
「学び」イベント情報 募集中!!

掲載料は無料です。

研究者の皆様が市民へ向けて行なっている公開講座や
シンポジウム等の情報提供をお待ちしております！
研究者の皆様が市民へ向けて行なっている公開講座や
シンポジウム等の情報提供をお待ちしております！

これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

　ここに掲載する情報は、各研究・教育機関や施設が公開している情報
を基に掲載していますので、当社の責任で開催を保証するものではあり
ません。日時、内容に変更がある可能性がありますので、詳しくは各問
合先へご確認ください。
　有料・要申込の場合の料金や申込方法など詳細は Web 版に掲載し
ております。ぜひご覧ください。

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略 2012.4

〈行ってみよう！「学び」の場所へ〉

「学び」イベントに行ってきました

読者の声
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おじゃまします
学びの庭に

￥0FREE ご自由にお持ち帰りください。

季　刊　誌

生きものに学ぶ
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クイズあります

松尾　行雄 先生
東北学院大学　教養学部　准教授
（生物音響学）

コウモリとイルカに学んで海中を探る

遠藤　源一郎 氏
仙台市八木山動物公園 　園長

「動物園」は、大人にとっても「学び場」です

釜谷　大輔 氏
仙台市八木山動物公園
飼育展示課普及調整係長／獣医師

2012年7月5日発行予定
おじゃまします
学びの庭に 　「ことばに学ぶ」次 号

テーマ   ：

「気」になる「氣」・・・当社は言葉を組版する職業として、漢字の本来の成り立ちである「本字」を大切に
したいという思いがあり、社名に使われる本字の「氣」を使用することでその思いを表しています。

Web版は随時更新中！

http://www.manabinome.com
まなびのめ│ 検索
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「まなびのめ」
編集部

これからの主な「学び」イベント39件掲載！

この印刷物はグリーン基準に適合した印刷資材を使用して、グリーンプリンティング認定工場が印刷
した環境配慮商品です。用紙は適切に育まれた森から生まれたFSC®認証紙を使用し、インキは環境
にやさしい植物油インキを使用しています。
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第17回 名著への旅

　あまりにも有名なこのタイトルは、1947年、まず文学作品と
して世に出（原題は“Jeux Interdits”）、世界中に大変な反響を呼
んだ。
　戦争が出逢いをもたらしたミッシェルとポーレット。敵機が上
空で唸りを上げるフランスの農村を舞台に、共にする生活の中
で幼いふたつの魂が行きつ戻りつしながらも、十字架というひと
つの共同信仰をつくり上げ、それが「禁じられた遊び」として君
臨していく。底に流れるのは反戦への声無き叫びである。
　1951 年、巨匠ルネ・クレマンにより映画化され、その名声
は不朽の輝きを放ち続けている。全篇に流れる音楽は、名手ナ
ルシソ・イエペスがギター一本で
支えた。哀切と静かな詩情をいや
が上にも高めた。同名のギター曲
は知らぬ者とてない名曲として親し
まれている。
　右は、旅人の所有するドーナツ
盤オリジナルサウンドトラックのジャ
ケットである。　　　　　　　 （曜）

名著への旅　『禁じられた遊び』
                      (フランソワ・ボワイエ）

『禁じられた遊び』
  フランソワ・ボワイエ 著 
  角川文庫
（1970年5月30日　初版発行）

Web版を
ご覧ください  http://www.manabinome.com

まなびのめ 検索ぜ
ひ
ぜ
ひ

「学び」イベント周辺情報とは、博物館・科学館・
天文台や美術館などの文化施設を中心に開催され
る、工作体験・野外体験・上映会など、「まなび」を
幅広くとらえたイベントで、「まなびのめ」では
Web版にのみ掲載している情報です。

ＷＨＡＴ’Ｓ  周辺情報 ？？

カレンダー表記で
見やすい！！

カレンダー表記で
見やすい！！

「学び」イベント 周辺情報周辺情報

facebook
ページへは
こちらから⇒

Twitter
ページへは
こちらから⇒

facebook

やってます!!
Twitter

もっと
学べる！
もっと
学べる！
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中
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3月17日（土）～5月13日（日）世界遺産　ヴェネツィア展

宮城県美術館

9:30

▲

17:00

Tel 022-221-2111宮城県美術館
http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/mmoa/ja/main/

場　所

主催者

URL

問合先

4月13日（金）～6月17日（日）ミニ企画展「海辺のムラの環境
と暮らし—国史跡 大木囲貝塚」

仙台市縄文の森広場

9:00

▲

16:45

Tel 022-307-5665仙台市縄文の森広場
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/

場　所

主催者

URL

問合先

4月15日（日）世界遺産ヴェネツィア展　
ギャラリー・トーク
講　師　宮城県美術館学芸員

宮城県美術館　2 階展示室

14:00〜

Tel 022-221-2111宮城県美術館
http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/mmoa/ja/main/

場　所

主催者

URL

問合先

4月20日（金）～6月10日（日）企画展「仙台藩の御家騒動—
寛文事件を追いかけろ !」

仙台市博物館

9:00

▲

16:45

Tel 022-225-3074仙台市博物館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/

場　所

主催者

URL

問合先

4月21日（土）～6月17日（日）特別展　
「北斎漫画展　江戸の出版文化」

仙台文学館

9:00

▲

17:00

Tel 022-271-3020仙台文学館
http://www.sendai-lit.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

4月21日（土）コーチング心理学ワークショップ 
IN 仙台（応用編）

仙台市情報・産業プラザ　情報化研修室（アエル 5 階）

13:30

▲

18:00

Tel 080-1127-3088（緊急用）日本心理学会認定　日本コーチング心理学研究会（東北本部）事務局
http://www.coaching-psychology.com/seminar/

場　所

主催者

URL

問合先

4月21日（土）「海洋における放射性物質の広がり」

講　師　花輪　公雄（東北大学大学院理学研究科教授）
仙台市天文台

14:00

▲

15:30

Tel 022-391-1300仙台市天文台
http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

4月27日（金）東北大学サイエンスカフェ　第 79 回：2011
年ノーベル生理学・医学賞『自然免疫』って何 ?
講　師　倉田　祥一朗（東北大学大学院薬学研究科教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

5
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6
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5月26日（土）講演会「ワイエス・コレクションと丸沼
芸術の森」関連　ギャラリー・トーク
講　師　中村　音代（丸沼芸術の森学芸員ワイエス担当）

宮城県美術館　2 階展示室

14:30〜

Tel 022-221-2111宮城県美術館
http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/mmoa/ja/main/

場　所

主催者

URL

問合先

6月  2日（土）工芸館講座「北国の染織」—第 1 回
「東北と被衣（かつぎ）」
講　師　奈良　綾（芹沢銈介美術工芸館学芸員）

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館

10:30

▲

11:30

Tel 022-717-3318東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館
http://www.tfu.ac.jp/kogeikan/

場　所

主催者

URL

問合先

6月  2日（土）東北薬科大学附属薬用植物園見学会

東北薬科大学附属薬用植物園内

14:00

▲

16:00

Tel 022-727-0013東北薬科大学
http://www.tohoku-pharm.ac.jp/new/index.cgi

場　所

主催者

URL

問合先

6月  3日（日）記念講演会　「鴨神道とその美—平成 27
年，第 34 回式年遷宮を迎えて—」
講　師　新木　直人（下鴨神社宮司）

東北歴史博物館　3 階講堂

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

6月  8日（金）東北大学リベラルアーツサロン第 16 回：
伝統芸能をテクノロジーで未来に伝える
講　師　渡部　信一（東北大学大学院教育情報学研究部教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

6月14日（木）国宝・大崎八幡宮『仙台・江戸学』第 6
期「只野真葛—その人生と『独考』—」
講　師　関　民子（近世女性史研究者）

大崎八幡宮　祭儀棟 100 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-234-3606『国宝大崎八幡宮　仙台・江戸学』　実行委員会
http://www.okos.co.jp/oosaki/edogaku/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

6月16日（土）工芸館講座「北国の染織」—第 2 回
「南部領の馬飾り」
講　師　本田　秋子（芹沢銈介美術工芸館学芸員）

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館

10:30

▲

11:30

Tel 022-717-3318東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館
http://www.tfu.ac.jp/kogeikan/

場　所

主催者

URL

問合先

6月29日（金）東北大学サイエンスカフェ　第 81 回：秩序っ
てなに ? 〜「準結晶」に見えてくるもの〜
講　師　蔡　安邦（東北大学多元物質科学研究所教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

6月30日（土）工芸館講座「北国の染織」—第 3 回
「津軽こぎん刺し」
講　師　濱田　淑子（芹沢銈介美術工芸館学芸員）

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館

10:30

▲

11:30

Tel 022-717-3318東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館
http://www.tfu.ac.jp/kogeikan/

場　所

主催者

URL

問合先

毎週土曜日トワイライトサロン 「MA ☆（マスター）
土佐誠の宇宙が身近になる話 」
講　師　土佐　誠（仙台市天文台長）

仙台市天文台　オープンスペース　他

17:00

▲

17:45

Tel 022-391-1300 仙台市天文台
http://www.sendai-astro.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

6月16日（土）シンポジウム
「地・人・芸術—＜芸術と地域＞を問う—」
講　師　芳賀　満（東北大学）他

仙台市博物館　ホール

13:00

▲

16:30

 藝術学関連学会連合
開催日が近づきましたら、Web 版に詳細を掲載します

場　所

主催者

備　考



おじゃまします
学びの庭に

「○○に学ぶ」シリーズ、今回は「生きものに学ぶ」。
探してみるとまさに「生きものに学ぶ」研究者が身近にいらっしゃいました。
超音波を利用して周囲の状況を把握するコウモリやイルカの能力を、技術開発に応用する研究を続けている
東北学院大学・松尾行雄先生から、興味深いお話を伺えました。

コウモリとイルカに学んで海中を探る
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

【応募締切】2012年5月31日　当日消印有効

懸賞
クイズ

Q.1　人間が感知できる音の周波数はおよそ何ヘルツ以下？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。八木山動物公園のお二人の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。八木山動物公園のお二人の記事もご覧ください。

コウモリは飛んでいる虫を「こだま」で追う
　コウモリには 900 以上の種類があって、今も新種が発見さ
れ続けています。洞窟の中にいるから見つかりにくい？　実は
巣はいろいろで、たとえば日本で一般的に見られるアブラコウ
モリ、通称イエコウモリは、多くが家の屋根裏に住んでいます。
　コウモリは暗くなってから活動することもあって鳥と見分け
がつきにくく、身近な動物としては認識されていないかもしれ
ません。この泉キャンパスの近くで言うと、七北田公園によく
飛んでいます。主に虫を食べるので、虫が多い、川の近くのよ
うな水の豊富なところにいるのです。
　コウモリを見かけず、また見つけにくいもう一つの理由は、
鳴き声を聞くことがまずないからです。実はコウモリはしょっ
ちゅう鳴いています。飛んでいる間は、ほとんど鳴き続けてい
ると言ってもよいほどです。鳥の鳴き声と違って聞こえないの
は、音の周波数が高過ぎて、私たち人間の耳では捉えられない
からに過ぎません。音は空氣の振動で伝わりますが、人間の耳
が感知できる振動数は 1 秒間に 20 から 2 万回くらいまでで
す。これを周波数といい、ヘルツ（Hz）という単位で表します。
人間には聞こえない、2 万 Hz を超える音を、皆さんもご存知
の「超音波」と呼んでいます。
　コウモリが飛ぶのは虫を食べるためです。蚊のように小さな
虫は口を開けて飛びながら食べることもありますが、基本的に
は飛んでいる虫に急接近し、翼で一撃を加えて氣絶させ、それ
を翼の指や後ろ足でつかむなどして、飛びながら食べます。で
はあの暗がりの中で、コウモリたちはどうやって飛んでいる虫
を捕まえているのでしょうか。目がとても良いわけではなく、
むしろほとんど、または全く見えていません。林の中や鍾乳石
だらけの洞窟の中を飛び回りながら、飛んでいる虫を捕まえて
食べることができるのは、超音波を活用しているからです。
　コウモリは超音波を発しながら飛び、障害物を避けたり、虫

の位置を知ったりする、ということは、多くの方がご存知かも
しれません。しかしその詳しいメカニズムが分かってきたのは
最近です。コウモリは自分の鳴き声の反響、つまり「こだま」
を聴いて、どこにどんな大きさや形のものがあるか、それがど
の方向にどれだけの速さで動いているかを察知しています。
　「定位」と呼ばれるこうした作業を、私たちは目で、視覚で、
光でしています。しかしコウモリは耳で、聴覚で、音でして、
脳の中に組み立てているのです。これをエコーロケーション、
日本語では反響定位と言います。先ほどコウモリは飛んでいる
間ほぼ鳴き続けていると言いましたが、それは私たちが道を歩
いている間、目を開け続けているのと同じことなのです。

コウモリの脳の中を人工的に再現したい
　コウモリの鳴き声の分析には、マイクで拾った超音波を、人
間が聴くことができるよう低い周波数に変換する装置を使いま
す。これをビデオカメラに接続して、飛んでいるコウモリを探
すのです。一番見つかりやすいのは冬眠に入る前で、秋の終わ
りの午後 5 時頃です。しかし河原で暗がりにビデオカメラを
向けていると、通りがかりの人に怪しまれます（笑）。「対岸の
マンションの部屋の中を写しているんじゃないか」と疑われな
いよう、今は一人で行くのは避けて、学生たちと行くようにし
ています。
　アブラコウモリの一声の長さはたいへん短く、1000 分の 2
秒ほどです。この短い一声の中で、音の高さを急に変化させま
す。アブラコウモリの場合だと、7 万 Hz から 4 万 Hz まで下
げるのです。音の高さを変化させると、返ってきた反響を分析
する際、より多くの情報が得られるからだと考えられます。実
際にコウモリの声を聴いていると、最初は探索モード、次に接
近モードと音のパターンが変わり、最後には追いついて捕捉し
たことが分かります。
　フクロウも音で獲物を追いますが、これは獲物の立てる音や
鳴き声に反応しています。しかしコウモリは自分で音を発して
その反響を聴き取り、「今何かが大きくなったのは、虫が羽を
広げたから」「大きくなったり小さくなったりを素早く繰り返
しながら移動しているのは、虫が羽ばたきながら飛んでいるか
ら」といったように、脳の中で音情報を分析し、処理しながら
飛んでいるのです。ですから人間の脳は視覚のための、コウモ
リの脳は聴覚のための領域が大きくなっています。
　コウモリがしているこのエコーロケーションを、人工的に再

現しようとしているのが私の研究です。スピーカーから音を出
し、反響をマイクで拾うことで、どこにどんな大きさや形のも
のがあるかを判定します。どんな音を発すれば良いのか。反響
を捉えるのに、コウモリの外耳の形はどう有効なのか。反響を
分析して位置、大きさ、形を特定するためにはどのようなプロ
グラムが必要なのか。複数の対象を一度に捉えるにはどうすれ
ば良いのか。こうしたことを解明しようと、動物学的にコウモ
リの生態や能力を調べ、脳科学的に情報処理の仕組みを分析し、
工学的再現と応用に挑んでいます。
　私は大学入学時、電氣全般に関心があったのですが、学ぶうち
に電氣と情報の組合せに可能性を感じるようになりました。中
でも動物の高度な能力を、脳の情報処理という面から分析する
研究に興味を覚え、指導教官の勧めもあってコウモリを対象に
選びました。日本だけでなく、米国などで行われてきたコウモ
リに関する知見を学びながら研究を進めて今日に至っています。

ソナーの高度化で海中の生態系を把握
　光による画像解析や、電波によるレーダーに比べると、空氣
中での音の応用的研究、実用化はこれからです。しかし光や電
波が届きにくい水中や土中では、空氣中よりも速く、遠くまで
届く音が有利です。特に水中については、魚群探知などに用い
られるソナーの性能向上に、研究が大きく貢献しています。
　私自身は水産総合研究センターの研究者からお誘いをいただ
いて、6 年ほど前から本格的に海中でのエコーロケーション研
究に携わるようになったため、今はイルカにも学んでいます。
イルカはコウモリに比べると、発する音は 10 万 Hz 以上とさ
らに高く、一声の長さは約 1 万分の 1 秒とさらに短いのですが、
魚の位置と大きさを把握し、急速に近づいて捕食する仕組みは
基本的には変わりません。コウモリは 4 ～ 5 m 先までを探知
できますが、海中では空氣中よりも音が速く遠くまで伝わるこ
ともあって、イルカの探知能力は数百 m もの範囲に及びます。
　かつてのソナーは、反響音を聴いて方向や距離を判定する仕
組みでした。今ではモニターに表現できるようになり、漁船に
搭載されたソナーが、魚群の位置を正確に教えてくれます。
　そして私たちが今進めている研究では、これまで一定だった
周波数を変化させながら発することで、格段に詳しい探知を実
現しようとしています。これからは魚群を形成する 1 尾ずつ
の個体を判別し、個々の魚の動きまでが把握できるようになる
はずです。また体内の浮き袋からの反響の違いを分析すること

で、その形状や大きさによる魚種の特定も期待できます。魚
の種類と数を高精度で調べられるソナーが実用化されれば、漁
獲量の向上や、種類を選んで獲る漁にも役立つでしょう。今ま
では漁師たちが長い経験から身につけてきた技能の一部を、ソ
ナーが担うようになるかもしれません。
　しかし私が期待しているのは、資源調査能力の向上によって、
海中の生態系がより正確に把握できるようになることです。海
上から魚種が特定でき、数が確定できるようになれば、これま
でのように魚を獲ってみることなしに、海の中のようすを詳し
く知ることができます。環境問題の一つである生態系の問題を
考えるための前提となる、正確な情報が得られるようになるの
です。私はこのような生態系の問題にも関心を持っており、そ
の中にはもちろんコウモリやイルカのように高い能力を持った
動物たちも含まれています。また、このような動物たちの不思
議な能力や生態などは研究者だけではなく、市民の皆様も興味
をもっている方がおられると思います。研究で得られた結果か
ら「生きものに学ぶ」ことの意義や面白さを市民の皆様にもお
伝えできる環境ができればと考えています。加えて、音を発し
て反響を解析しながら飛ぶコウモリロボットの実現という、自
分の夢を追い続けたいと思っています。

（取材＝2012年2月28日／東北学院大学 泉キャンパス3号館3階・松尾研究室にて）

東北学院大学　教養学部　准教授
専攻＝生物音響学

松尾　行雄 先生
《プロフィール》
（まつお・いくお）1971 年山口県生まれ。東北大学工学部電気工学科卒業。東北大学
大学院工学研究科修士課程修了。博士（工学）。東北大学助手、研究員を経て、2005
年より現職。

コウモリのエコーロケーションを再現する装置と周波数を変換するマイク



れています。園長も述べた通り、動物園は研究、教育機関でも
あり、希少になってしまった種の保存に責任を負っています。
大学等と連携することで、こうした活動でも成果を上げて行き
たいと考えています。
　本園に近い八木山小学校や向山小学校では、子どもたちにゾ
ウやカバの糞から堆肥をつくって野菜を育ててもらい、それを
また動物たちの餌にする、という勉強をしてもらっています。
しかし子どもたちだけでなく、大人の方にも日頃から動物たち
を身近に感じていただき、自然破壊や乱獲、温暖化などによる、
生きものたちの危機と環境問題への関心を高めていただきたい
と願っています。
　また、実は動物園は「海外に開いた窓」であるとも言え、そ
こから外国のようすを見たり知ったりすることもできます。海
外の珍しい動物が飼われているだけでなく、共同研究や種の保
存事業など、様々な国際交流が行われているのです。
　本園は、アフリカの島国マダガスカルの首都アンタナナリブ
にある、国立チンバザザ動物園と提携を結んでいます。マダガ
スカルは環境破壊や政治・経済の問題を抱えていて、人間だけ
でなく動物たちにも支援が必要です。現在はこちらから専門家
を派遣し、飼育技術の指導や小学校での環境教育にあたったり、
向こうから研修員を迎えたりしている段階ですが、将来はマダ
ガスカル固有の動物を受け入れるなど、さらに関係を深めたい
と考えています。
　市民の皆さん、どうぞ本園を訪れて、やすらぎや癒しを感じ
ていただくとともに、動物たちから環境問題や海外の状況につ
いて学んでみてください。心からお待ちしています。

（取材＝ 2012 年 2月 16 日／仙台市八木山動物公園 管理事務所にて）

おじゃまします
学びの庭に

「生きものに学ぶ」といえば、やはり「動物園」を思い起こします。
「動物園は子どもが楽しむ施設」のイメージが強いかもしれませんが、
元々「研究」の役割ももっている、ということをご存知でしたか？
仙台市八木山動物公園にて、遠藤源一郎園長と、釜谷大輔普及調整係長のお二人にお話を伺いました。

「動物園」は、大人にとっても「学び場」です
はがき、FAX、E-mailのいずれかで、①住所、②氏名、③年齢、④職業、⑤電話番号、⑥クイズの答え2つ、
⑦「まなびのめ」の入手場所、⑧内容についての感想を明記して編集部までご応募ください。
※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。
※応募いただいたお客様の個人情報は弊社主催のイベント案内、
連絡及び発送に限り利用させていただきます。

応募
方法

【応募締切】2012年5月31日　当日消印有効

懸賞懸賞
クイズ

Q.2　八木山動物公園が提携するマダガスカルの動物園の名前は？

正解者の中から抽選で3名様に
図書カード1000円分をプレゼント

図書カードを
当てよう！

※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。松尾行雄先生の記事もご覧ください。※応募にはQ1とQ2両方の答えが必要です。松尾行雄先生の記事もご覧ください。

懸賞

動物がのびのびと暮らす現在の動物園
　昨年の東日本大震災では本園も窮地に陥りました。サル山が
損壊するなど施設にも被害が出たのですが、それ以上に停電、
断水、暖房用の燃料不足、そして餌不足に悩まされたのです。
中には体調を崩した動物もいました。しかし市民の皆さんや全
国各地の動物園、水族館や動物園ファンの皆様などから多大な
ご支援をいただき、また職員が一丸となって復旧に献身的に取
り組んでくれたおかげで、4 月 23 日に再開園にこぎつけるこ
とができました。バスを借り上げて被害の大きかった地域の小
学生を招待したり、こちらからウサギやモルモットを連れて
行って触れ合ってもらったりした際、緊張ぎみだった子どもた
ちが見せてくれた笑顔は忘れられません。動物園の存在意義の、
原点に触れた思いでした。
　動物園はレクリエーション施設ですが、単なる遊び場ではあ
りません。動物を身近に感じ、能力を知り、生態を学んでいた
だく教育の場としての役割を持っています。旭山動物園等で話
題になった「行動展示」という言葉をご存知でしょうか。動物
園には子どもの時以来ごぶさたという方の中には、今でも猛獣
を狭い檻で展示しているイメージをお持ちの方がいらっしゃる
かもしれません。しかし今では、動物がいきいきと暮らしてい
ることが、来園者にとっても大きなメリットだという考え方が、
動物園の新しい常識になっています。
　広さや予算に限りはありますが、本園ももちろん例外ではあ
りません。10 年前にリニューアルした猛獣舎では、ライオン、

スマトラトラ、ホッキョクグマが、生息地の環境を再現した
広いスペースでのびのびと動き回る姿を見ることができます。
ホッキョクグマとカバの水中での行動が、ガラス越しに見られ
るプールも自慢です。また、サバンナの環境をイメージして造
成されたアフリカ園では、ゾウ、キリン、シマウマ、サイ、カ
バなどがゆったりと暮らしています。

ビジターセンターやセミナーで豊かな学びを
　動物園での飼育や展示を動物福祉という観点から見直し、環
境を整えることを「環境エンリッチメント」と言います。現代
の動物園が果たすべき役割には、レクリエーション、教育とと
もに研究と種の保存がありますが、「環境エンリッチメント」は、
どの役割にとっても非常に重要です。
　本園は全国の多くの大学や機関と連携して、研究と繁殖に取
り組んでいます。野生動物の生息環境は、近代化によって世界
中で急速に悪化しました。今も広大な森林が失われ、温暖化が
進行中です。多くの生きものたちが絶滅の危機に瀕している今、
生息環境の回復とあわせて、生物を保護し、増やし、再び自然
へ返す必要があります。そのためには私たち人間が、まず動物
の行動や生態を学ぶことから始めなければなりません。
　ホッキョクグマは通常単独で行動し、繁殖の時期だけオスと
メスが一緒になります。従って本園でも雌雄を別々に飼育・展
示し、タイミングを見計らって会わせています。元々雌雄が常
に一緒のサルやライオンはそうしますし、ハーレムを作る必要
があるゴリラは、日本中から上野動物園にメスを集めています。
　大きさやにおいなど動物を丸ごと感じ、学ぶ場として動物園
を活用していただきたいと思い、本園では様々な取り組みを
行っています。2009 年に開館した「ビジターセンター」では
動物の剥製などを間近で見ることができますし、大学の研究者
を講師に招いての「動物セミナー＆園内ガイドツアー」を毎月
開催しています。本物の動物や骨格標本などを見ながらお話を
聞くことで、専門的な内容も分かりやすいと好評です。
　現在、本園の年間来園者数は 50 万人ほどです。東北での動
物園の来園者数は、人口比率で見ても、関西などと比べてずっ
と低い水準にあります。私自身は動物の研究者でも専門家でも
ありません。しかし民間のサファリパークなどを除けば本園が
南東北では唯一の動物園ということもあり、使命感をもって業
務に取り組んでいます。大人にとっても豊かな学びの場である
動物園に、より多くの方にお越しいただけるよう願っています。

シジュウカラガンが再び宮城の空に
　絶滅の危機に瀕していたシジュウカラガンが、再び日本に
渡ってくるようになった、というニュースをお聞きになったこ
とがあるでしょうか。実はこれは、30 年以上にわたって本園
などが取り組んできた、羽数回復事業の成果なのです。
　シジュウカラガンはカナダガンという種の亜種の 1 つで、
ほほにシジュウカラに似た白い模様があるため、この呼び名が
ついたと言われています。昭和初期までは宮城県をはじめ日本
各地に飛来していて、百羽もの大群も珍しくありませんでした。
千島列島で繁殖して日本で越冬する群れと、アリューシャン列
島で繁殖してアメリカ西海岸で越冬する群れがありましたが、
20 世紀初めの毛皮ブームの際、繁殖地で業者が放し飼いにし
たキツネのえじきとなり、どちらも激減してしまいます。
　一時は絶滅したと見られていましたが、アリューシャン列島
で発見され、まず米国が羽数回復事業に取り組みました。千羽
や二千羽の規模にならないと「渡り」は安定しないと言われて
います。しかし米国は 30 年以上の歳月をかけて、現在は 3 万
羽規模まで回復させました。本園の事業は 1983 年、宮城県
の調査研究団体「雁（がん）を保護する会」と共に、米国から
9 羽の親鳥を譲り受けて飼育・展示することから始まります。
　当初は試行錯誤が続き、放鳥しても十分な成果は得られませ
んでした。その後ロシアもこの事業に加わったことから、日本
から運んだ種鳥から増えた鳥を千島で放すなどした結果、少
しずつ「渡り」をするシジュウカラガンの数が増え始めます。
2006 年から翌年にかけては 17 羽の放鳥個体が日本で確認さ
れてようやく事業が軌道に乗り、渡り鳥の羽数回復事業の、わ
が国では初めての成功例となりました。
　放鳥活動は終了しましたが、もちろん本園は飼育・展示を続
けています。回復は順調で、この冬、宮城県では 100 羽、全
国では 200 羽を超える飛来が確認されました。現在は国内の
9 つの園・館でシジュウカラガンが飼育されています。

動物園は海外に開いた窓
　シジュウカラガンを絶滅の淵に追いやったのも、それを保護
し、羽数を回復させたのも人間です。私は苦労を重ねた前任者
から事業を引き継いだに過ぎませんが、羽数回復事業に携わっ
たことで、あらためて動物と人間の関わりや環境問題について
深く考えました。本園では現在、環境問題の啓発活動に力を入

仙台市八木山動物公園園長　遠藤　源一郎 氏
《プロフィール》
（えんどう・げんいちろう）1952年宮城県生まれ。早稲田大学法学部卒業。1978年よ
り仙台市職員。地域振興、市民協働など、主にまちづくり事業に携わってきた。2007
年より副園長として八木山動物公園に勤務し、2008年より現職。

釜谷　大輔 氏 飼育展示課普及調整係長／獣医師
《プロフィール》
（かまたに・だいすけ）1971 年愛媛県生まれ。酪農学園大学酪農学部獣医学科（現・
獣医学群獣医学類）卒業。2001 年より仙台市職員。2005 年より獣医師として八木山
動物公園に勤務し、2011年より現職。
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これからの主な

「学び」イベント このマークはイベント参加について
の有料・無料または事前申込の有無
について記しています。

有料 無料 要申込 申込不要

※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略 ※登場者（講師、演者、担当者）については敬称略

「学び」イベントに行ってきました
参加体験記

　元々仏像や仏閣に興味があり、旅行にいってはその地のお寺や神社
を巡っていました。平成 22 年 10 月にオープンした「松島十二支記
念館」にはかねてから行きたいと思っており、正月休みを利用していっ
てきました。
　中に入り、まず 4 ～ 6 m ある仏像に圧倒されました。館内には全
部で 12 体の仏像が展示されており、薄暗く照明されていることも手
伝って荘厳な雰囲氣が漂っています。
　展示されている仏像は、中国の高名な仏像作家が作った【守り本尊】
と呼ばれる生まれた干支によって定められた仏様です。
　私は丑年なので【虚空蔵菩薩】という仏様でしたが、「その干支の人
間はこういうタイプが多い」などの説明があったりして、とても感心
でき、面白かったです。私は運がよく、説明員の方の説明つきで自分
の干支について特に詳しく聞くことができました。干支別のおみくじ
もあり、充分に楽しめました。
　また、すぐ近くには松島の観光物産館もあるので、ついでに美味し
い思い出もできました。（笑）

（仙台市青葉区　グリッパー）

　ワクワクしながら席についた私達に投げかけられた問い、「縄文人は　
狩猟採集民か？　それとも農耕民か？」今まであまり深く考えてみた
こともなかっただけに一瞬ドッキリ！！
　ちなみに両方のバランスのとれた生活をしていたようです。
　発掘された土器によって作られた年代が推測出来、人獣土器とよば
れる一群の土器が特定の儀礼、儀式の中にとり込まれ、繰り返し行わ
れていたのではないかというお話を大変興味深く伺うことが出来まし
た。
　また、アイヌの熊祭りのお話では、狩猟採集民にみられる神話的思
考について学び、最後に「宮沢賢治の世界へどうぞ」では、ブラックユー
モアと神話の香りのするレストランへとエスコートして頂きました。

　次回の「縄文時代の自然災害」も今から心待ちにいたしております。
（仙台市太白区　Y.M.）

　■ 松島十二支（えと）記念館　展示

＜第 2 回　縄文講座＞
　■ 「縄文学最前線—縄文人の心と形—」

講師　北海道大学大学院　教授　小杉　康　氏

2012 年 1 月 3 日（火）　松島十二支（えと）記念館

2012 年 1 月 22 日（日）13:30 ～ 15:00　仙台市縄文の森広場　体験活動室

Web版はより多くの情報を
随時更新しています。

http://www.manabinome.com
まなびのめ│ 検索

第 15 号にもたくさんの
お便りが届いています。
ほんの一部をご紹介。

読者の声 読者の声

　関心のある分野の特集でとても興味深く拝見しました。東北薬科大の
薬用植物園が見学できるとは知りませんでした。見学会に参加してみた
いです。　　　　　　　　　　　　　　　（仙台市青葉区・31歳　女性）

　両先生の研究内容は非常に関心のある記事でした。特に吉﨑教授の漢
方薬の事柄は、自分の健康や病氣と直接関わってくる問題が提起されて
いて深く参考になりました。高橋教授の研究で気仙大工の内容は、今回
の震災とも関係していて残念や無念としか言葉がないです。

（多賀城市・61 歳　女性）

　生薬、漢方の知識などはこれからさらに普遍化すると思いますが、大
工の技術はなくなっていく一方のような氣がします。なんとか継承して
いってほしいですね。　　　　　　　　　　（仙台市泉区・39歳　男性）

　日常身近にある様な物・事でも知らないことがあり、初めて「まなび
のめ」を読ませてもらいました。特に古い文化財等が好きで博物館に観
覧に行きましたが、具体的な学びの伝統建築を興味をもって何度も読み、
又イベントが一覧になっており、予定応募しやすいと思いました。

（仙台市青葉区・65 歳　女性）

　外出制限のある小生にとって、居ながらにして、分かりやすく説明し
ていただける講座（義）を聴いているようで大変感謝しております。敬
遠がちな科（化）学に少しずつなじむようになりました。多謝。

（仙台市太白区・74 歳　男性）

　第２回 Live 版に不参加だった私、ライブレポを読み、大盛況ぶりに
大後悔しています。が、私も「使っているんです！大学図書館」。もち
ろん館内には、『まなびのめ』があります。　　（石巻市・35 歳　男性）

　「漢方医学」･･･ 体全体のバランスを見たり、心と体を一つのものと
して見て治療。症状や体質を見極めて、という部分が、グッときました。
出会えたら、見てもらいたいですね。　　　　　（塩竃市・40 歳　女性）

　研究者インタビューはいつも知らないことが多く書かれてあって、い
つも新鮮な面白さがあります。これからも楽しみにしています。

（岩沼市・18 歳　女性）

　はじめて読みました。大変興味がある内容で、好きになりそうです。
（仙台市青葉区・52 歳　女性）

　かなり高度の内容で大変ためになりました。有難うございました。
（仙台市泉区・48 歳　男性）

第15号　「伝統に学ぶ」

　宮城県美術館開館 30 周年記念展の関連事業として行われる対談と
いうことで、対談前に記念展自体も見てきました。
　クレーとカンディンスキーといえば抽象画の印象があり、苦手意識
を持っていました。しかし、素描を見て形の面白さに魅力を感じました。
今まで食わず嫌いをしていて、もったいなかったです。展示の後半部
分はバウハウスの建築、デザインの展示が多く見られました。そうい
えばどちらもバウハウスで教鞭をとっていたのだ、とかつて学んだこ
とを思い出しました。全体的には、いわゆる大作と言われるものがなく、
少し残念に思ったというのが正直なところです。

　■ 「対談−ふたつの美術館とコレクション」
講師　宇都宮美術館館長　谷　新　氏

講師　北九州市美術館館長・前宮城県美術館副館長　西村勇晴　氏
2012 年 2 月 12 日（日）13:30 ～ 16:00　宮城県美術館 アート・ホール

　対談ではまず初めに、今回の展示が宮城県美術館と宇都宮美術館の
所蔵品のみで成り立っていると聞き、大作がないことにも納得しまし
た。所蔵品のみで系統立てた展示が出来るという点、それなりのボ
リュームを出せていた点はすごいと思います。一点豪華主義ではなく、
厚みを持たせるようなまとまりのコレクションを意識しているとのこ
とでした。さらに、両美術館のコレクション収集の来歴、学芸員さん
の収集に関する考え方や理念について詳しく知ることが出来ました。
共通の作家の作品を収集していても、そのきっかけや系統は違うのだ
そうです。行政とのやりとりや予算の話など、美術館の裏事情を聞け
ました。
　後半は各作品の特徴や背景、バウハウスの作家たちに関してスライ
ドを見ながらのお話でした。バウハウスについて耳にしたことはある
ものの、詳しくはよく分からないので、もっと初心者にも分かるよう
な流れでお話して欲しかったです。
　約 2 時間半と長すぎる感もありましたが、なかなか聞けないような
面白い話も聞けて収穫は多かったです。

（仙台市宮城野区・女性　netdhu）

その他のお便りは Web 版でご覧いただけます。
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4月28日（土）～6月17日（日）企画展　オールドグラフィック 2
—仙台の出版文化—

仙台市歴史民俗資料館

9:00

▲

16:45

Tel 022-295-3956仙台市歴史民俗資料館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

場　所

主催者

URL

問合先

4月28日（土）全館再開記念展覧会「北国の染織」　
ギャラリートーク
講　師　芹沢銈介美術工芸館学芸員

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館

11:00〜

Tel 022-717-3318東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館
http://www.tfu.ac.jp/kogeikan/

場　所

主催者

URL

問合先

4月28日（土）しろ・まち講座「仙台藩の御家騒動—
『伊達の黒箱』を紐解く」
講　師　坂田　美咲（仙台市博物館学芸員）

仙台市博物館　ホール 200 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-225-3074仙台市博物館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

4月28日（土）仙台藩志会公開講座 伊達学塾
「政宗はなぜ若林城を造ったのか」

講　師　平川　新（東北大学東北アジア研究センター教授）
仙台戦災復興記念館　5 階会議室 130 名

14:00

▲

16:00

Tel 022-392-7729仙台藩志会
6/23（土）：公開講座有

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

4月29日（日）記念講演会「伊勢の神宮—永遠への祈り
と智恵—」
講　師　河合　真如（神宮司庁広報室室長）

東北歴史博物館　3 階講堂

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

5月  3日（木）記念講演会「出雲のこころ」

講　師　西村　健（出雲大社禰宜・総務部長）
東北歴史博物館　3 階講堂

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

5月  3日（木）企画展「仙台の遺跡（1）—名取川下流域
の遺跡—」ギャラリートーク
講　師　地底の森ミュージアム学芸室長

地底の森ミュージアム　企画展示室

14:00

▲

15:00

Tel 022-246-9153地底の森ミュージアム
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/chiteinomori/

場　所

主催者

URL

問合先

5月  6日（日）世界遺産ヴェネツィア展　
ギャラリー・トーク
講　師　宮城県美術館学芸員

宮城県美術館　2 階展示室

14:00〜

Tel 022-221-2111宮城県美術館
http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/mmoa/ja/main/

場　所

主催者

URL

問合先

5月12日（土）仙台・宮城の出版文化（1）

講　師　渡邊　慎也（出版文化史研究家）
仙台市歴史民俗資料館

13:30

▲

15:00

Tel 022-295-3956仙台市歴史民俗資料館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

場　所

主催者

URL

問合先

5月12日（土）第 41 回　小池光　短歌講座

講　師　小池　光（仙台文学館館長）
仙台文学館 80 名

13:30

▲

15:30

Tel 022-271-3020仙台文学館
http://www.sendai-lit.jp/event/event-info/258-2012.html

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

5
MAY 5月12日（土）企画展「仙台の遺跡（1）—名取川下流域

の遺跡—」関連講座
講　師　仙台市教育委員会文化財課職員

地底の森ミュージアム　研修室 60 名（中学生以上）

13:30

▲

15:30

Tel 022-246-9153地底の森ミュージアム
申込締切 4 月 28 日（土）必着

場　所

主催者

備　考

問合先

定　員

5月16日（水）国宝・大崎八幡宮『仙台・江戸学』第 6 期「世
界をみた幕末の仙台藩士—玉蟲左太夫の生涯」
講　師　山本　三郎（先人のはなを啓く会事務局長 / 玉蟲左太夫 5 代目（玄孫））

大崎八幡宮　祭儀棟 100 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-234-3606『国宝大崎八幡宮　仙台・江戸学』　実行委員会
http://www.okos.co.jp/oosaki/edogaku/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

5月17日（木）第 66 回日本栄養・食糧学会大会　
公開講座
講　師　福田　伊津子（神戸大学）他

141 ビル（仙台三越定禅寺通り館）エルパーク仙台　ギャラリーホール

13:00

▲

16:00

Tel 022-717-8799日本栄養・食糧学会
http://www.jsnfs.or.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

5月19日（土）仙台・宮城の出版文化（2）

講　師　渡邊　慎也（出版文化史研究家）
仙台市歴史民俗資料館

13:30

▲

15:00

Tel 022-295-3956仙台市歴史民俗資料館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

場　所

主催者

URL

問合先

5月19日（土）記念講演会「鹽竈神社と御遷宮」

講　師　茂木　裕樹（鹽竈神社博物館学芸員）
東北歴史博物館　3 階講堂

13:30

▲

15:00

Tel 022-368-0106東北歴史博物館
http://www.thm.pref.miyagi.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

5月19日（土）記念講演会「列島大開発時代と伊達騒動」

講　師　平川　新（東北大学教授）
仙台市博物館ホール 200 名

13:30

▲

15:00

Tel 022-225-3074仙台市博物館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/

場　所

主催者

URL

問合先

定　員

5月19日（土）【鼎談】塩野七生さんを囲んで
「瓦礫と大理石：廃墟と繁栄」
鼎談者　大野　英男・山本　雅之（東北大学教授）

勝山館

16:00〜

Tel 022-717-8181東北大学艮陵同窓会
東北大学艮陵同窓会 140 周年記念

場　所

主催者 問合先

5月25日（金）東北大学サイエンスカフェ　第 80 回：スピ
ンと半導体を使った省エネルギー集積回路
講　師　大野　英男（東北大学電気通信研究所教授）

せんだいメディアテーク　1 階オープンスクエア

18:00

▲

19:45

Tel 022-217-4977東北大学
http://cafe.tohoku.ac.jp/

場　所

主催者

URL

問合先

5月26日（土）講演会「ワイエス・コレクションと丸沼
芸術の森」
講　師　須崎　勝茂（丸沼芸術の森代表）

宮城県美術館アートホール

13:00〜

Tel 022-221-2111宮城県美術館
http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/mmoa/ja/main/

場　所

主催者

URL

問合先

5月26日（土）仙台・宮城の出版文化（3）

講　師　川村　信太郎（セル・プラン代表）
仙台市歴史民俗資料館

13:30

▲

15:00

Tel 022-295-3956仙台市歴史民俗資料館
http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/

場　所

主催者

URL

問合先

備　考


