
植物園 研究最前線植物園 研究最前線
－植物のここが面白い－

早春の植物早春の植物

日本亜熱帯の植物たち日本亜熱帯の植物たち

4月にはいっせいに野の植物が咲き始めます。この頃、植物園で
咲くカタクリやイチリンソウなどの野の花をご紹介します。

熱帯と温帯のはざまにある亜熱帯には温度、湿度の異なる様々
な環境があり、そこには様々な植物が生きています。それらの植
物について最新の研究を含めてご紹介します。

高山植物高山植物
夏山を彩る様々な高山植物。この「高嶺の花たち」がたどってき
た道や、過酷な環境での生き方などについてご紹介します。

植物の遺伝子のひみつ植物の遺伝子のひみつ
遺伝子の研究って何だろう？植物の遺伝子を調べるとどんなこと
が分かるのだろう？日頃言葉は耳にするけれどなんだか難しい
遺伝や遺伝子の仕組みを分かりやすく解説した上で、植物の遺
伝子解析の最先端の研究をご紹介します。

日本の水草はなぜそこにいるのか？日本の水草はなぜそこにいるのか？
日本は世界的にも水草が豊富です。水環境が多様で、温帯性だ
けでなく北方や南方の水草が分布するからです。最近の研究か
ら驚くような起源も明らかになってきました。様々な角度から“そ
こ”にいる理由を探ります。

なぜランは希少になったのか？なぜランは希少になったのか？
絶滅のおそれのある種がずば抜けて多いラン科。なぜこの希少
性は生まれたのか？危機から救うにはどうすればよいか？最新の
研究をご紹介します。

本物のスズムシソウ、
セイタカスズムシソウはどれか？
本物のスズムシソウ、
セイタカスズムシソウはどれか？
分類が極めて混乱していたスズムシソウの仲間ですが、遺伝子
情報を駆使した最新の研究により、実態が明らかになってきまし
た。植物の名前の問題や最新の研究手法を解説しながらご紹介
します。

企 画 展

琉球の植物

きのこ展

鳥の眼で見る自然展

コ レ ク シ ョ ン 特 別 公 開

協 力 団 体 展 示

無 料 公 開 日

-南国に生きる植物たち-

10.1〔土〕
10.10〔月・祝〕

11.5〔土〕
11.13〔日〕

12.11〔日〕
12.18〔日〕

2.11〔土・祝〕
2.26〔日〕第33回作品募集期間　9.1〔木〕～10.31〔月〕　

  4.16〔土〕　　4.24〔日〕
  4.29〔金・祝〕  　6.5〔日〕

  6.12〔日〕  　   6.19〔日〕

  4.23〔土〕
  5.4〔水・祝〕
  5.18〔水〕
 11.3〔木・祝〕

4月3日

5月14日

6月5日

7月9日

8月13日

11月20日

1月14日

果物の博物誌〈講義と観察〉
アンズ・スモモとその近縁種

－１つのテーマをじっくり学びます－
とことんセミナーとことんセミナー

「園内で見る春の植物」
「花と虫のかかわり」
「園内で見る秋の植物」
「植物の冬越し」

4月2日

5月22日
6月26日
10月30日
3月5日

4月2日
9月24日
10月29日

植物園がもっと楽しくなる日植物園がもっと楽しくなる日植物園がもっと楽しくなる日
－初めての人も！リピーターの人も！－

山の日イベント
「山の植物の話
 -ロシア・天山山脈とアルタイ山脈の植物-」

特大植物かるた大会わくわくイベント
植物の特徴を学べる特大かるたで遊びます。
【午前】11：00～11：30
【午後】15：00～15：30

8月11日

4月17日

4月23日

5月3日
5月5日
〜

◎今年より祝日として制定された山の日を記念して、山の植物に
ついてご紹介します。

※雨天中止

5.28〔土〕
6.5〔日〕

7.26〔火〕
8.7〔日〕

（全 3回の連続講座）

1回のみの参加を
ご希望の場合は
お問合せ下さい。

筑波実験植物園
平成28年度 植物園ってどんな研究をしているの？

博士の研究をじっくり楽しむ講座です。

自然観察会・自然史セミナー自然観察会・自然史セミナー

「植物園で春のきのこを観察しよう♪」

「変形菌入門講座（観察・採集の基本）」

「植物園で夏のきのこを観察しよう♪」

「植物園で秋のきのこを観察しよう♪」
「植物園で冬のきのこを観察しよう♪」

共催：日本変形菌研究会

イベントのお申込イベントのお申込

4月29日

7月3日

7月10日

10月22日
12月4日

クラフト イベントクラフト イベントつくろう！あそぼう！

【午前】10：00～12：00（受付は11：30まで）
【午後】13：30～16：00（受付は15：30まで）

自分だけのアクアリウムをつくろう
好きな器と水草を選んで自分だけのアクア
リウムを作ろう。
【午前】10：00～12：00
【午後】13：00～16：00
協力：（有）エイチ・ツー　東京コミュニケーションアート専門学校

第3土曜日はクラフトDAY

　　　天体観望　　　天体観望
－50㎝反射望遠鏡で季節の天体を観望－

植物を使って工作しよう！毎月第3土曜日開催、予約不
要のイベントです。内容は毎月変わります。

使うどんぐりは5個まで。つくってその場でエ
ントリーするどんぐりクラフトコンテストです

「温室で熱帯植物を観察しよう♪」7月16日

「ショウガの仲間の形態と観察」7月24日

自然観察会

自然史セミナー

8月4日
8月7日
〜

8月9日
8月14日
〜

協力：つくばバリアフリー学習会

5

 　のイベントは電話予約が必要です。受付はイベン
トの1ヶ月前からです。定員になり次第締め切らせて
いただきます。

つくば蘭展

夏休み植物園フェスタ



果物の博物誌〈講義と観察〉

ナツミカンとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

果物の博物誌〈講義と観察〉

モモ（実：7～8月）とその近縁種

果物の博物誌〈講義と観察〉

ニホンナシとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

果物の博物誌〈講義と観察〉

カキとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

早春の植物
◆時間/13：30～15：00　◆講師/岩科司

手話で楽しむ植物園
◆時間/13：30～15：00　
◆講師/堤千絵・永田美保　◆協力/つくばバリアフリー学習会

植物園で春のきのこを観察しよう♪
◆時間/10：00～16：00  ◆講師/細矢剛・保坂健太郎

日本亜熱帯の植物たち
◆時間/13：30～15：00  ◆講師/國府方吾郎

園内で見る春の植物
◆時間/10：00～12：00 
◆講師/二階堂春恵・福田良市（学習指導員）

高山植物
◆時間/13：30～15：00  ◆講師/村井良徳

葉っぱアート
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　  午後　 13：30～16：00（受付は15：30まで）

花と虫のかかわり
◆時間/10：00～12：00  
◆講師/鈴木成美・二階堂春恵（学習指導員）

夏野菜のスタンプしおり
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）

植物の遺伝子のひみつ
◆時間/13：30～15：00  ◆講師/奥山雄大

EventCalender 2016.4-2017.3EventCalender 2016.4-2017.3平成28年度 国立科学博物館 筑波実験植物園 催し物のご案内平成28年度 国立科学博物館 筑波実験植物園 催し物のご案内

3（日）

16（土）

17（日）

29（金・祝）

　3（火・祝）
　5（木・祝）

　4（水・祝）

7（土）

14（土）

18（水）

22（日）

23（土）

果物の博物誌〈講義と観察〉

イチジクとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

4（土）

5（日）

18（土）

26（日）

  2（土）

9（土）

3（日）

10（日） 植物園で夏のきのこを観察しよう♪
◆時間/10：00～16：00　◆講師/保坂健太郎

6（土）

7（日）
4（木）

〜

9（火）
14（日）
〜

5（土）
【開園時間】 9時～16時30分（入園は16時まで）
【問合わせ】 〒305-0005 茨城県つくば市天久保4-1-1　
　　　　　 TEL:029-851-5159 / http:www.tbg.kahaku.go.jp
【入園料】　 一般・大学生：310円(20名以上の団体は210円）
　　　　　 高校生以下・65歳以上は無料　
　　　　　 障害者手帳等をお持ちの方及びその介護者1名無料　
【休園日】　 毎週月曜日（祝日・休日の場合は開園）
　　　　　 祝日・休日の翌日（土曜・日曜日の場合は開園）
　　　　　 年末年始（12月28日～1月4日）

たねまき　　　　    
◆時間/13：30～15：30

◆講師/田中法生 　◆共催/NPO法人アクアキャンプ

オープンラボ（無料入園日）
◆時間/10：00～16：00

2（土）

無料入園日（みどりの日）

◆時間/午前　11：00～11：30  
　　　  午後　15：00～15：30

特大植物かるた大会　※雨天中止
　

◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

変形菌入門講座

観察・採集の基本
◆時間/10：00～16：00　◆講師/保坂健太郎
◆共催/日本変形菌研究会

めざせ！ベストどんぐリスト
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）

自分だけのアクアリウムをつくろう
◆時間/午前　10：00～12：00
　　　 午後　13：30～16：00
◆協力/（有）エイチ・ツー　
　　　  東京コミュニケーションアート専門学校

果物の博物誌〈講義と観察〉

クリとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

3（土）

17（土） どんぐりゴマをつくろう
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）

24（土） 開花の観察　　　　    
◆時間/13：30～15：30　◆会場/下妻市砂沼　
◆講師/田中法生 　◆共催/NPO法人アクアキャンプ

15（土） 木の実のクラフト
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）

果物の博物誌〈講義と観察〉

クルミとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

9（日）

22（土） 植物園で秋のきのこを観察しよう♪
◆時間/10：00～16：00　◆講師/保坂健太郎

29（土）
たねとり　　　　    
◆時間/13：30～15：30
◆講師/田中法生 　◆共催/NPO法人アクアキャンプ

30（日） 園内で見る秋の植物
◆時間/10：00～12：00  
◆講師/福田良市（学習指導員）

3（木・祝） 無料入園日（文化の日）

19（土）
からすうりクラフト
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）

20（日） なぜランは希少になったのか？
◆時間/13：30～15：00  ◆講師/遊川知久

17（土） まつぼっくりのクリスマスツリー
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）

果物の博物誌〈講義と観察〉

ビワとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

7（土）

14（土） 本物のスズムシソウ、
セイタカスズムシソウはどれか？
◆時間/13：30～15：00  ◆講師/堤千絵

ホオノキで福笑い
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）

果物の博物誌〈講義と観察〉

ウメとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

4（土）

18（土） 春の花でコースターをつくろう
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　  午後    13：30～16：00（受付は15：30まで）

果物の博物誌〈講義と観察〉

オウトウとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員)

4（土）

5（日） 植物の冬越し（冬）
◆時間/10：00～12：00  
◆講師/福田良市(学習指導員）

18（土） 木の実モビール
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）

4月4月

5月5月

21（土）

6月6月

7月7月

16（土）

8月8月
〜

9月9月

10月10月

11月11月

12月12月

1月1月

21（土）

2月2月

3月3月

2（土）
果物の博物誌〈講義と観察〉

ウンシュウミカンとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

10（土）

【フェノロジー基礎講座】

【野生絶滅種コシガヤホシクサを守る体験講座】

【植物園 研究最前線】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【特別セミナー】

【科学技術週間イベント】

　　　　　　　　　             【自然観察会】
        （申込先は国立科学博物館 03-5814-9888）

【フェノロジー基礎講座】

【植物園 研究最前線】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【里山の四季】

【フェノロジー基礎講座】

【植物園 研究最前線】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【里山の四季】

【フェノロジー基礎講座】

【植物園 研究最前線】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【フェノロジー基礎講座】

13（土） 日本の水草はなぜそこにいるのか？
◆時間/13：30～15：00  ◆講師/田中法生

【植物園 研究最前線】

【フェノロジー基礎講座】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【野生絶滅種コシガヤホシクサを守る体験講座】

【フェノロジー基礎講座】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【里山の四季】

【フェノロジー基礎講座】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【植物園 研究最前線】

【フェノロジー基礎講座】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【フェノロジー基礎講座】

【植物園 研究最前線】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【フェノロジー基礎講座】

【第3土曜日はクラフトDAY】

【フェノロジー基礎講座】

【里山の四季】

【第3土曜日はクラフトDAY】

無料入園日（国際博物館の日）

　　　　　　　　　       【自然史セミナー】
      （申込先は国立科学博物館 03-5814-9888）

　　　　　　　　　             【自然観察会】
    （申込先は国立科学博物館 03-5814-9888）

山の植物の話　
ロシア・天山山脈とアルタイ山脈の植物
◆時間/13：30～15：00　◆講師/岩科司

11（木・祝）
【特別セミナー】

　　　　　　　　　             【自然観察会】
        （申込先は国立科学博物館 03-5814-9888）

【野生絶滅種コシガヤホシクサを守る体験講座】

ご 利 用 の ご 案 内ご 利 用 の ご 案 内

4（日） 植物園で冬のきのこを観察しよう♪
◆時間/10：00～16：00　◆講師/保坂健太郎

　　　　　　　　　           【自然観察会】
（申込先は国立科学博物館 03-5814-9888）

16（土） 温室で熱帯植物を観察しよう♪
◆時間/13：00～15：00　◆講師/田中伸幸

　　　　　　　　　       　   【自然観察会】
      （申込先は国立科学博物館 03-5814-9888）

24（日） ショウガの仲間の形態と観察
◆時間/13：00～15：00　◆講師/田中伸幸

　　　　　　　　　       【自然史セミナー】
      （申込先は国立科学博物館 03-5814-9888）

果物の博物誌〈講義と観察〉

アンズ・スモモとその近縁種
◆時間/13：00～15：30　◆講師/八田洋章（名誉研究員）

たたき染めハガキ
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　  午後　 13：30～16：00（受付は15：30まで）

しおりをつくろう
◆時間/午前　10：00～12：00（受付は11：30まで） 
　　　 午後　13：30～16：00（受付は15：30まで）
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