
平成30年度　東京シニア自然大学　日程表

講座数コマ数 日程 月 講座 場所 講師 所属

H30 /4/6AM 4月 開校式・ガイダンス エコギャラリー新宿 事務局 （公社）日本環境教育フォーラム

１ 1 H30 /4/6PM 4月 自然と社会　～ﾚｲﾁｪﾙ･ｶｰｿﾝの遺言～ エコギャラリー新宿 上遠 恵子 レイチェル・カーソン日本協会　会長

２ 1 H30 /4/20AM 4月 シニアを愉しむ1例～56歳からの山歩き～ エコギャラリー新宿 中道　宏 Seneca21St管理者 農学博士

３ 1 H30 /4/20PM 4月 歩き方入門(高尾山登山準備講座） エコギャラリー新宿 山口 章
NPO法人アウトドアライフデザイン開発機
構代表理事･事務局長

４ 2 H30 /5/11 5月 里山歩き 高尾山 山口 章
NPO法人アウトドアライフデザイン開発機
構代表理事･事務局長

５ 2 H30 /5/18 5月 植物学入門 新宿御苑 片山 舒康 東京学芸大学　名誉教授

６ 2 H30 /5/25 5月 昆虫学入門 新宿御苑 北野　日出男 東京学芸大学　名誉教授

７ 2 H30 /6/01 6月 東京湾の海辺体験 葛西海浜公園　西なぎさ 海野 義明
NPO法人オーシャンファミリー海洋自然体験セン
ター　代表理事

８ 2 H30 /6/15 6月 キャンプの基礎知識 川崎市黒川野外学習センター 野口 透 川崎市黒川青少年野外活動センター所長

９ 1 延期 6月
自分の体、わかってますか？
楽しみながら体力チェック

国立オリンピック記念青少年
総合センター（小体育室） 河原塚 達樹 (公財)日本レクリエーション協会 常務理事

１０ 1 H30 /6/29PM 6月 日本の山はなぜ美しいのか
国立オリンピック記念青少年
総合センター（研修室）

小泉 武栄 東京学芸大学　名誉教授

１１ 2 H30 /7/6 7月 自然体験活動における応急救護 エコギャラリー新宿 佐藤 繁一 NPO法人国際自然大学校　事務局長

12 2 H30 /7/27 7月
川の生き物の魅力を知ろう！孫に伝える安全
な川遊び

高尾近郊の川辺（仮） 木村　幸一郎 ナチュラリスト・東京都鳥獣保護管理員

予備日
H30　/8/3

同上 〃 〃 〃

13 1 H30 /8/31AM 8月 ふりかえりセッション エコギャラリー新宿 川嶋　直
（公社）日本環境教育フォーラム
理事長

14 1 H30 /8/31PM 8月 震災復興と環境教育 エコギャラリー新宿 佐々木豊志
青森大学総合経営学部　教授
(一社）くりこま高原自然学校　代表理事

15 1 H30 /9/7AM 9月 気象入門
国立オリンピック記念青少年
総合センター（研修室）

近野　好文 (一財)日本気象協会調査役、気象予報士

16 1 H30 /9/7PM 9月 トレッキング時の危機管理
国立オリンピック記念青少年
総合センター（研修室）

武川　俊二 (公社)日本山岳ガイド協会　常務理事

17 2 H30 /9/14 9月
地形・地質・自然史が支える植生の多様性
「伝通院と小石川植物園」

都内 小泉 武栄 東京学芸大学　名誉教授

18 2 H30 /10/19 10月
体が喜ぶ、心も元気　アクティブ・シニアに
なれる楽しいスポレク

武蔵国分寺公園 河原塚 達樹 (公財)日本レクリエーション協会　常務理事

予備日
H30　10/26

同上 〃 〃 〃

19 2 H30 /11/9 11月 宇宙のなぞ・天体入門 かわさき宙と緑の科学館 国司 真
かわさき宙と緑の科学館 自然・科学・天文担当
職員　　　 元･全国こども電話相談室相談員

20 1
H30
/11/16AM

11月 自然と哲学　　【公開講座】
新宿御苑レクチャー　　ルー
ム

加藤　尚武 京都大学　名誉教授

21 1
H30
/11/16PM

11月 日本の火山概論【公開講座】
新宿御苑レクチャー　　ルー
ム

荒牧　重雄 東京大学　名誉教授

22 2 H30 /11/30 11月 地球史の調べ方入門
かわさき宙と緑の科学館/
生田緑地

内野 哲
日本地質学会会員 元･神奈川県立元石川高等学
校長　　元・神奈川地学会会長

予備日
H30 /12/14

同上 〃 〃 〃

23 1 H30/12/7AM 12月 生物多様性に配慮した庭づくり・まちづくり
日能研恵比寿ビル（みくに出
版）セミナールーム

小河原　孝生 （株）生態計画研究所　代表取締役所長

24 1 H30/12/7PM 12月
自然保護の歴史と、
移り変わってきた目的・目標

日能研恵比寿ビル（みくに出
版）セミナールーム

横山 隆一　 (公財)日本自然保護協会　参事

25 2 H30 /12/21 12月 日本人の暮らしと自然（クラフト制作） 川崎市黒川野外学習センター 鹿熊 勤
NPO法人日本エコツーリズムセンター　理
事

26 1 H31/1/11AM 1月 人と環境に関する放射線防護
日能研恵比寿ビル（みくに出
版）セミナールーム

飯本 武志 東京大学環境安全本部　教授

27 1 H31/1/18PM 1月 絶滅危惧種オキノタユウの保全と無人島生活
日能研恵比寿ビル（みくに出
版）セミナールーム

長谷川 博 東邦大学　名誉教授

28 1 H31/1/25AM 1月 日本の自然環境政策
日能研恵比寿ビル（みくに出
版）セミナールーム

渡辺　綱男 (一財)自然環境研究センター上級研究員

29 1 H31/2/1AM 2月 人と動物の関係論 エコギャラリー新宿 林 良博 (独)国立科学博物館　館長

30 2 H31 /2/8 2月 都心に息づく命の再発見①
東京港野鳥公園もしくは林試
の森公園

安西 英明 (公財)日本野鳥の会理事・主席研究員

”９” H31 /2/15AM 2月
自分の体、わかってますか？
楽しみながら体力チェック

国立オリンピック記念青少年総
合センター（小体育室）

河原塚 達樹 (公財)日本レクリエーション協会 常務理事

31 2 H31 /3/1 3月 自然体験活動の企画に挑戦 川崎市黒川野外学習センター 佐藤 初雄
NPO法人自然体験活動推進協議会
代表理事

45 H31/3/15ＡＭ 3月 終了式 事務局 （公社）日本環境教育フォーラム

※　11月９日「宇宙のなぞ・天体入門」講座は、１４:００～１８：００を予定しています。 水色/座学＋野外学習もしくはワーク

8月17日更新

※　講座の内容・講師・場所等については、運営上の都合により変更をすることがあります。 黄色/座学
※　講座は１コマが２時間、午前・午後で行う際には間に１時間の昼食時間をとります。 緑/野外


