 ｍの「平成の杜」を完
成させる予定で進めています。現地で植樹に参加した
全ての人が、被災状況を目の当たりにし、何かしなけ
ればと感じ、2017 年で完成する「平成の杜」の後も、「鎮
魂の森」へ繋げ被災地復興に役立てるための支援を継
続して行きます。ここ「平成の杜」でも、国際生態学
センターの協力のもと生長調査を実施しています。第
一期で植樹した樹木は 2013 年 10 月 22 日現在、樹高
で最高 313cm、平均 106cm まで生長しています（グ
ラフ 5）。第二期植樹会は、2013 年 5 月 18 日、553
名の参加で 5,000 本の植樹を実施し、2014 年は 4 月
19 日に第三期の植樹会を予定しています。
　横浜ゴムでは、この他にも自分達で育てた苗木を今
まで 15 万本以上社外に提供しており、今後も続けて
行きます。
　このように横浜ゴムで培われた森への思いは、植樹
に携わっている全ての人に育まれて命を守る DNA と
して受けつがれています。

　植樹本数は 2013 年の 10 月現在、国内 13 個所、海
外 15 個所の合計 28 個所で 31 万 9 千本（目標 64％）
迄来ています。

　3.11 に東日本大震災が起き私達に何ができるだろう
という問いかけに、この「YOKOHAMA 千年の杜プロ
ジェクト」で培ったノウハウを宮脇先生が提唱する「命
を守る防潮堤づくり」に協力提供することにしました。
　岩手県の大槌町で町が計画している「鎮魂の森」へ
向けたモデルマウンドとして、小鎚川沿いに震災ガレ

〈グラフ5〉

〈グラフ3〉 〈グラフ4〉

◆お知らせ

IGES-JISE 市民環境フォーラム「命を守る森の防潮堤」−これからの展望−
開催日時： 2014 年 3 月 16 日（日）　13 時 00 分～ 17 時 00 分　　　　 参加費： 無料（要事前登録）
開催場所： 横浜国立大学教育文化ホール（参加者 300 名予定）
開催目的： 今回のフォーラムでは、いち早く市復興事業において「千年希望の丘」事業を推進
 　している岩沼市の実務担当者をお招きし、これからの海岸整備における緑景観の再生と地域経済振興モデ
 　ルについて議論します。
開催内容： 宮脇昭センター長の講演、岩沼市担当者の現状報告、国際生態学センター研究員の調査報告とパネル討論。
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　IGES 国際生態学センターの研究員の仕事は「研究」
だけではありません。多くの大学教員が研究と教育の
両者を担うのと同じように、当センター研究員もセン
ター基幹事業である「人材育成」に関わっています。
平成 25 年度初めには人材育成事業の見直しが行われ、
今後は事業の企画から講義・技術指導まで、研究員が
直接、一連の業務を担当することになりました。みな
さんの「学び」をどのように支援していくか――こう
したテーマも私たち研究員の重要な課題となっていま
す。
　平成 25 年度は、森づくりや自然再生などの活動を
技術的に支えるリーダー的人材の育成をねらいとし、
一般の方々を対象に生態学のテーマをとりあげた①

「生態学研修（初級コース）」、②「連続講座（全８回）」、
また、身近な生き物や自然環境への理解を深めるた
め、子供から大人まで広く一般の方々を対象とした③

「環境学習（エコロジー教室）」を企画、実施しました。
生態学研修では、室内・野外講義を含む３日間のプロ
グラムをつくり、全国各地から 18 名の方々にご参加
いただきました（写真）。連続講座は横浜市内を会場
に毎月１回のペースで開催し、27 名のみなさんにご参
加いただきました。エコロジー教室は、少し肌寒い時
季でしたが、15 名の参加者みなさんとともに三溪園（横
浜市中区）で生き物・自然観察を行いました。
　以上のイベントはお蔭様で無事、盛況に終えること
ができました。これは、主催者としての大きな喜びで
す。その一方で、研究員としての、収穫もありました。
それは、参加者のみなさんとともに得た、現場での新
たな「気づき」です。例えば、昨年 11 月のエコロジー
教室（三溪園）で寄せられた、講師の思いもよらない
参加者みなさんによる発見・発想は、研究者としての
探究心を大いにくすぐるものでした。
　こうした経験を通して思うことは、人材育成事業に
たずさわる研究員としての、今後の姿勢のあり方です。
つまり、みなさんの「知りたい」、「学びたい」というニー
ズに対し的確に応えていくことは研究員としての基本
姿勢ですが、その一方で大きな意義を覚えるのは、「気
づき」のちからをともに磨きあげるための、率先して
多くのみなさんと接し学びあうことへの参加の姿勢で
す。
　こうしたことを内に秘めながら、平成 26 年度はさ

らに事業を充実化させ、みなさんとともに「気づき」
のちからを高めあう「学び」の場をできる限りつくっ
ていきたいと思います。今後の企画にどうぞご期待く
ださい。多くのみなさんのご参加とたくさんの「気づ
き」をお待ちしています。

IGES 国際生態学センター研究員／人材育成事業担当／矢ヶ崎朋樹
人材育成事業の課題と展望

【JISE の視点】

写真 . 生態学研修における植生調査実習のひとこま。研修
では横浜国立大学名誉教授の奥田重俊先生、原田洋先生に
も講師としてご協力いただきました。

平成 26 年度人材育成事業　開催予告
①　生態学研修（初級コース・中級コース）
 開催時期：秋（初級・中級）
 場　　所：横浜市内
 ３日間の短期集中プログラムを通して、森林・自然

再生の実務に必要な生態学・植生学分野の基礎概念
や植生調査方法を学びます。野外実習が含まれます。

②　連続講座「みどりを守り育む知恵・技術・心得」
 開催時期：通年
 場　　所：横浜市内ほか
 植物学や生態学等の基礎知識をはじめ、植物・植生

にまつわる様々な話題をとりあげ、みどりを守り育
むための教養を身につけます。室内講義が中心です。

③　環境学習（エコロジー教室）
 開催時期：不定期（計４回程度）
 場　　所：横浜市内ほか
 身近な自然や生き物への理解を深めるため、日帰り

の自然観察会・環境学習会を開催します。子供から
大人まで、広く一般の方々にご参加いただけます。

※上記内容は変更される場合があります。平成２６年度人材育
成事業のイベント詳細は、追って JISE ニューズレター、ホーム
ページなどでご案内いたします。
-------------------------------------------------------------------------------------------
結びに、平成２５年度人材育成事業の実施にあたり、全面的に
ご協力をいただきました神奈川県立四季の森公園のみなさんお
よび公益財団法人三溪園保勝会のみなさんへ心から御礼申し上
げます。
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　東日本大震災から３年が経過しようとしています。災害教訓を次世代へ継承するとともに地震や豪雨など

の災害に備え、居住地周辺の地形やかつての土地利用などの特性を知る事の大切さを感じています。国際生態学センターは、

しっかりと足元を見つめながら調査研究に取り組み、植樹・研修活動等を進めて参りたいと思います。（林　寿則・大槻みき子）

第 6回ケニア・エコツアー（植樹ボランティア募集）
実施期日： 2014 年 5 月 6 日（火）～ 13 日（火）8 日間
旅行費用： 350,000 円（概算：燃料サーチャージや個人的費用は含みません）
募集人員： 15 名（参加者が 10 名未満の場合、ツアーは中止します。ただし、ご希望の方には研究者に同行できるよ
 　う、個人手配をいたします。）
旅行日程： 5 月 6 日（火）成田出発（夜）、7 日午後ナイロビ着・泊、8 日ナイロビ大学で植樹祭と宮脇先生の講演、
 　9 日ナクルへ移動（観光）、10 日マウフォレストで植樹祭終了後ナイロビへ移動、11 日アンボセリ国立公
 　園に移動、夕刻のサファリ、12 日（月）早朝のサファリ終了後ナイロビ空港へ、13 日夕刻　成田着

お問い合わせは、国際生態学センター企画部、新川（にっかわ）まで。

■ご案内

発行者：（公財）地球環境戦略研究機関　国際生態学センター　　発行年月日：2014年 3月 1日
〒 220-0073　横浜市西区岡野 2-12-20　横浜西合同庁舎 3F　Tel:045-322-1223　Fax:045-322-1225
E-Mail:ecoinfom@jise.jp　URL:http://www.jise.jp　　　　　※この冊子は再生紙（古紙配合率 100%を使用しています。）
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8/21	 :	神奈川県副知事懇談会（村上）
8/24	 :	埼玉県さいたま市荒川堤外地「ハンノキの里」植生調査（村上）
8/24-25	 :	石川県穴水町植樹指導（宮脇・林）
8/25	 :	横浜市教職員組合 /浜教研夏季集中講座講師（矢ヶ崎）
8/28-9/17	 :	ケニヤ植生調査（目黒）
9/3-6	 :	宮城県北部津波被災地植生調査（村上）
9/6-7	 :	岩手県奥州市植樹指導（林）
9/7	 :	IGES-JISE連続講座「森づくりとサイエンス」講師（矢ヶ崎）
9/7-8	 :	植生学会シンポジウム（福島県相馬市）（村上）
9/9-10	 :	福島県北部～宮城県南部津波被災地植生調査（村上）
9/10-12	 :	鹿児島県大島郡与論町植生調査（宮脇・林）
9/12	 :	さいたま市荒川堤外地「ハンノキの里」調査打ち合わせ（村上）
9/14-15	 :	自然体験活動（さばえキッズエコラボ 2013）講師（矢ヶ崎）
9/16-18	 :	岐阜県多治見市周辺植生調査（矢ヶ崎）
9/17-21	 :	静岡県伊豆半島山地植生調査（村上）
9/23-25	 :	IGES-JISE 生態学研修（初級コース）
	 		講師（宮脇・村上・目黒・矢ヶ崎）
9/24-28	 :	岩手県南部津波被災地植生調査（村上）
10/2	 :	植生研究会（村上）
10/5	 :	IGES-JISE 連続講座「森づくりとサイエンス」講師（矢ヶ崎）
10/6	 :	福島県南相馬市植樹祭（宮脇）
10/6	 :	埼玉県さいたま市荒川堤外地「ハンノキの里」植生調査（村上）
10/11-13	:	植生学会仙台大会参加（村上）
10/14-18	:	宮城県中部津波被災地植生調査（村上）
10/18	 :	東京農業大学短期大学部マイスターセミナー講師（矢ヶ崎）
10/21-22	:	岩手県大槌町植栽地モニタリング調査（林）
10/22-26	:	静岡県伊豆半島山地植生調査（村上）

10/29-30	:	秋田県調査（目黒）
11/2	 :	かながわ教育フェスティバル２０１３出展（矢ヶ崎）
11/2	 :	IGES-JISE 連続講座「森づくりとサイエンス」講師（林）
11/6-8	 :	秋田県調査（目黒）
11/7-8	 :	富士市田子の浦「あさひ・いのちの森」モニタリング調査（村上・林）
11/9	 :	埼玉県さいたま市荒川堤外地「ハンノキの里」
	 		シンポジウム講演（村上）
11/9	 :	IGES-JISE 環境学習（エコロジー教室）講師（矢ヶ崎）
11/10	 :	湘南国際村植樹祭（宮脇）
11/13	 :	神奈川県生物多様性ホットスポットワーキング（村上）
11/18-19	:	岩手県大槌町植栽地、宮城県気仙沼市モニタリング調査（林）
11/20	 :	箱根町植栽地モニタリング調査（林・矢ヶ崎）
11/21	 :	植生研究会（村上）
11/24-26	:	静岡県伊豆半島植生調査（村上）
11/26	 :	横浜市教育文化研究所講演（宮脇）
11/26	 :	島根県雲南市加茂幼児園どんぐり教室	講師（林）
11/29	 :	さいたま市荒川堤外地「ハンノキの里」調査打ち合わせ（村上）
12/7	 :	IGES-JISE 連続講座「森づくりとサイエンス」講師（矢ヶ崎）
12/17-18	:	岩手県大槌町植栽地、宮城県気仙沼市モニタリング調査（林）
12/12	 :	神奈川県生物多様性ホットスポットワーキング（村上）
12/13	 :	環境省中部ブロック調査会議（村上）
12/19	 :	植生研究会（村上）
12/21	 :	神奈川県生物多様性ホットスポット調査（川崎市西部）（村上）
12/22-23	:	鹿児島県大島郡与論町植樹指導（宮脇・林）
12/23	 :	神奈川県生物多様性ホットスポット調査（相模原市北部）（村上）
12/27	 :	環境省植生図凡例検討部会（村上）

【研究員活動記録】
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