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依頼講演等 

 

1995 年 

横浜植物会 6 月例会「神奈川のブナ林は今」 横浜植物会 神奈川県立生命の星・地

球博物館講義室 

理科テーマ別公開講座「真鶴半島と箱根の植生」 神奈川県教育センター 真鶴・箱根

方面 

みどりの研修会「緑の成り立ち」 (財)かながわトラストみどり財団県央地区推進協議会 

神奈川県立生命の星・地球博物館講義室 

1996 年 

相模川の環境を考える「相模川流域の植物生態」 立川市公民館 立川市中央公民館 

自然を楽しんでみよう（Ⅰ）「雑木林」 サンライフ横浜 サンライフ横浜 

自然を楽しんでみよう（Ⅰ）「水辺環境」 サンライフ横浜  サンライフ横浜 

相模川カッパ大学「相模川の植物」市民ネットワーキング相模川 海老名市中央公民

館 

理科テーマ別研修講座「真鶴半島と箱根の植生」 神奈川県教育センター 真鶴・箱根

方面 

横浜国立大学社会教育主事講習「神奈川県立生命の星・地球博物館におけるボラン

ティア活動」 神奈川県教育委員会生涯学習課 神奈川県立生命の星・地球博

物館会議室 

理科教育研修コース「神奈川の植物と植物群落」 川崎市総合教育センター 川崎市総

合教育センター研修室 

鎌倉市生涯学習推進員第 1 回研修会「神奈川の植物群落について」 鎌倉市教育委

員会生涯学習課  生命の星・地球博物館講義室 

1997 年 

神奈川県教育研究所連盟研究協議会特別部会「身近な自然環境を考える」 神奈川

県教育研究所連盟 生命の星・地球博物館講義室 

生涯学習ボランティア活動推進研修会「神奈川県立生命の星・地球博物館の博物館

ボランティアの受け入れについて」 神奈川県教育委員会・生涯学習ボランテ

ィア活動推進委員会 神奈川県立歴史博物館講義室 

理科テーマ別研修講座 「真鶴半島と箱根の植生」 神奈川県教育センター 真鶴・箱根

方面 



中学校理科野外観察実習オリエンテーション「箱根仙石原の植生観察のポイント」 横

浜市教育センター 横浜市教育センター 

地球ファミリー環境議会 「森について」 小田原市環境総務課 生命の星・地球博物館

講義室・小田原市入生田 

神奈川県自然公園指導員研修会 「箱根の植物群落」 箱根自然公園管理事務所 神

奈川県立生命の星・地球博物館講義室 

教育教養研修講座 「自然と子ども―身近な自然環境を考える―」 座間市教育研究所  

座間市役所 

1998 年 

第 4 次自然環境調査報告会 「川崎南部の植生」 川崎市青少年科学館 川崎市青少

年科学館 田中徳久 

理科テーマ別公開講座 「箱根の自然」 神奈川県教育センター 箱根 

足柄上郡・南足柄市教育研究講座 「植物と環境」 足柄上郡・南足柄市教育研究会  

山北町立三保中学校・西丹沢西沢渓谷 

1999 年 

JISE 研究会 「ニュージーランドの植物相と植生の概要」 （財）国際生態学センター

（財）国際生態学センター 

2000 年 

（財）神奈川県ふれあい教育振興協会職員研修会 「神奈川の森と林―その生態と環

境―」 （財）神奈川県ふれあい教育振興協会 三浦ふれあいの村 

野外を歩こう～小田原の植物を学ぶ～ 「小田原の森」 小田原市中央公民館 小田原

市中央公民館  

2001 年 

横浜植物会例会 「ハワイの植物観察旅行」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

ふれあい指導者研修 1 入門編「海」 「神奈川の森について」 （財）神奈川県ふれあい

教育振興協会三浦ふれあいの村  三浦ふれあいの村 

かながわオープン・カレッジ「魅力ある神奈川の自然と動物」 箱根火山の植物群落 神

奈川県教育委員会 神奈川県生涯学習情報センター 

2002 年 

横浜植物会例会 「西オーストラリアの植物」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

2003年 

神奈川県植物誌調査会湘南ブロック例会 「植生の見方入門」 神奈川県植物誌調査

会湘南ブロック 平塚市博物館 

平成15年度雑草防除・生育調節剤研究会 「神奈川県における帰化植物」 関東東山

地域雑草防除協議会  県立生命の星・地球博物館 

横浜植物会例会 「2003年の植物界の話題」 横浜植物会  横浜市こども植物園 

2004 年 

「箱根の植物」 箱根コミュニティ・カレッジ  県立生命の星・地球博物館 

市民による里山保全のシステムづくり 「森の成り立ちを知る」 NPO法人よこはま里山研



究所NORA コミュニティーセンター桜ヶ丘会館 

箱根農学校 「神奈川の森―その現状と未来―」 箱根一円塾 神奈川県立生命星・地

球博物館 

里山のスキルアップ研修 「森を読む  第 1 回 森林の構造」 よこはま里山研究所  新治

市民の森 

里山のスキルアップ研修 「森を読む 第 2 回 里山という景観」 よこはま里山研究所  新

治市民の森 

都筑中央公園里山講座「里山の植物再生を考える－植物群落の見方－」 里山倶楽

部 都筑中央公園 

横浜植物会例会 「2003 年の植物界の話題」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

2005 年 

教養講座 変わりゆく丹沢の森 鎌倉教養センター 鎌倉教養センター 

横浜植物会例会 香格里拉地方の植物－横浜植物会雲南紀行－ 横浜植物会 横浜

市こども植物園 

里山のスキルアップ研修「森を読む」 よこはま里山研究所   横浜自然観察の森・円海

山 

東海シニア自然大学 「箱根の植物」 NPO 法人 エコワークス  神奈川県立生命の星・

地球博物館講義室 

横浜植物会例会「2004 年の植物界の話題」 横浜植物会  横浜市こども植物園 

2006 年 

横浜植物会例会「カナディアン・ロッキーの植物」  横浜植物会 横浜市こども植物園 

緑陰講座「神奈川の植物分布」 植物観察同好会 神奈川県立生命の星・地球博物館

講義室 

「丹沢の植物」 自修館中学校 神奈川県立生命の星・地球博物館講義室 

「丹沢の植物」 不二聖心女子学院  神奈川県立生命の星・地球博物館講義室 

サマープログラム「博物館のウラ側探訪」 神奈川県立外語短大付属高等学校 神奈川

県立生命の星・地球博物館内 

横浜植物会例会「2005 年の植物界の話題」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

2007 年 

横浜植物会例会 「済州島ハルラ山 3 泊 4 日の旅」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

横浜植物会例会 「マレーシア ランカウイ島の自然と･･･」 横浜植物会 横浜市こども植

物園 

えのきの会研修会「くずは真鶴半島の自然－植物と植生について－」 秦野市公園み

どり課 くずはの家研修室 

若葉台再発見「雑木林の自然－植物群落の見方－」横浜市若葉台地域ケアプラザ 

横浜市若葉台地域ケアプラザ多目的ホールおよび大貫台公園 

サマープログラム「博物館のウラ側探訪」 神奈川県立外語短大付属高等学校 神奈川

県立生命の星・地球博物館内 

夢見ヶ崎小学校研修会 「神奈川県の植物相の特徴」神奈川県立生命の星・地球博物

館講義室 

横浜植物会例会「2007 年の植物界の話題」 横浜植物会 横浜市こども植物園 



横浜植物会例会「神奈川県の帰化植物」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

2008 年 

神奈川県自然保護協会勉強会 「神奈川県のレッドデータ植物」 神奈川県自然保護

協会 神奈川県県民センター 

第５回鶴見大学 SEE 学術講演会「神奈川県の絶滅危倶植物」 鶴見大学 SEE 鶴見大

学 

横浜植物会 100 周年記念事業 植物講座第 1 回「植物の科の仲間分け、今昔」横浜市

こども植物園 

横浜植物会 100 周年記念事業植物講座第 4 回「レッドデータ植物の話」 横浜植物会

 横浜市こども植物園 

「標本収集の意義とその活用」 せたがや野川の会 神奈川県立生命の星・地球博物館

講義室 

館内視察 全国中学校理科教育研究会 OB 会 神奈川県立生命の星・地球博物館講

義室 

自然観察指導法「 植物群落の見方・捉え方」 神奈川県高等学校教科研究会理科部

会神奈川県立生命の星・地球博物館講義室 

博物館の機能と標本の役割 千葉大学 神奈川県立生命の星・地球博物館会議室 

横浜植物会 100 周年記念事業植物講座第 4 回「レッドデータ植物の話」 横浜植物会 

横浜市こども植物園 

横浜植物会例会「2008 年の植物界の話題」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

2009 年 

横浜植物会例会「台湾の植物」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

第 806 回研究会（バックヤード見学） 牧野植物同好会 神奈川県立生命の星・地球博

物館 

横浜植物会 100 周年記念事業植物講座第 10 回「植物分類の基礎」 横浜植物会 横

浜市こども植物園 

シンポジウム谷戸のくらし野外ミュージアム「市民協働と博物館の視点」 谷戸のくらし

野外ミュージアム 横浜開国博Ｙ150 ヒルサイド会場 

青葉区ハマロード・サポーター交流会「特定外来生物（植物）について」 青葉土木事

務所 青葉土木事務所 

横浜植物会例会「2009 年の植物界の話題」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

2010 年 

横浜の森の恵み教室「横浜の森－現在の姿を知る－」 横浜市環境創造局 市民活動

支援センター 

神奈川県植物誌調査会総会「熱海市岩戸山の植物相と伊豆半島産植物のデータベ

ース」 神奈川県植物誌調査会 神奈川県立生命の星・地球博物館講義室 

神奈川県国立公園協会総会「箱根の植物について」神奈川県国立公園協会 箱根町

役場 

田中徳久 第 15 回自然史標本データ整備事業による標本情報の発信に関する研究

会「神奈川県立博物館生命の星・地球博物館における標本データベース化



の現状と課題」国立科学博物館・西日本自然史系博物館ネットワーク 国立科

学博物館 

エコキッズ探検隊 2010「君たちの手が創る、寄木細工と気になる木―気になる木のお

話― 」社団法人日本クラフトデザイン協会 エコッチェリア 

初任者研修講座「博 物 館 の 役 割」「教材活用と授業の工夫Ⅱ（生物） 身近な植物

の分類と同定・植物標本の実際」神奈川県立教育センター神奈川県立生命

の星・地球博物館実習実験室 

JICA 研修「Arrangment and Use of specimens」 （財）地球環境戦略研究機関国際生態

学センター神奈川県立生命の星・地球博物館会議室ほか 

第 94 回サロン・ド・小田原「日本最初の植物同好会、横浜植物会の果たした役割」 神

奈川県立生命の星・地球博物館講義室 

横浜植物会例会「2009 年の植物界の話題」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

2011 年 

変わりゆく湘南の自然「標本データに見る植物の分布」 茅ヶ崎市立香川公民館 茅ヶ

崎市立香川公民館 

初任者研修講座授業力向上高等学校（理科）「博物館の役割」「身近な植物の分類と

同定」「植物標本の実際」県立総合教育センター  生命の星・地球博物館会

議室 

ＪＩＣＡ研修「Activities of the KPM」・「Arrangement of specimens」 （財）IGES 国際生態

学センター神奈川県立生命の星・地球博物館会議室ほか 

横浜植物会例会「2011 年の植物界の話題」 横浜植物会 横浜市こども植物園 

2012 年 

平成 24 年度茅ヶ崎の自然しらべ隊「植物調査の基礎知識」 茅ヶ崎市 都市部景観み

どり課 茅ヶ崎市役所分庁舎会議室 

熱海市民大学講座 伊豆・熱海の自然学 「岩戸山の植生と植物」 熱海市教育委員会

生涯学習課 熱海市いきいきプラザ６階視聴覚室 

JICA 研修「Activities of the KPM」・「Arrangement of specimens」（財）IGES 国際生態

学センター 神奈川県立生命の星・地球博物館会議室 

横浜植物会例会「2012 年の植物界の話題」横浜植物会 横浜市こども植物園 

2013 年 

植物講演会「植物にも社会がある？厚木の植物を探る」 厚木市教育委員会 厚木市

郷土資料館 

横浜植物会例会「2013 年の植物界の話題」横浜植物会 横浜市こども植物園 

横浜植物会例会「古瀬標本を訪ねて三千里」横浜植物会 横浜市こども植物園 

2014 年 

やまと市民大学講座「相模野大地の植物」大和市生涯学習センター大和市生涯学習

センター 

やまと市民大学講座「相模野台地の植物群落」大和市生涯学習センター大和市生涯



学習センター 

横浜植物会例会「2014 年の植物界の話題」横浜植物会 横浜市こども植物園 

横浜植物会例会「サヴァチェの採集した神奈川県産の植物標本」横浜植物会 横浜市

こども植物園 

2015 年 

川崎学 自然Ⅱ 川崎の多様な自然「侵入してきた外来生物」 NPO法人かわさき市民ア

カデミー 川崎市生涯学習プラザ 

伊東自然歴史案内人養成講座「伊豆の植物」 伊東市観光課 生命の星・地球博物館

講義室 

伊勢原の自然に関する研究部会「神奈川（伊勢原）の植物、植物写真の撮り方」 伊勢

原市教育委員会 伊勢原市青少年センター 

湘南グリーンコネクション 2015「神奈川の帰化植物～湘南地域の事情～ （公財）かな

がわトラストみどり財団湘南地区推進協議会 寒川町町民センター 

第２回自然観察指導技術研修会「里山の植物群落の観方」 県自然環境保全センター 

自然環境保全センター 

横浜植物会 12 月例会「2015 年植物界の話題」横浜植物会 横浜市こども植物園 

第６回馬車道サイエンスカフェ「あなたの周りの草花、このごろ変わってきていません

か？ー近年の神奈川県における植物の変化についてー」NPO 法人薬剤師と

地域薬局活動ネットワーク 馬車道十番館 

2016 年 

事前学習「生物多様性を考えるー神奈川県の植物相からー」横浜女学院中学校 

有毒植物等に関する知識と技術の向上を図る研修会「食べられる植物に似ている食

べられない植物」川崎市健康安全研究所 JA セレサみなみビル 

横浜植物会 12 月例会「2016 年植物界の話題」横浜植物会 横浜市こども植物園 

平成 28 年総会記念講演「標本データベースを活用した神奈川県の地域植物相の特

徴と多様性」植物社会学研究会 東京農業大学 

未来の夢講座「博物館の役割と学芸員の仕事」大磯高校 神奈川県立生命の星・地球

博物館 

2017 年 

NPO 法人神奈川県自然保護協会総会 講演「かながわの帰化植物事情」 NPO 法

人神奈川県自然保護協会 田中徳久 神奈川県民センター 

「地域の植物相調査と標本データの活用」 公益財団法人地球環境戦略研究機構国

際生態学センター 田中徳久 横浜情報文化センター 

横浜植物会 12 月例会「2017 年植物界の話題」 横浜植物会 田中徳久 横浜市こども

植物園 

横浜植物会 1 月例会「やさしい APG 分類体系」 横浜植物会 田中徳久 横浜市こども

植物園 

地域の植物を調べ、まとめる (公財)地球環境戦略研究機関国際生態学センター 田

中徳久 IGES 東京サスティナビリティフォーラム 

 

 



自然観察会講師等 

1996 年 

自然を楽しんでみよう（Ⅰ）「舞岡公園探訪」 サンライフ横浜 舞岡ふるさと村 

自然を楽しんでみよう（Ⅰ）「横浜自然観察の森探訪」 サンライフ横浜  横浜自然観察

の森 

地球ファミリー環境議会「森林の垂直分布」小田原市環境総務課  生命の星・地球博

物館講義室・小田原市入生田 

朝日グリーンセミナー 財団法人森林文化協会・朝日新聞社  箱根浅間山 

自然を楽しんでみよう（Ⅱ）「 舞岡公園」 サンライフ横浜  舞岡ふるさと村 

自然を楽しんでみよう（Ⅱ）「八菅山山麓」 サンライフ横浜  愛川町八菅山 

1998 年 

有隣堂カルチャークラブ 「天城の森－富士・箱根・伊豆の森を往く－」 有隣堂生涯学

習部  静岡県天城山 

相模湖・城山自然体験教室 「植物ウォッチング」 相模湖町総務部企画財政課 相模湖

町顕鏡寺周辺 

1999 年 

里山さんぽ「里山の植物を考える」 荒井沢緑栄塾楽農とんぼの会 荒井沢市民の森 

有隣堂カルチャークラブ 「里山の自然を観る」 有隣堂生涯学習部秦野市弘法山 

2000 年 

野外を歩こう～小田原の植物を学ぶ～ 「小田原の森」 小田原市中央公民館 小田原

市入生田（長興山周辺） 

2003 年 

神奈川県植物誌調査会湘南ブロック例会 「海岸の植物群落観察会」 神奈川県植物

誌調査会湘南ブロック 大磯海岸 

2006 年 

定例観察会「荒崎から和田長浜海岸へ」 植物観察同好会 横須賀市荒崎～三浦市和

田長浜海岸 

自然に親しむ運動「箱根仙石原に秋草を訪ねて」  箱根町 箱根湖尻～仙石原 

2007 年 

定例観察会 秦野震生湖から頭高山 植物観察同好会 秦野市震生湖～頭高山 

定例観察会 伊豆城ヶ崎海岸 植物観察同好会 静岡県伊東市城ヶ崎海岸 

2008 年 

定例観察会「春の芦ノ湖東岸」 植物観察同好会 芦ノ湖東岸（箱根園～湖尻） 

定例観察会「函南の原生林を歩く」 植物観察同好会 静岡県函南町函南原生林 

定例観察会「横須賀のマネキグサ」 植物観察同好会 横須賀市田浦緑地・二子山 

2011 年 



定例観察会「雨崎～剱崎の植物」 植物観察同好会 三浦市雨崎～剱崎 

2013 年 

海のミュージアム「冬の『お林』ネイチャーウォーク」 真鶴町立遠藤貝類博物館 真鶴町 

2014 年 

やまと市民大学講座「相模野台地の植物と植物群落」大和市生涯学習センター 大和

市泉の森 

2015 年 

川崎学 自然Ⅱ 川崎の多様な自然「多摩川の河口域における観察」 NPO 法人かわさ

き市民アカデミー 多摩川河口域 

 


