
山岳科学センター菅平高原実験所

［学部生対象］

公開実習
公開特講

森と草原のフィールドを舞台に、ナチュラルヒストリーに根ざした
多彩な実習・講義を全国の大学生が参加できるように公開しています。 
野外で生物を見つけ（認識）、どんな生物かを把握したり（分類）、 
生物たちの関わりや役割（生態）を考えることで、 
生物多様性を一緒に理解していきましょう！（認定期間：平成25年8月2日～平成30年3月31日）

ナチュラルヒストリーに
根ざした森と草原の
生物多様性教育拠点

文部科学省　教育関係共同利用拠点

・実習および特講を、全国の国立・公立・私立大学の学部生・院生に
　公開しています（院生対象の公開実習はHPをご覧ください）。

・筑波大学が成績証明書を交付し、参加者の所属大学で単位認定を
　受けることも可能です。詳細は所属大学の教務担当にお問合わせください
 （学部生対象の実習は1.5単位相当、特講は1.0単位相当）。

・授業料は無料ですが、宿泊費・食費がかかります。

・当センター八ヶ岳演習林、下田臨海実験センター、筑波キャンパス
　と連携して実施しています。

公開実習・公開特講

・他大学教員が菅平高原実験所のフィールドおよび
　施設を利用する実習を組むことができます。
　当実験所教員がサポートすることも可能です。

・単位認定は利用大学で行います。

受託実習

・単位認定は利用大学で行います。

研究指導

ー 教育関係共同利用拠点とは ー
多様化する社会と学生のニーズに応えつつ質の高い教育を提供していくために、各大学の有する人
的・物的資源の共同利用等を推進することで、国立・公立・私立大学を通じた多様かつ高度な教育を
展開していく大学の取組を支援するべく、平成21年9月に文部科学大臣により創設された制度です。

ー ー教育関係共同利用施設として利用するには

・他大学教員の研究室に所属する学部生・院生が、卒業論文研究や
　修士・博士論文研究のために、菅平高原実験所のフィールド・施設
　を利用することができます。当実験所の教員が連携して研究指導を
　行うこともできます。

山岳科学センター菅平高原実験所は、生物多様性教育に不可欠な野外生物の
情報、施設、野外フィールド、そしてナチュラルヒストリーに通じた教員を備え、
生物多様性教育プログラムを次の  3つの方法  で提供しています。

公開実習
公開特講

筑波大学 山岳科学センター 菅平高原実験所
（旧 筑波大学菅平高原実験センター）

お問い合わせ i

1957年、横浜市生まれ、（社）日本写真家協会会員。 85年より沖縄県の西表島に移住。 
90年、念願のイリオモテヤマネコ親子の撮影成功。 2003年TBSの「情熱大陸」に出演。 横塚眞己人（写真家）

photo（一部）

［ 交通案内 ］［ 宿泊案内 ］＊最大収容人数40名

≪宿泊料≫
1泊1,300円（3泊以上割引あり※学生のみ）

朝食300円／昼食400円／夕食600円
≪食事料≫

▶公共交通機関を利用の方
ＪＲ長野新幹線・しなの鉄道「上田駅」で下車
⇒「上田駅お城口のバス乗場３番」乗車
⇒「菅平高原ダボス」下車
⇒ 徒歩15分

「上田菅平ＩＣ」を降り、約35分

▶車を利用の方

住　所
H　 P
E-mail

受付時間
TEL
FAX

平日 9：00～17：00
0268-74-2002
0268-74-2016

〒386-2204 長野県上田市菅平高原1278-294
http://www.sugadaira.tsukuba.ac.jp/kyoiku/
kyoiku@sugadaira.tsukuba.ac.jp ［学部生対象］
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［ 植物系統分類学・細胞進化学 ］

石田 健一郎 教授
Ken-Ichiro Ishida

各分野に特化した教授陣が
様々な実習・講義を担当します

［ 動物系統分類学・昆虫比較発生学 ］

町田 龍一郎 教授

実際の自然や昆虫、動物、生物をとにかく、見ましょう！そして、一緒に、
自らの生物観、自然観、世界観を築いていきましょう！！

敷地内の様々な植生フィールドで実物に直接触れながら、多様でダイ
ナミックな生物の営みを体感してください。情熱あふれるフィールド
生物学の達人たちがサポートします。

［ Molecular ecology ］

レアーン フォウルクス 特任助教

Ryuichiro Machida

［ 植物繁殖生態学・個体群生態学 ］

田中 健太 准教授

全国的本当に少なくなってしまった半自然草原や様々な森を一緒に回って
調べませんか？高原の空気の清涼さ、秋の七草の美しさ、多様な森林
の個性を体験してください。

Kenta Tanaka

Leanne Faulks

［ 集団遺伝学・山岳科学 ］

津田 吉晃 准教授

自然豊かな環境は色々な面で私たちの創造性を高めてくれます。生物の
遺伝情報から様々な種の過去、将来の集団動態を探るタイムトラベル。

Yoshiaki Tsuda

［ 行動生態学・進化生態学 ］

佐藤 幸恵 助教

生物を観察して生じる「なぜ」という気持ちを大事にしながら、皆さん
と生態学の面白さを共有できればと思っています。新米教員ですが、
がんばります！

［ 分子生態学・植物生態学 ］

平尾 章 助教

環境の変化によって、山岳性の植物がどのように適応し、その命を
バトンタッチしてきたかに興味をもっています。山の施設での実習を
是非どうぞ！

Akira Hirao

Yukie Sato

［ 菌類学・植物系統分類学 ］

出川 洋介 助教

菌類（キノコ・カビ・コウボ）は、実に不思議で興味深い生物です。その
多様性や自然史の解明に向けて、日夜研究に邁進しています。菌に
興味のある方、大歓迎です！

Yousuke Degawa

From the mountains to the sea, rivers are the connection. 
Let's explore the diversity of life in freshwater!
山と海は川でつながっている。淡水域での生命の多様さを探求しましょう！

実習項目

2018．1月～2月（全5回） 〆切：11/15（水）
　昆虫類は、動物界の約3/4の種類数を占める地球上で最も繁栄した
動物群です。昆虫とは何かを形態学の立場から考えます。また、近年の
トピックスを出来るだけ紹介します。これにより、昆虫学の現在と向う
べき方向性を示します。昆虫を主な対象として開講する動物分類学野
外実習とあわせて受講すると、「昆虫とは何か」へのあなたの答えがよ
り近いものとなるでしょう。

■担当教員：町田 龍一郎（菅平）

菌類分類学 野外実習
2017．9/25（月）～ 9/30（土） 〆切：7/18（火）
　キノコ、カビ、コウボなど真菌類の多様性、系統分類の基礎を習得
します。センター内の森林、草原、渓流フィールドに出て、キノコ等の
大型菌類を採集し、実験室に持ち帰り、顕微鏡観察により、それらの
形態や構造を詳しく観察して理解を深めます。またフィールドで採集し
た土壌や水サンプルの粗培養を行い、微小菌類（カビやコウボ）を検
出し、分類培養技術についても学びます。

動物分類学 野外実習
2017．7/24（月）～ 7/29（土） 〆切：6/1（木）
　動物界の約3/4の種類数を占める昆虫類は、地球上最も繁栄した
分類群といわれます。その全32目中29目の実物を野外で採集して、形
態的・分類学的特徴をじっくり観察できる日本で唯一無二の実習です
（残りの3目も標本で観察できます！)。昆虫とは何か、なぜ昆虫の多
様性が高いのか、それらの答えがここにあります。昆虫学特講（下記参
照）とあわせて受講すると、昆虫への理解がより深まるでしょう。

■担当教員：町田 龍一郎（菅平）、八畑 謙介（つくば）

海山連携 公開実習
2017．9/10（日）～ 9/16（土） 〆切：7/18（火）

■担当教員：和田茂樹・今孝悦・アゴスティーニ シルバン レオナー ジョージ・中野裕昭（下田）、
　　　　　  佐藤幸恵・町田龍一郎・田中健太・津田吉晃（菅平）

　生命は海で生まれ、その後陸上に進出し、今日では多様な生物が
海・陸にて、それぞれの生態系を成り立たせています。この実習では、
本実験所(山)と下田臨海実験センター(海)を利用し、海・陸の両域の
生態系ならびに生物多様性を学ぶことができます。海抜0mから
1300mという環境と生物相の劇的な違いを肌で感じてみませんか?

モデル生物多様性 実習

　現代生物学の多くの研究は、酵母、ショウジョウバエ、シロイヌナズ
ナ、ダニなどの「モデル生物」によって支えられています。この実習で
は、野外に出かけてモデル生物の多様な近縁種を探すことで、興味深
い生命現象を進化させてきた自然の生態系と、そこでの多様な生き物
との係わりを見出してみましょう。

■担当教員：平尾 章・出川 洋介・佐藤 幸恵（菅平）

■担当教員：出川 洋介・レアーン フォウルクス（菅平）、中山 剛（つくば）

高原生態学 実習
2017．8/28（月）～ 9/1（金） 〆切：7/3（月）
　何万年も前から日本に広がっていた草原が、人間による自然撹乱の抑制
と草原利用の放棄によって、いま全国規模で急速に減っています。しかし
菅平高原には、日本人に古くから親しまれてきた秋の七草など貴重な動植
物が豊かな草原に残されています。この草原で、太古から繰り広げられて
きた植物と訪花昆虫の結びつき、人間と草原との結びつきを学びます。

森林生態学 公開実習
2017．9/19（火）～ 9/24（日） 〆切：7/18（火）
　一言で森といっても、その姿は立地や遷移段階によって全く異なり
ます。この実習では、遷移系列に沿って、天然のアカマツ・ミズナラ・
ブナ林を訪れ、森林調査の方法を学びます。樹木の標本作成やスケッ
チによって樹木40種の見分け方を習得し、毎木調査やロープ木登り
調査・自由研究を通じて、森の成り立ちや移り変わりを理解します。多
様な森に触れて日本の自然を観る力を養いませんか。

■担当教員：大橋 一晴・横井 智之（つくば）、
　　　　　  田中 健太（菅平）

■担当教員：田中健太・平尾章（菅平）、門脇正史（実験林）、清野達之（八ヶ岳）

陸域生物学 実習
2018．2/19（月）～ 2/23（金） 〆切：12/18（月）
　冬の菅平は、雪に閉ざされ気温は－30℃にもなる極寒の地です。しか
し、雪の上では動物や鳥や節足動物が活発に活動しているのです。たと
えば、ウサギが跳ね、それを追うキツネの姿を足跡からたどれます。極寒
の中、餌を一生懸命探す鳥たち、雪上を歩くセッケイカワゲラの仲間積
雪期における動物の生き様から「自然」のありようを感得しましょう。

公開特講 植物生態学Ⅱ

公開特講 昆虫学 特講

2017．10月～12月（全10回） 〆切：8/1（火）
　植物が子孫を残すために行っている実に様々な繁殖戦略を、最新の
理論を元に解説します。また、野外の生命現象の背景となっている遺
伝現象を明らかにする分子生態学の最新成果を紹介します。さらに、
花粉の運搬を担うポリネーターと植物の相利共生関係によって生み出
された花の進化についてひもときます。

■担当教員：町田 龍一郎（菅平）、
　　　　　  八畑 謙介（つくば）

■担当教員：大橋一晴（つくば）、
　　　　　  田中 健太（菅平）

2018．1月～2月（全10回） 〆切：11/15（水）
　キノコ・カビ・酵母を含む菌類（真菌類）は、従来、下等な植物と見
なされてきましたが、現在では動物と姉妹群をなすオピストコンタの一
員であることが判明しました。本講義では、その系統進化学位置づけ
を、推定総種数500万種と言われる菌類の膨大な多様性、およびそれ
らを秩序立てて理解するための分類体系について、最新の知見を交え
ながら概説します。

■担当教員：出川洋介（菅平）

公開特講 植物系統分類学Ⅲ

樹木園

圃場

約4.5haの広い園内では、
およそ200種類もの樹木に
出会うことができます。

草 原
毎年秋に刈り取りを行うことで、
半自然草原を維持しています。
ススキ・ヤマハギ・ワレモコウ・
マツムシソウなどが生息する
本州中部の典型的な約6haの
山地草原です。

アカマツ林
草原の刈り取りを止めたことで樹木が定着し、
自然に成立した８.５ha の森林です。
約４.５ha はアカマツが優占し、約4haは
アカマツ・ミズナラ・シラカンバが混交
しています。

50年前に建造され、学生宿舎として利用されてきた
現存する筑波大学最古の木造建築です。
現在は、社会貢献事業に活用をしています。

落葉広葉樹林
ミズナラ・シラカンバ・カエデ類・サクラ類・
シナノキ・トチノキ・アズキナシなどからなる
約１４ha の落葉樹林です。

敷地内マップ おもな施設・機器
■実習室（収容人数４０名）
■講義室（収容人数４０名）
■遺伝子組み替え実験室（P１）
■無線LAN完備

■マイクロバス（定員２５名）
■実習用顕微鏡４０台
■サンガーシーケンサー
■次世代シーケンサー

■透過型電子顕微鏡
■走査型電子顕微鏡
■林冠タワー

大明神寮

実験・研究棟
宿泊棟

こちらから
お入りください

正門

大明神の滝
原則、非公開ですが、
実習中によく訪れます。

［各教員の所属］ 菅平：菅平高原実験所、つくば：筑波キャンパス、下田：下田臨海実験センター、実験林：つくば実験林、八ヶ岳：八ヶ岳演習林

2017．9/5（火）～ 9/9（土） 〆切：7/18（火）


