
ナチュラリスト入門講座
身近な里山で野生動物のフィールドサインを探そう！

足跡や食痕・フンなどを観察し、野生動物の生態や暮らしぶりを学び、
人と自然を考える講座です♪ ＯＢは各地で活躍！

２０１８年

９月２９日（土）

●オリエンテーション
目的・内容の説明

●大阪の哺乳動物
身近にいる！？哺乳動物あれこれ

１０月６日（土）

●フィールドワーク 豊能町・青貝山
みんなで見つけよう！

１０月２７〜２８日（土日）

●フィールドワーク 能勢・剣尾山山麓
野生動物がいる世界〜秋編(玉泉寺YH泊予定)
北摂でシカの声を聞こう♪

●大阪の里山とシカ
里山って何？ 大阪のシカの事情

１１月１７日（土）

●フィールドワーク 泉南市・畦の谷

大阪府南部の原風景を観る！

１２月１日（土）

●フィールドワーク 池田市・五月山
町の近くにいきものが一杯！

〜２０１９年

１２〜１月（日程調整中）♣公開講座
●フィールドワーク 奈良公園

シカとムササビとヒト・・
いにしえから今を探る！

１月８日（火） ♣公開講座

●野生動物と人との関係
賢明な棲み分けにむけて

※最新情報はHPにて随時更新！

※室内‥18：30～20：50 ( 9月29日：13:00～ ) 大阪市立西区民センター ( 大阪メトロ・西長堀駅 )

２月２日（土）

●フィールドワーク 箕面市・鉢伏山

冬の山を探索‥

２月１９ 日（火） ♣公開講座

●古今ケモノ噺
野生動物とヒトとの関わりの文化

３月２３日（土）

●野生動物の食生活
動物たちの落し物からわかること

フン分析実習！ (大阪市立自然史博物館)

３月２８日（木） ♣公開講座

●最新シカ報告 ●修了式

4月 ●第３７回 里山一斉調査

13コース(府内12、和歌山1)に参加！

♣公開講座・・テーマは「野生ほ乳動物とヒト」

１月８日（火）野生動物と人との関係
高柳 敦さん 京都大学/かもしかの会関西代表

日程調整中 奈良公園
立澤 史郎さん 北海道大学/かもしかの会関西前代表

２月１９日（火）古今ケモノ噺
早川 篤さん 天王寺動物園

３月２８日（木）最新シカ報告
幸田 良介さん 大阪府立環境農林水産総合研究所

●室内800円/一人・野外800円/一家族

● 定 員 ３０名（先着順・満１８才以上の方）
● 受講料 12000円（宿泊費・交通費は別）
● 申込み ＜住所・氏名・年齢・性別・電話番号・会員か否か＞ご記入の上、

はがき、FAX、Ｅメールいずれかで下記までお申し込みください
● 問い合わせ

〒530-0041大阪市北区天神橋1-9-13ハイム天神橋202
公益社団法人 大阪自然環境保全協会 ＮＯＢ・ＢＯＸ行

TEL 06-6242-8720 / FAX 06-6881-8103
E-mail NOB@nature.or.jp

野外は
雨天決行♪



日程調整中 午後〜⽇没頃（詳細未定）
フィールドワーク 奈良公園・・奈良のシカとムササビとヒト 

立澤 史郎さん 北海道大学 / かもしかの会関西前代表

関西が世界に誇る（！？）"the deer park" 奈良公園。

闊歩する約千頭のシカたちは，はたして野生動物？それともペット？
歴史と生態の両面からシカと人の千年史をたどり，
その勢いで闇に浮かぶムササビも探索します。

２０１８年度 ４３期ナチュラリスト入門講座

公 開 講 座

年 ⽉ ⽇
第４３期 ナチュラリスト入門講座 申し込み

・⽒ 名
・住 所 〒
・年 齢 ・性 別
・電 話
・E-mail
・会 員 □である □でない ・過去に講座を受講したことが □ある □ない
・公開講座のみ申し込み □（ ）

３月２８日（木） １９:００〜 (⼤阪⾃然環境保全協会事務所)
 最新シカ報告

幸田 良介さん 大阪府立環境農林水産総合研究所
大阪府のシカと森林の最新情報をモニタリング調査の結果などから

紹介します。トッピックスも満載！

１月８日（火） １８：３０〜
 野生動物と人との関係・・賢明な棲み分けにむけて

高柳 敦さん 京都大学 / かもしかの会関西代表

各地で様々な野生動物と人との軋轢が起きています。
私たちは野生動物の価値をどう捉え、何をすべきなのでしょうか？
野生動物保護の歴史と事例から、賢明な棲み分けの道を考えます。

２月１９日（火） １８：３０〜
 古今ケモノ噺・・野生動物とヒトとの関わりの文化

早川 篤さん 天王寺動物園 / 前保全協会理事

いにしえより野生動物と人との関わりから形作られてきた私たちの
動物観や自然観。古今の様々な事例からじっくり見つめてみます。

今昔画図続百鬼

M.N.



３月２１日（木・祝） １３：３０〜
フィールドワーク 奈良公園・・奈良のシカとムササビとヒト 

⽴澤 史郎さん 北海道⼤学 / かもしかの会関⻄前代表
関⻄が世界に誇る（！？）"the deer park" 奈良公園。
闊歩する約千頭のシカたちは，はたして野⽣動物？それともペット？
歴史と⽣態の両⾯からシカと⼈の千年史をたどり，
途中⿅愛護会のお話を聞き、
その勢いで闇に浮かぶムササビも探索します。

２０１８年度 43 期ナチュラリスト入門講座

公 開 講 座

３月２８日（木） １９：００〜
 最新シカ報告

幸⽥ 良介さん ⼤阪府⽴環境農林⽔産総合研究所
⼤阪府のシカと森林の最新情報をモニタリング調査の結果などから
紹介します。トッピックスも満載！

１月８日（火） １８：３０〜
 野生動物と人との関係・・賢明な棲み分けにむけて

⾼柳 敦さん 京都⼤学 / かもしかの会関⻄代表
各地で様々な野⽣動物と⼈との軋轢が起きています。
私たちは野⽣動物の価値をどう捉え、何をすべきなのでしょうか？
野⽣動物保護の歴史と事例から、賢明な棲み分けの道を考えます。

２月１９日（火） １８：３０〜
 古今ケモノ噺・・野生動物とヒトとの関わりの文化

早川 篤さん 天王寺動物園 / 前保全協会理事
いにしえより野⽣動物と⼈との関わりから形作られてきた私たちの
動物観や⾃然観。古今の様々な事例からじっくり⾒つめてみます。

今昔画図続百鬼

M.N.

主催：公益社団法人 大阪自然環境保全協会



年 ⽉ ⽇

第４３期 ナチュラリスト入門講座公開講座 申し込み
・講座名
・⽒ 名
・住 所 〒
・年 齢 ・性 別
・電 話
・E-mail
・会 員 □である □でない ・過去に講座を受講したことが □ある □ない

●１月８日、２月１９日
・時 間：１８：３０～２０：５０
・会 場：大阪市立西区民センター ２階 第３会議室

⼤阪メトロ 千⽇前線「⻄⻑堀」７番出⼝ 北100m
⼤阪メトロ 鶴⾒緑地線「⻄⻑堀」３番出⼝ 南100m

●３月２１日
・集 合：近鉄奈良駅改札前１３：３０

南⼤⾨１７：３０頃
・・解散はムササビ次第

・持ち物：筆記具、飲み物、⾏動⾷など。
あれば双眼鏡、ライト。
⽇が落ちると冷えます！暖かい服装で。

●３月２８日
・時 間：1９：００～２０：３０
・会 場：公益社団法⼈⼤阪⾃然環境保全協会

JR東⻄線「⼤阪天満宮」JR③出⼝より歩約７分
⼤阪メトロ⾕町線・堺筋線「南森町」駅③、④-B番出⼝

より徒歩約８分

●受講料  ８００円（奈良公園は⼀家族８００円）
●申込み ＜住所・氏名・年齢・性別・電話番号

・会員か否か＞ご記入の上、
はがき、FAX、Ｅメールいずれかで
下記までお申し込みください

●問い合わせ
 〒530-0041大阪市北区天神橋1-9-13ハイム天神橋202
 公益社団法人大阪自然環境保全協会ＮＯＢ・ＢＯＸ行

TEL 06-6242-8720 / FAX 06-6881-8103
E-mail NOB@nature.or.jp


