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トップページ | 違反者講習 »

2010年2月 7日 (日)

ダイヤルアップ

調査などで田舎の宿に泊まったりすると、当然ながらネット環境など期待ができない。しかし、ときどき急ぎの

連絡が入っていて、タイミングを逃すことがある。

少しでも解決すべく検討してみた結果、USBで電話モジュラーケーブルを接続し、ダイヤルアップによってイン

ターネット接続を復活してみることにした。そういえば、niftyのIDは残したままで、毎月けっこうな額を支払って

いる。

↓購入したもの

http://www.iodata.jp/product/mobile/serial/usb-pm560er/

速度は56k。遅いけど、場所によっては、無いよりマシなはずである。FAXも送受信できるようだ。

ついでに、niftyでブログが無料で可能というので、立ちあげてみた。

2010年2月 7日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

トップページ | 違反者講習 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

どうも。

PCMCIA版の56kモデムもついでにいかが？

もしくはFOMAモデム(P2402、64kbps)もありますよ。

http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/16557.html

FOMA chipがあればつながります。

投稿: katsumi | 2010年2月 9日 (火) 00時07分

これって、パソコンとケータイをつないでデータ通信ができるの？　ケータイでやるのは無理と思ってました。こういうの探していたの

ですが、出ているんですね。ケータイの契約状態なんかにもよると思うので、ちょっと調べてみます（実はよく把握してないの

だ・・・）。

投稿: 48K | 2010年2月 9日 (火) 05時48分

これのカード自身が携帯電話機能をもったものでした。

解約したので、FOMAチップは返しました。

48Kさんの携帯がドコモなら、そこからFOMAチップをはずして

カードに装着すれば通信が可能です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/FOMAカード

それでNiftyのアクセスポイントにつなげばいけると思います。

試しにつかってみては？

会社から貸与されているカードがあるので、あげますよ。

投稿: katsumi | 2010年2月10日 (水) 00時01分
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いっぺんやってみたいです。でも、貸与されているものをもらってもいいのかなあ。

とりあえず、次回の「お花見会」のときに拝見？？？？

そんな予定、あるんかえ？

投稿: 48K | 2010年2月10日 (水) 06時35分

あ、貸与されている別のカードがあるので、

現在、個人保有しているものをあげるという意味です。

では、次回の花見に！

投稿: katsumi | 2010年2月19日 (金) 21時46分

花見のときに・・・？？？

実はその後、少し調べて、携帯とUSBでつないでインターネット接続する方法を知り、そちらに切り替えてみました。一応できました

が、あまり多用すると、ずいぶん割高になりそうです・・・。

投稿: 48K | 2010年2月20日 (土) 06時23分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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48Kのブログ

« ダイヤルアップ | トップページ | 「びわこ虫」以来の・・・ »

2010年2月 8日 (月)

違反者講習

　今日は休暇を利用し、自動車運転免許の更新に行った。前回まではいわゆるゴールド免許で、近所の警察

本署に行くので済んだのだが、ネズミトリに２回つかまったため、守山の琵琶湖大橋のたもとにある免許セン

ターへ行かなくてはならなあった。受講した講習も「違反者講習」なる屈辱的な名称・・・。しかも２時間もあ

る・・・。

　免許センターは滋賀県内に２か所しかなく、守山と、もうひとつは米原だ。高島あたりの人は、１日がかりで

更新しなくてはならない感じ。

　新しい免許証はICチップが埋め込まれ、やや厚いものに。本籍欄が白紙になり、データはそのICチップに入

っているらしい。それと中型車の区分が加わったため、８ｔに限るという文字も書かれている。

　もうひとつ感じたのは、自分の顔が更けたことだ・・・。

2010年2月 8日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ダイヤルアップ | トップページ | 「びわこ虫」以来の・・・ »
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啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

顔が老けたということは、世間ではそれだけ貫禄がついたと言うのじゃあ？

投稿: psylla38 | 2010年2月 9日 (火) 10時05分

前回はゴールド免許だったので、５年間の更新が不要でした。５年というのは長いですねぇ。ただ、醜いおっさんになっただけ・・・。

やはり中味が伴ってないので、貫禄がついたとは言えないですねぇ。残念ながら・・・。

投稿: 48K | 2010年2月 9日 (火) 22時54分
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48Kのブログ

« 違反者講習 | トップページ | 館蔵最古の昆虫標本 »

2010年2月 9日 (火)

「びわこ虫」以来の・・・

淀川展2010関連で企画した行事「淀川のコガネムシ」の受付を締め切ったが、参加希望はわずか12人だっ

た。こんなに少ないのは、大津でアカムシユスリカの蚊柱観察をした「びわこ虫」以来か・・・。

カラーの絵解き検索とか、気合い入れて準備しているのに、ちょっと残念・・・。

2010年2月 9日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 違反者講習 | トップページ | 館蔵最古の昆虫標本 »
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« 「びわこ虫」以来の・・・ | トップページ | 土佐矢筈山(1,606m) »

2010年2月11日 (木)

館蔵最古の昆虫標本

今日、２月11日は友の会会員さん向けのバックヤードツアーの行事だった。収蔵庫や標本作製など、博物館

の裏方のようすを見学していただくというもの。

打ち合わせのときに、貝や石や植物の江戸時代の標本の説明があった。府や市の文化財にもなっている。他

方、はたして昆虫で最も古い館蔵標本はどれだろうかと考えてみた。

おそらく、G. Lewisの標本だろうと思う。1870～80年代に２回にわたって日本にやってきたイギリスの商人。昆

虫をたくさん本国へ持ち帰り、それに基づいて、ヨーロッパの研究者らによって新種発表されてしまった。ルイ

スハンミョウ、ルイスオサムシなど、ルイスの名を冠する日本産昆虫は多い。

持ち帰った標本のうち、ハムシ類など一部が、日本人研究者のもとに贈られ、その方の没後に当館にもたらさ

れている。ほとんどが1880年・81年に日光・中禅寺湖周辺で採集されたものである。

もっとも、ピンやラベルは現代になってつけられているから、クラッシックな感じはまったくないのが残念ではあ

る・・・。

2010年2月11日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 館蔵最古の昆虫標本 | トップページ | 合同の淀川ゼミ »

2010年2月13日 (土)

土佐矢筈山(1,606m)

11日の行事を終え、フェリーの飛び乗り、四国へ来た。

カサアブラムシ関連の調査。行き先は土佐矢筈山(1,606m)。寒波が来ているので、無理はしないようにと思っ

たが、積雪はなく、快晴であった。山頂付近は木々に霧氷がついていて、花が咲いたように美しかった。

成果は無事に得られ、下山しました。

2010年2月13日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 館蔵最古の昆虫標本 | トップページ | 合同の淀川ゼミ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

土佐矢筈山の調査お疲れ様でした。かなりの標高ですが、歩いて登ったのかな？車で？標高が高いから、コメツガもあるんです

ね。霧氷の写真がきれいですね。

投稿: psylla38 | 2010年2月13日 (土) 23時01分

登山は1200ｍからの400m程度でした。コメツガはここにはないみたいでしたが、１次寄主のハリモミがあり、虫こぶ（痕）がついて

いました。ツガが少し下のブナ林周辺にあるので、これを２次寄主としているのだろうと思います。

投稿: 48K | 2010年2月14日 (日) 00時38分
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評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 土佐矢筈山(1,606m):

« 館蔵最古の昆虫標本 | トップページ | 合同の淀川ゼミ »

トラックバック
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48Kのブログ

« 土佐矢筈山(1,606m) | トップページ | 愛知県のゾウムシ類 »

2010年2月16日 (火)

合同の淀川ゼミ

昨日（月曜日）は、大阪市立歴史博物館と合同のゼミ。今年、ともに淀川展をやるということで、双方の研究成

果などを紹介しあうというもの。

各論としての話題提供について、昆虫か植物かどちらかで・・・ということで、Sさん（水草のほう）と先だっての

会議中にじゃんけんした。負けた・・・。私がやることに・・・。

環境指標としての昆虫の有用性、河川環境（上流、下流、河口など）によって生息している昆虫が異なる実例

（ゲンゴロウやヒメドロムシを例として）、それに、琵琶湖淀川水系固有の昆虫類について、ざっと紹介した。30

分ぐらい。

歴史博物館側が見せてくれた古地図が、とても面白かった。大和川付け替え直後（だいたい300年前ぐらい）

のものだそうで、たたみで３畳分ぐらいの大きさがある。地名や川の流路、また崖崩れの起こっているところな

どが細かく書かれており、地学の学芸員は現在の地形や地質と照らし合わせている様子だった。

私は当時の自然豊かな大阪平野を思い描いた。このころだったら、今では稀少な昆虫も、きっとあちこちにた

くさんいたんだろうなあと思った。

2010年2月16日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 土佐矢筈山(1,606m) | トップページ | 愛知県のゾウムシ類 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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この記事へのトラックバック一覧です： 合同の淀川ゼミ:
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48Kのブログ

« 合同の淀川ゼミ | トップページ | 淀川のコガネムシの見分け方 »

2010年2月18日 (木)

愛知県のゾウムシ類

　甲虫学会の刊行物「地域甲虫自然史」シリーズの第５号、「愛知県のゾウムシ類」が刷り上がり、英文誌

Entomological Review of Japan、和文誌「ねじればね」、といっしょに、今日、会員への発送作業をした。

　

編集作業は分担したが、３つとも、最後は私から印刷屋へ入稿したので責任重大・・・。ああ、どうかミスがあり

ませんように・・・。

　

　

2010年2月18日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 合同の淀川ゼミ | トップページ | 淀川のコガネムシの見分け方 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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評価されたら嬉しい
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1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって
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夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 愛知県のゾウムシ類 | トップページ | 匂いの展示 »

2010年2月22日 (月)

淀川のコガネムシの見分け方

　21日は標題行事を行った。参加者は12名ととても少なかった。裏番組の温泉ツアーは多かったのかなあ。

　淀川の河川敷で見られる（見られそうな）35種のコガネムシ（食葉群）のオリジナル絵解き検索を作って、参

加のみなさんに試してもらった。パブリッシュ（いつ、どこになるか全く未定）までに、精度をあげていきたい。

　試作版の最新バージョンは博物館２Ｆ，昆虫研究室前に貼ってます。

2010年2月22日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 愛知県のゾウムシ類 | トップページ | 匂いの展示 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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48Kのブログ

« 淀川のコガネムシの見分け方 | トップページ | 発表２つ、準備中 »

2010年3月 1日 (月)

匂いの展示

　かつて、「匂いをちゃんと扱った展示というのを見たことがない」というようなことを、日記で書

いたことがある。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/america2006.html#smell02

寡聞の不勉強の分際で、よくも、そのようなことが言えたものである。

今回、九州での野外調査の折り、大分県別府市にある「香りの博物館」へ立ち寄った。見学への強

い動機付けは、「この夏の特別展『淀川』で、匂いを扱った展示を作ろうと思っている」などと、会

議の場で言ってしまったことがある。

　同館では、香料やハーブなどが人類の歴史（主に西洋）の中で、果たした役割などが、展示で丁寧

に紹介されていた。マネキンが置いてあるジオラマも、なぜか（？）強い親近感を覚える。そして、

匂いそのものについても、作り物などではなく、ちゃんと実物を嗅がせてくれる。博物館らしく、ち

ゃんとリアリティを追求している。

　「淀川展2010での匂いの展示を、乞うご期待！・・・」と高らかに宣言！してみたいところだが、

もし来てみて、無かったらゴメンね・・・。

2010年3月 1日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 淀川のコガネムシの見分け方 | トップページ | 発表２つ、準備中 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

期待しています。カメムシ、アメンボ、アオゴミムシ、ミイデラゴミムシなど、色々ありそうですね。

投稿: psylla38 | 2010年3月 1日 (月) 11時41分

そんな、色々は無理です・・・。

とにかく期待はしないでください・・・。

投稿: 48K | 2010年3月 1日 (月) 15時13分
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 匂いの展示:
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48Kのブログ

« 匂いの展示 | トップページ | プロジェクトY甲虫班ニュース38号 »

2010年3月 5日 (金)

発表２つ、準備中

　７日（日）に発表が２つある。

（１）橿原市昆虫館友の会総会「サムライ甲虫がアメリカの森を救う？」　

　こちらは口頭講演。

（２）関西自然保護機構2010年度大会「ハリモミ樹上で形成されるカサアブラムシの虫こぶについて」

　こちらはポスター（しかも無人）

　その準備の一環で、なぜかマンガを描いている。

　どちらの発表にも関係なさそうって？

　どちらかに出てきます・・・。

2010年3月 5日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 匂いの展示 | トップページ | プロジェクトY甲虫班ニュース38号 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

7日のKONCのポスター発表では無人で悪いですね。合いたくて来る人もいるだろうに。与作の漫画は（１）の関係かな？

投稿: psylla38 | 2010年3月 5日 (金) 21時33分

KONCはもともと、発表の予定はなかったので、ご心配なく。なぜか、大阪自然史の学芸員らが発表者に名を連ねていますよね

ぇ・・・。なんでかなあ・・・。

与作はどちらでしょうか・・・。

投稿: 48K | 2010年3月 5日 (金) 22時33分
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【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 発表２つ、準備中 | トップページ | ヨド（淀）ミツヤユスリカ »

2010年3月 7日 (日)

プロジェクトY甲虫班ニュース38号

・・・を発行しました。甲虫班メンバーにはお送りしました。

今回の表紙はヒラタドロムシ分布図です。小さくてよく見えないのは、まだ正式発表ではないからです。正式に

は2010年７月２４日（土）オープン予定の「淀川」展で展示したあと、論文化します。

大阪・長居の自然史博物館２F廊下（昆虫研究室前）に貼ってますので、見たい方はどうぞ。

2010年3月 7日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 発表２つ、準備中 | トップページ | ヨド（淀）ミツヤユスリカ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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ヨド（淀）ミツヤユスリカ

　琵琶湖環境科学研究センター（旧・琵琶湖研究所）が主催する「湖岸生態系保全修復研究会」の公開報告

会に行った。淀川展に向けて、琵琶湖での研究、とくにカゲロウとユスリカの状況が知りたかった。

　カゲロウは琵琶湖本体に17種しかいないらしいが、ビワコシロカゲロウのほか、固有種など特徴的な種類が

ずいぶん多いことが、最近になってわかってきたようだ。一部は下流の淀川にも、すんでいるのではないだろ

うか。

　ユスリカは琵琶湖だけで170種もいるので、素人が手の出しようがない。こちらも固有種がいるようだ。南湖

に多いというヨドミツヤユスリカは淀川が関係するのかも、と思ったが、たぶん、「淀み・艶・ユスリカ」だろうな

あ。

　むかし多かった（そして観察会もした）、「びわこ虫」（アカムシユスリカ）は、今はほとんどいないらしい。ずい

ぶん盛衰が激しいものである。
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2010年3月13日 (土)

41歳の春

　毎朝６時過ぎに出勤してるが、晩冬から今ぐらいの季節が最もきれいだと思う。薄明かりからだんだん明るく

なり、電車に乗った頃に日が昇る。梅も咲き、ウグイスの声も聞こえる。「春はあけぼの」と言った古人に同感

だ。 

　１月に41歳になったが、「41歳の春」というと、昔のアニメ番組のエンディングテーマを思い浮かべる。なにや

ら悲しげな歌で、「41歳の春」は悲しいものなのかと、子供ながらに思っていた。 

　でも昨日、親しい方が亡くなったという知らせが入り、悲しい41歳の春となった。１月下旬に行ったプロジェク

トY甲虫班の研修会にも、元気で参加されておられたのに・・・。 

　他にも、いっしょにいろいろ活動していた人や、仕事をしていた人の中に、離れなくてはならなくなる人がい

る。 

　４月以降の周辺環境のいろんなことが不安な中、すべき仕事の巨大な山が、すでに目の前に迫っている。ま

あ、前をみて進んでいくしかないんだけど・・・。
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2010年3月14日 (日)

学芸人（ケン玉・編）

　家の近所で「ケン玉の世界チャンピオンによる講習」があるというので、小学１年の息子と出かけ

た。約１時間の講習があり、そのあと、級検定があった。70人ぐらいが参加した。

　大学時代、なぜか研究室にケン玉があったので、まったくの初心者ではなかったが、手に持つのは

久しぶり・・・。

　検定は、課題の技が出来なかった人から脱落していくシステムだったが、最後はなんと私一人にな

ってしまった。70人の観衆の前で、「ふりけん」を２回、「日本一周」を１回、無事に決めて、拍手

大喝采を浴び、世界チャンピオンも公認の３級の賞状をいただいた。

　近所の方から、「ぜひ、地域のケン玉サークルを立ち上げてください」とかいう依頼もあった。

でも、「絶対に嫌です・・・！」。

参考：ケン玉の検定の技について

http://www.kendamakyokai.com/play/tech.html

2010年3月14日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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そんな隠し技があったのですか。けん玉のサークルだけの立ち上げは抵抗があっても、けん玉昆虫塾というのをやって、子どもたち

にまずけん玉をさせて、それから虫採りに出かけるというのはどうかなあ？それぞれの集中度がもう一つの技の集中度を増すという

もの・・・

投稿: psylla38 | 2010年3月14日 (日) 21時28分

まあ、ヒマになったら考えます。

けん玉も有段者ぐらいにならないと・・・。

投稿: 48K | 2010年3月15日 (月) 10時32分
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48Kのブログ

« 学芸人（ケン玉・編） | トップページ | 窓口当番２日目 »

2010年3月16日 (火)

Nature Study４月号編集

　博物館友の会月刊誌 Nature Study４月号の編集作業中・・・。16ページ仕立てなのに、19ページ分も記事があ

る。容赦なく１つを削る。それでも17ページ・・・。あとどうやって１ページ分を削るか、一晩、考えよう。

2010年3月16日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 学芸人（ケン玉・編） | トップページ | 窓口当番２日目 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： Nature Study４月号編集:

« 学芸人（ケン玉・編） | トップページ | 窓口当番２日目 »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« Nature Study４月号編集 | トップページ | ミカドテントウ »

2010年3月17日 (水)

窓口当番２日目

　２日連続の窓口当番・・・。座りながら、Nature Studyの入稿作業をした。１ページ減らすのには、挿図を省い

たり、文字をとっても小さくして、乗り切った・・・。乗り切れたのかなあ。わからない。

　

2010年3月17日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« Nature Study４月号編集 | トップページ | ミカドテントウ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 窓口当番２日目:

« Nature Study４月号編集 | トップページ | ミカドテントウ »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 窓口当番２日目 | トップページ | 散髪に行かなかったワケ »

2010年3月19日 (金)

ミカドテントウ

ミカドテントウ Chilocorus mikado を生涯初採集。たぶん新産地です。

イチイガシの葉裏にとまっていますが、細かい毛が双方についていて、ぴったりと、しがみついたまま、なかな

か取れません。

2010年3月19日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 窓口当番２日目 | トップページ | 散髪に行かなかったワケ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： ミカドテントウ:

« 窓口当番２日目 | トップページ | 散髪に行かなかったワケ »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-1ebb.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-bec5.html
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48Kのブログ

« ミカドテントウ | トップページ | 甲虫学会大阪例会（春季） »

2010年3月20日 (土)

散髪に行かなかったワケ

　娘が早くも小学校卒業。昨日（19日）、卒業式があった。

その前に散髪に行った。１年近く、散髪に行ってなかったかもしれない。

　行ってなかったのには、理由がある。伸び放題に見えたかもしれないが、自分なりには「坂本龍

馬」っぽくしてみたつもりだった。

　でも、家族に「エエから、とにかく切るように」と怒られた。

　だから、散髪に行った。

2010年3月20日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ミカドテントウ | トップページ | 甲虫学会大阪例会（春季） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 散髪に行かなかったワケ:

« ミカドテントウ | トップページ | 甲虫学会大阪例会（春季） »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 散髪に行かなかったワケ | トップページ | プロジェクトＹ甲虫班の同定作業 »

2010年3月22日 (月)

甲虫学会大阪例会（春季）

　甲虫学会大阪例会が21日（日）、大阪市立自然史博物館で開かれた。甲虫学会は大阪に本部のある旧・甲

虫学会と、東京に本部のある旧・鞘翅学会の合併が決まり、2010年はその合併のための移行期間となってい

る。その関連の会議が午前にあったこともあって、関東方面からの参加者も多かった。

　四国から来てくださった話題提供者は甲虫トラップの名人で、工夫を凝らしたさまざまなトラップを紹介され

た。うらやましいのは、肩こりにならないのだそうで、トラップにかかった数万という虫は、みな、きちんと標本に

されているとのこと。

　肩こりや腰痛にならない人というのは、二足歩行に適応ができている、進化した人間だと思う。
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« 甲虫学会大阪例会（春季） | トップページ | 淀川の外来ゾウムシ »

2010年3月23日 (火)

プロジェクトＹ甲虫班の同定作業

・・・を行った（22日：月振）。参加者は少なかった。

旭区の淀川で採れているセスジゲンゴロウ２種。ひとつは外見でホソセスジゲンゴロウとわかるが、他方は難

しいので交尾器を確認した。カンムリセスジゲンゴロウのようだ（写真）。

三川合流や城北で、灯火にいっぱい来た小さなゾウムシは、モンイネゾウモドキ。寄主植物はヤナギというこ

とで納得。

大和川でほとんど採れなかった低地性のヒメドロムシが、淀川水系の各地で採れていることも判明。ヨコミゾド

ロムシ、ホソヨコミゾドロムシも入っている。

●淀川展開幕まで、あと123日
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2010年3月26日 (金)

淀川の外来ゾウムシ

　プロジェクトYの調査で得られた淀川水系のゾウムシ類の同定作業が、ひととおり終了。やっぱり難しいグル

ープだが、いくつかは種レベルまで落とせた。

　写真はアルファルファタコゾウムシ。ヨーロッパ原産の外来種。ほかに、オオタコゾウムシ、シバオサゾウム

シも確認できたので、淀川展の外来コーナーに出せそう。

　アカウキクサゾウムシなども、ぜひこれから見つけたいものである。

●淀川展開幕まで、あと120日
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« 淀川の外来ゾウムシ | トップページ | 寿命 »

2010年3月27日 (土)

早春の淀川べりで

　プロジェクトＹ甲虫班の調査会が開かれた。場所は枚方・樟葉の淀川べり。まだ早いと思っていたが、昼間

は日差しもあって暖かく、意外にもいろいろ見つかった。

　ヤコンオサムシ、アオゴミムシ、チビアオゴミムシ、カンムリセスジゲンゴロウ、ムツボシテントウ、マクガタテ

ントウ、クロスジチャイロテントウ、フタスジヒメハムシ、ミドリトビハムシ、クルミハムシ、ニレノミゾウムシ、フタ

キボシゾウムシ。ミズギワゴミムシ類など小型のゴミムシも多かった。

　写真は樟葉から上流側を見たところ。正面の山は天王山。

●淀川展開幕まで、あと119日
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 早春の淀川べりで:

« 淀川の外来ゾウムシ | トップページ | 寿命 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-4b08.html
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48Kのブログ

« 早春の淀川べりで | トップページ | クロスジチャイロテントウ »

2010年3月29日 (月)

寿命

　とある原稿を、締切を待たずに提出した。これが終わらないと、次の仕事が出来ないからである。

　でも、この原稿、締切を過ぎて催促されるまで放っておけば、次の仕事もしなくて済む。

　そういう考え方だと、人からは信用されないが、寿命は延びるような気がする。

●淀川展開幕まで、あと117日

2010年3月29日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 早春の淀川べりで | トップページ | クロスジチャイロテントウ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 寿命:

« 早春の淀川べりで | トップページ | クロスジチャイロテントウ »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 寿命 | トップページ | 「続・標本の作り方」に向けて »

2010年3月31日 (水)

クロスジチャイロテントウ

　30日の午前は守口市庭窪ワンドへ。ジメジメした地表でたくさんのクロスジチャイロテントウが固

まっていた。どうやら、こうやって越冬するものらしい。

●淀川展開幕まで、あと115日

2010年3月31日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 寿命 | トップページ | 「続・標本の作り方」に向けて »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： クロスジチャイロテントウ:

« 寿命 | トップページ | 「続・標本の作り方」に向けて »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-d5c4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-e787.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
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48Kのブログ

« クロスジチャイロテントウ | トップページ | 続・標本の作り方（その２） »

2010年4月 1日 (木)

「続・標本の作り方」に向けて

　東海大学出版会シリーズの自然史博物館叢書「標本の作り方」が好評らしく、このたび３刷になる

とか。

　ただ、私自身には少し心残りがある。中～大型の昆虫類の、ベーシックな標本作りの紹介にとどま

ってしまったからである。もう少しマニアックな標本の作り方紹介ができなかったものかと・・・。

　たとえば、ユスリカ、アブラムシ、カイガラムシ、ダニなどは、専門家に同定を頼むには、本来は

光学顕微鏡観察用にプレパラートを作る必要があるが、そのあたりが触れられていない。

　かといって、自分でもこれまで、実際にやったことはとても少ない。

　ということで、作ってみることにした。

写真はアブラムシ。製作は大学時代のA先生の実習以来かなあ。淀川・庭窪ワンドのカラスノエン

ドウについていたエンドウヒゲナガアブラムシ。

淀川展まで、あと114日。

 

2010年4月 1日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« クロスジチャイロテントウ | トップページ | 続・標本の作り方（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 「続・標本の作り方」に向けて:

« クロスジチャイロテントウ | トップページ | 続・標本の作り方（その２） »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-f3b6.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-d5c4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-bca0.html


48Kのブログ

« 「続・標本の作り方」に向けて | トップページ | カメムシ・シアター »

2010年4月 2日 (金)

続・標本の作り方（その２）

ユスリカ幼虫にも挑戦。琵琶湖産。ユスリカ標本は生涯初製作。頭のギザギザ

が重要な同定部分だが、まだ同定していません。

淀川展まで、あと114日。

2010年4月 2日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 「続・標本の作り方」に向けて | トップページ | カメムシ・シアター »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 続・標本の作り方（その２）:

« 「続・標本の作り方」に向けて | トップページ | カメムシ・シアター »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-bca0.html
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48Kのブログ

« 続・標本の作り方（その２） | トップページ | 淀川水系で絶滅した甲虫 »

2010年4月 3日 (土)

カメムシ・シアター

　プロジェクトY淀川には、いくつか班があり、私は甲虫班を担当しているが、甲虫の採集のついでに、カメムシ

も採れるので、何らかの形でまとめられないかと思っていた。

　ついでに、インパクトある「匂いの展示」もできればいいなあと思っていた。

　明日(4日）のプロジェクトYラスとスパートで、ついにカメムシ班を立ち上げる予定です。というか、班員は私一

人・・・？

　匂いの展示＝「カメムシ・シアター」のイメージ図も公開してしまいます。

●淀川展まで、あと111日

 

2010年4月 3日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 続・標本の作り方（その２） | トップページ | 淀川水系で絶滅した甲虫 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： カメムシ・シアター:

« 続・標本の作り方（その２） | トップページ | 淀川水系で絶滅した甲虫 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-eb13.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-bca0.html
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48Kのブログ

« カメムシ・シアター | トップページ | 淀川水系のヨコミゾドロムシ »

2010年4月 4日 (日)

淀川水系で絶滅した甲虫

・・・を候補をリストアップしてみた。 

1. カワラハンミョウ 

2. ヨドシロヘリハンミョウ 

3. キベリマルクビゴミムシ 

4. オオヒョウタンゴミムシ 

5. オオサカアオゴミムシ 

6. ツヤキベリアオゴミムシ 

7. コセスジゲンゴロウ 

8. キベリマメゲンゴロウ 

9. シロスジコガネ 

これらが見つかったら・・・・、何かします。 

ちなみに、ここでの「淀川水系」は三川合流以下と流入河川を差します。いくつか琵琶湖にいるのがあるので。

●淀川展まで、あと111日

2010年4月 4日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« カメムシ・シアター | トップページ | 淀川水系のヨコミゾドロムシ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 淀川水系で絶滅した甲虫:

« カメムシ・シアター | トップページ | 淀川水系のヨコミゾドロムシ »

トラックバック
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48Kのブログ

« 淀川水系で絶滅した甲虫 | トップページ | ゴミ袋コレクション »

2010年4月 5日 (月)

淀川水系のヨコミゾドロムシ

　大和川水系では見つからなかったヨコミゾドロムシが、淀川水系では見つかっています。本種は環境省絶滅

危惧II類に選定されています。良好な平地の河川環境を象徴する種類ですから、各地で見つかっているのは

喜ばしいことです。

　黒丸がヨコミゾ、白丸が近縁のホソヨコミゾドロムシの分布図です。ひきつづき調査を行います。標本・分布

図など、くわしくは７月24日（土）からの淀川展で展示・紹介する予定です。

●淀川展開幕まで、あと110日

2010年4月 5日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 淀川水系で絶滅した甲虫 | トップページ | ゴミ袋コレクション »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 淀川水系のヨコミゾドロムシ:

« 淀川水系で絶滅した甲虫 | トップページ | ゴミ袋コレクション »

トラックバック
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48Kのブログ

« 淀川水系のヨコミゾドロムシ | トップページ | 今年度の仕事 »

2010年4月 8日 (木)

ゴミ袋コレクション

　先だって、視察に来られた方（初対面）が「おみやげです」といって手渡してくれたのは、何と地元のゴミ袋だ

った。何と気のきく方でしょうか。

　今日、ひさしぶりにメールのやりとりをした方から「ゴミ袋、要る？」と聞かれた。

　どうもゴミ袋コレクションというのは、インパクトがあるらしい。

　というわけで、手持ちのものを整理してみた。未入手はまだまだいっぱいある・・・。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/gomibukuro.html

　今のところ、北海道と富山県が７種類で１位です。

●淀川展まで、あと107日

2010年4月 8日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 淀川水系のヨコミゾドロムシ | トップページ | 今年度の仕事 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

私も旅先でゴミ袋を買いますが、ゴミ袋以外に特に使い道がありませんので送らせていただきたく思います。(ご当地の袋を買って

も使えるのが指定袋のない地域)

現在、佐久市・津山・刈谷市・名古屋事業用・川崎市事業用があります。よろしくお願いいたします。

投稿: GGMASUZOE | 2016年11月14日 (月) 22時02分

ありがとうございます！

投稿: ４８K | 2016年11月15日 (火) 00時46分

当方大阪ですので遠いと思われます、どのようにいたしましょう、よろしくお願いします。

投稿: ＧＧＭＡＳＵＺＯＥ | 2016年11月15日 (火) 19時28分

GGMASUZOEです。上記のゴミ袋を差し支えなければ送らせていただきたいです。よろしくお願いいたします。

投稿: 黒舛添(GGMASUZOE) | 2016年12月22日 (木) 20時15分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：
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2010年4月10日 (土)

今年度の仕事

　年度の計は年度初めにあり、というわけで、今年度のすべき仕事を確認してみた。ずいぶん多く、本当にこ

なせるか、かなり不安である。 

●行事関係（主担当） 

・評議員会の準備と当日の段取り（５月、９月、12月、１月、２月） 

・友の会総会（１月末） 

・友の会合宿種子島（８月） 

・同・事前学習会（６月） 

・友の会昆虫合宿（学芸側の主担当）（京都）（６月） 

・秋祭り（10月） 

・ナイトミュージアム（９月） 

・海の向こうの見聞録（12月） 

・靭公園セミ（学芸側主担当）（９月） 

・セミ羽化観察（７月） 

・月例ハイキング（学芸側主担当）（6月） 

●行事関係（副担当） 

・ドキドキ中学生（８月） 

　その他、淀川展関連行事や部分担当行事が入ってくる？ 

●学会開催 

・日本甲虫学会（11月） 

●研究関係 

・ツガヒメテントウ・ツガマキムシモドキ関連研究とアメリカでの発表（８月） 

・カサアブラムシ虫こぶ研究（科研費）（年間通して） 

●図書出版 

・大阪自然史博甲虫リスト（パート１）収蔵資料目録（年度内に） 

・山梨・鳳凰山リスト作成手伝い（12月まで） 

・滋賀県甲虫リスト作成（部分担当）（来年度まで） 

●特別展「淀川」関係 

・事前の調査（４～７月） 

・展示解説書作成（５月） 

・展示作成（６～７月）：カメムシシアターは作らないとダメなの？ 

・まとめの論文作成（年度内）

●頼まれ仕事 

・シニア自然大学（５月および７月）：計７日間

・あくあぴあセミ行事（７月）

　他にも忘れているものがあるかも。 

------------------------ 

●淀川展まで、あと105日
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2010年4月12日 (月)

昆虫採集入門講座（下見）

　今年の昆虫採集入門講座は、京都北山の京都府立ゼミナールハウスで行います。昨日（11日）に下見に行

ってきました。 

　弓削川はいろいろ水生昆虫が多かったです。ヒメドロムシもいました。６月にはゲンジボタルが舞う姿が大い

に期待できます。 

　宿舎は小高い丘の上にあります。ここでライトトラップをしたら、きっと周辺の昆虫たちがたくさん集まることで

しょう。 

　行事のイメージは以下をごらんください。 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/konchu-nyumon.html 

●淀川展まで、あと103日

 

2010年4月12日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 今年度の仕事 | トップページ | 九州・椎矢峠での出来事 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-47e2.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-1096.html
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/konchu-nyumon.html
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/04/12/seminarhouseout.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/04/12/yugeriver.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-5490.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-47e2.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-1096.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5ff9ee.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-275535.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/2018-5289.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 昆虫採集入門講座（下見）:

« 今年度の仕事 | トップページ | 九州・椎矢峠での出来事 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-5490.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-47e2.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-1096.html


48Kのブログ

« 昆虫採集入門講座（下見） | トップページ | 九州・椎矢峠での出来事（その２） »

2010年4月14日 (水)

九州・椎矢峠での出来事

　九州で野外調査中。

中央高地を横断する椎矢峠（宮崎県椎葉村・熊本県矢部町：標高1,460ｍ）へ。

ここは３度目の正直・・・。過去２回は崩土のため、通行止となっていた。地元の役場に問い合わ

せたところ、熊本県側は依然、不通だが、宮崎県側は今なら峠までは行けると聞き、４輪駆動車で現

地へ向かった。

峠までの途中の道は、さすがにだいぶ荒れていて、もうひと雨降れば、林道が再び不通になりそう

なところが、いくつもあった。

　念願の峠は、到着時には強風の霧雨という悪条件だったが、やがて晴れ間ものぞき、何とか無事に

成果を得ることができた。

　ところが帰途、峠のすぐ下（標高1,300m）ぐらいのところで、左前輪のタイヤがパンクした。鋭い

石ころを踏んづけてしまったようだ。

問１：さて、私はどうしたでしょうか。あるいは、あなたならどうする？

★ベストアンサー：スペアタイヤに替えようとする

　ところが、車の中や下を探ってみても、スペアタイヤが見あたらない。私が免許を取ったころは

「スペアタイヤの携行」が義務づけられていたが、今は改定されていて、携行しなくともよいらし

い。

　時刻は午後５時。あと１時間ほどで日が暮れる。熊本県側が不通の峠なので、通りかかる車は無

い。 も近い民家まで、数10kmある・・・。

問２：さて、私はどうしたでしょうか。あるいは、あなたならどうする？

★答えを募集します。
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

調査ご苦労様です。パンクは以前もありましたが、その時はスペアタイアがありましたね。今回は当然レンタカーを借りたと思うの

で、まずレンタカーの店舗へ携帯で電話してヘルプを頼んだと思います。それが駄目だったら、JAF（だったか？）を呼んだ。車種を

告げればスペアタイアを持って来てもらえるかどうか分かりませんが。スペアタイアが遅く着いても、ヘルプの車があればタイアの付

け替えはできるし、タイアがつけば夜道でも降りられるでしょう。少々金がかかっても、予算があれば大丈夫。それも駄目だったらド

ラえもんを呼ぶしかない。

投稿: psylla38 | 2010年4月15日 (木) 10時32分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 九州・椎矢峠での出来事:

« 昆虫採集入門講座（下見） | トップページ | 九州・椎矢峠での出来事（その２） »

コメント

コメントを書く
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48Kのブログ

« 九州・椎矢峠での出来事 | トップページ | 束の間の身軽な３日間 »

2010年4月16日 (金)

九州・椎矢峠での出来事（その２）

答え：迷った挙げ句、パンクのまま、車でゆっくり下山した、というのが実際のところでした。暗く

なってから、なんとか最初の集落にたどりつき、民宿に転がり込みました。「旅の者ですが、一晩泊

めてください・・・」と、時代劇の旅人のように・・・。

　車は翌日、村内の車整備工場のレッカー車で、とりあえず工場まで運んでもらいました。換えのタ

イヤは日向市（椎葉村から２時間ぐらいかかる）に行かないと調達できず、タイヤを発注してから到

着するまで２～３日はかかるとのことなので、レンタカーとはここで契約を終了することになりまし

た。最終的にノンオペレーションチャージと弁償実費を、レンタカー屋に支払いました。

　ちなみに、恐ろしく山奥なので、携帯電話はいっさい通じません。稜線へ出れば通じたかもしれま

せんが・・・。谷の深い、なだらかな山地帯でした。

考えられる、その他の対処法（事前も含む）

１：タイヤとホイールがダメになる前に、パンクした時点で山中に車を置き、歩いて下る（翌日

か？）。この場合、さらに日向まで行ってタイヤを調達し、再度、山へ上がる（誰かに運んでもら

う）。タイヤ実費と修理代とタイヤを運んでもらう手間賃等が必要。

２：パンクのまま下山したあと、換えのタイヤが来るのを２～３日待つ。タイヤ代とレッカー代、さ

らに宿泊代（２～３日分）が必要。

３：スペアタイヤを事前に借りておく。まあ、そんなアクシデントが予見できればの話ですが。

４：そんな危ないところには行かない。とはいえ、行かなきゃならないことがあるので、仕方がな

い・・・。

2010年4月16日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 九州・椎矢峠での出来事 | トップページ | 束の間の身軽な３日間 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 九州・椎矢峠での出来事（その２）:

« 九州・椎矢峠での出来事 | トップページ | 束の間の身軽な３日間 »

トラックバック
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48Kのブログ

« 九州・椎矢峠での出来事（その２） | トップページ | 高槻・鵜殿の淀川べり »

2010年4月18日 (日)

束の間の身軽な３日間

　大阪市立自然史博物館の学芸員には原則として、順番に３年間の普及の重い仕事が回ってくる。内部では

「普及３人組」と呼ばれている。私は３月までの旧年度がその２年目の普及担当、４月からの新年度が３年目

の友の会担当である。 

　昨日（17日）、普及担当の仕事を次の方へ引き継いだ。 

　その一方、友の会担当の引き継ぎはまだである。 

　というわけで、現時点は、普及の仕事から免れた状態になっている。 

　現・友の会担当いわく、「引き継ぎ作業は火曜日にやる」ということだが、このまま新年度へ突入でもエエでぇ

～。

●淀川展開幕まで、あと96日

2010年4月18日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 九州・椎矢峠での出来事（その２） | トップページ | 高槻・鵜殿の淀川べり »
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昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 束の間の身軽な３日間 | トップページ | 緑のおじさん »

2010年4月19日 (月)

高槻・鵜殿の淀川べり

　自然史博物館友の会・月例ハイキング。担当ではないが、ゲリラ参加した。調査が主な目的だった。 

　カメノコテントウ、ナミテントウ、ナナホシテントウ、クロスジチャイロテントウ、ヒメカメノコテントウ、ババヒメテ

ントウ、ナガメ、ヤナギグンバイ、カワチマルクビゴミムシ。ミズギワゴミムシ類とハネカクシ類も採れた。 

　コニワハンミョウの姿は見られず。少し時期を変えて、確認したいと思う。 

　 

　写真はヤナギグンバイ。 

●淀川展まで、あと95日

2010年4月19日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 束の間の身軽な３日間 | トップページ | 緑のおじさん »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

お世話になります。

カメムシ班?の採集リスト追加は、イネホソミドリカスミカメ(=旧名アカヒゲホソミドリカスミカメ)、ミツボシツチカメムシ、だけでした。ほ

かにクビボソジョウカイくらい。でもカメムシ班は規則が厳しくてやっていけそうにありません。

投稿: 親子＠豊中 | 2010年4月26日 (月) 19時51分

規則は１つだけでも守っていただければいいことにしようかなあ。というわけで、ぜひ入ってください。

その１つは、カメムシ音頭でいかが？

投稿: ４８K | 2010年4月27日 (火) 21時57分

名前：(任意)
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@niftyが提供する
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【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 高槻・鵜殿の淀川べり | トップページ | 合同の淀川ゼミ（２回目） »

2010年4月20日 (火)

緑のおじさん

　家に小学生がいると、自動的に朝の通学時間帯の見守り係が周期的にまわってくる。いわゆる「緑のおじさ

ん（おばさん）」。昨日、その順番だった。仕事が休みの月曜日だったので、私が担当した。 

　朝の街角になってみると、やはり悪いのは大人ばかりだと思った。通行禁止の道路を、車で平気で入ってく

る。バイクも乱暴な乗り方・・・。「急いでいるから」とタクシーが表通りを避けて、すごいスピードで入り込んでく

る。 

　こちらからあいさつしても、知らん顔しているのも、大人ばかりである。 

●淀川展まで、あと94日

2010年4月20日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 緑のおじさん | トップページ | カメムシ音頭 »

2010年4月21日 (水)

合同の淀川ゼミ（２回目）

　大阪歴史博物館と合同の淀川ゼミ。２回目が先週金曜日（16日）に開かれた。今回は野外エクスカーション

だった。 

　自然史博物館側は淀川区柴島の干潟で動植物の解説をした。昆虫はまだ寒く、あいにくの雨で、さっぱりだ

ったが・・・。 

　歴史博物館からは淀川区～西淀川区で、新淀川開削前の旧中津川の名残を案内してもらった。区画整理

が進んでしまって、だいぶ無くなったようだが、たしかにそこここに、不思議な走り方をする通路や斜めに立つ

古い建物などがあった。むかしの堤防に沿っているためである。

 

　十三（淀川区）や野里（西淀川区）にあったという渡しを、今に伝える石碑も立っていた。

　野里の商店街のそばにある野里住吉神社にも、むかしの堤防跡がある。 

　解説を受けながらの歴史探訪というのも、とても面白いものである。 

●第１回はこちら

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-2cfe.html

●淀川展まで、あと93日
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いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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« 緑のおじさん | トップページ | カメムシ音頭 »
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48Kのブログ

« 合同の淀川ゼミ（２回目） | トップページ | カメムシ音頭（その２） »

2010年4月23日 (金)

カメムシ音頭

　プロジェクトYカメムシ班が、本格始動しました（？）。昨日（22日）は、窓口当番をしながら、班員バッヂを作

製しました。 

　入班希望者を募集中。バッヂは自然史博物館２F廊下に掲げてあります。筆者へ入班費100円（バッヂ代実

費）をお支払いください。 

　班員は「心得」をよく読み、規律違反をせぬように

（我ながら「カメムシの唄」「カメムシ音頭」って、何や・・・？） 

●淀川展まで、あと91日

2010年4月23日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« カメムシ音頭 | トップページ | ハチ展テーマソング »

2010年4月27日 (火)

カメムシ音頭（その２）

　カメムシ音頭の作詞中です。曲もすぐにできそう。振り付けも考えなきゃ。 

●淀川展まで、あと87日
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48Kのブログ

« カメムシ音頭（その２） | トップページ | 種子島2043年 »

2010年5月 2日 (日)

ハチ展テーマソング

　カメムシ音頭の作詞が滞っている。こういう時、なぜか、しなくてもよい余計なことが進むものである。 

　ハチについての展示会が遠からず（数年後）計画されているが、そのテーマソングを考えた。ビートルズ「Let

It Be」に因んで、「Let Eat Bee」。 

　ところが、超有名な曲ということもあってか、同じことを考えるアホが、世界にはいるものである。某動画サイ

トで検索すると、聖母マリアがハチを食っているアニメがあって、思わず笑ってしまった。 

　ちなみに、B面は「Help!」に因んで、「Wasp!」。これはまだ独自アイディアのようだ。 

　採用してね  

●淀川展まで、あと82日

2010年5月 2日 (日) 作詞 | 固定リンク

« カメムシ音頭（その２） | トップページ | 種子島2043年 »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： ハチ展テーマソング:

« カメムシ音頭（その２） | トップページ | 種子島2043年 »
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48Kのブログ

« ハチ展テーマソング | トップページ | ダレヤメ »

2010年5月 9日 (日)

種子島2043年

　８月に開かれる博物館友の会「種子島合宿」の下見から昨日、戻りました。 

　 

　種子島は食べ物が豊か（食料自給率がとても高い）な上、人々も穏やかで、とても住みやすそうなところで

す。心配は台風だけという感じ・・・。移住者が多いというのも、納得できました。 

　もし移住するなら、何をして暮らすかなぁと、いっしょに行った人たちと話題になりました。エコツアーをしなが

ら、民宿経営？、ガソリンスタンド？、ラーメン屋？、レンタカー屋？・・・。 

　いずれにせよ、2043年の「鉄砲伝来500年祭り」に、種子島で会いましょう。（ホンマにあるんかえ？） 

　そのときまでに、「鉄砲音頭」をマスターしておきます。（ホンマにあるんかえ？） 

　写真は前之浜海岸。自然度が極めて高い海岸で、全国的に希少なハンミョウなどがいます（夏には・・・）。 

●淀川展まで、あと75日

2010年5月 9日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ハチ展テーマソング | トップページ | ダレヤメ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 種子島2043年:

« ハチ展テーマソング | トップページ | ダレヤメ »

トラックバック
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48Kのブログ

« 種子島2043年 | トップページ | 「昆虫の分類と生態」講座 »

2010年5月10日 (月)

ダレヤメ

　種子島で「ダレヤメ」という言葉が目に入った。 

　 

　「ダレ」は疲れのこと。「ヤメ」は終えるということ。 

　「ダレヤメ」というのは、疲れを終えて、焼酎一杯という意味なんだそうな。鹿児島や種子島の方言だそうだ

が、とっても気に入ってしまった。普段から使いそうな勢いだ。 

●淀川展まで、あと74日

2010年5月10日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 種子島2043年 | トップページ | 「昆虫の分類と生態」講座 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ダレヤメ:

« 種子島2043年 | トップページ | 「昆虫の分類と生態」講座 »

コメント

コメントを書く

トラックバック
@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« ダレヤメ | トップページ | 淀川汽水域のミズギワゴミムシ »

2010年5月12日 (水)

「昆虫の分類と生態」講座

　３年前から某団体で「昆虫の分類と生態」という講座を担当している。屋内１回と野外１回を３班分で都合６

回。昨日はその１回目だった。 

　４時間もの講義なので、担当当初はどないしようかと思っていたが、３年目なので、過去２年に比べると多少

は慣れてきたかなあというところ。ただ、もう少し工夫をしたい点も少なくないので、次回までに改善しなくては

ならない。 

●淀川展まで、あと72日

2010年5月12日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ダレヤメ | トップページ | 淀川汽水域のミズギワゴミムシ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

ご苦労様です。一度透明人間の服をきて、幽霊聴講をしたいところですが、そうもいかんなあ！幽霊になってからだったらいいけど。

投稿: psylla38 | 2010年5月12日 (水) 14時17分

psylla38様に聞いていただけるような内容ではありません・・・。いろいろ勉強不足を感じる今日このごろです。

投稿: 48K | 2010年5月12日 (水) 19時47分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事
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この記事へのトラックバック一覧です： 「昆虫の分類と生態」講座:

« ダレヤメ | トップページ | 淀川汽水域のミズギワゴミムシ »
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48Kのブログ

« 「昆虫の分類と生態」講座 | トップページ | 淀川の甲虫 »

2010年5月14日 (金)

淀川汽水域のミズギワゴミムシ

　明日（15:土）はオープンセミナーの担当だ。Mさんと折半なので、45分。解説書用の原稿作成と並行して作業

している。 

　図は淀川汽水域で見つかるミズギワゴミムシの分布図。●はキバナガ、○はキバネキバナガ、▲はハマベ

とムツモンコミズギワ。 

●淀川展まで、あと70日

2010年5月14日 (金) | 固定リンク

« 「昆虫の分類と生態」講座 | トップページ | 淀川の甲虫 »

ハマベと書いてあるのは何でしょうか。もしもハマベゴミムシだったらかなりの衝撃ですよ。

投稿: NI | 2010年5月16日 (日) 15時36分

ハマベは「ハマベミズギワゴミムシ」です。残念ながら「ハマベゴミムシ」ではありません。
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 淀川汽水域のミズギワゴミムシ:

« 「昆虫の分類と生態」講座 | トップページ | 淀川の甲虫 »

トラックバック
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48Kのブログ

« 淀川汽水域のミズギワゴミムシ | トップページ | もう７月・・・ »

2010年5月15日 (土)

淀川の甲虫

・・・というタイトルの自然史オープンセミナーを無事に終了・・・。 

だいぶ早口で、かつ細かい説明の無い不親切な講演だっただろうと反省。 

●淀川展まで、あと69日

2010年5月15日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 淀川汽水域のミズギワゴミムシ | トップページ | もう７月・・・ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 淀川の甲虫:

« 淀川汽水域のミズギワゴミムシ | トップページ | もう７月・・・ »
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1947年）
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【新刊紹介】「格助詞に着目した地名
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48Kのブログ

« 淀川の甲虫 | トップページ | ツマブキ改め・・・ »

2010年5月18日 (火)

もう７月・・・

　私の仕事は、夏になると、極端に忙しくなる季節労働者です。 

　 

　毎年、７～９月ぐらいは毎日、フラフラしながら仕事している。ちょうど充電の切れたカメラや携帯電話を、毎

日ちょっとずつ、充電しながら使っている感じ。朝のうちは機能するが、午後にはエネルギー切れ。 

　今年は５月に早くも、その状態である。７月になったらどうなるのかなあ、ということを考える間もなく、いろん

な仕事が舞い込む（断り切れず引き受ける）、今日このごろです。 

●淀川展まで、あと66日

2010年5月18日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 淀川の甲虫 | トップページ | ツマブキ改め・・・ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： もう７月・・・:

« 淀川の甲虫 | トップページ | ツマブキ改め・・・ »

コメント

コメントを書く

トラックバック
@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて
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携帯にURLを送る
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« もう７月・・・ | トップページ | 風のち雨のち風 »

2010年5月19日 (水)

ツマブキ改め・・・

　某団体から頼まれている標題の講座・・・。座学３回を終え、昨日から野外での実地講座が始まった。過去２

回は東大阪の枚岡公園だったが、今回は京都・八幡の三川合流にした。草原性の昆虫に絞れるから同定が

しやすいのと、河川敷は生えている植物も限られているから、植物と昆虫の関係も観察しやすい。そして、何

よりも淀川展に関連した行動ができる。 

　前日に仕掛けたトラップに、カワチマルクビゴミムシやミイデラゴミムシが入っていた。ミイデラゴミムシの「お

なら」は参加者に大ウケで、とてもよかった。 

　ところで、参加者のお一人から「48Kさんは夢枕獏さんに似ている」と言われた。これは初めてのことである。

でも申し訳ないが、どんな方かよく存じてない（某動画サイトでもよくわからなかった）。 

　去年までは（自称）「ツマブキさん」だったけど、今年からは「バクさん」？ 

●淀川展まで、あと65日

2010年5月19日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« もう７月・・・ | トップページ | 風のち雨のち風 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

バクさんより、こっちの方が良いと思う。

投稿: psylla38 | 2010年5月23日 (日) 23時06分

どうも。自称イケメンですから。

投稿: 48K | 2010年5月25日 (火) 05時54分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ツマブキ改め・・・:

« もう７月・・・ | トップページ | 風のち雨のち風 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-580a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-d53e.html
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48Kのブログ

« ツマブキ改め・・・ | トップページ | カメムシ音頭（歌詞案） »

2010年5月25日 (火)

風のち雨のち風

　痛い風と戦っていた。金曜日がいちばんしんどかった。野外観察会を１日に２つも入れたりするからだ。プラ

ス、それまで、休みがしばらく１日もとれなかったし、その前は九州・種子島遠征があったり・・・。その間、原稿

書いたり何やらかんやらで、疲れは確かにたまっていた。 

　少なくとも火曜日（今日）まで、休みがとれる見込みがなかったが、日と月は野外の調査会と観察会を、雨で

延期にすることができた。風を止める「恵みの雨」になったみたいだった。 

　そうこうしているうちに、身内に不幸（忌引き３日レベル）があった。私のひざの腫れや痛みがだいぶひいて

いるところを見ると、千の風となって、痛い風を防いでいてくださるのかなあと思った。 

●淀川展まで、あと59日

2010年5月25日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ツマブキ改め・・・ | トップページ | カメムシ音頭（歌詞案） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

小生も一年以上前に痛い風を。赴任先で発作が起きてすぐ医者へ。翌日の帰省は地獄でした。薬を飲み続けないといけないそう

な。

投稿: NI | 2010年5月25日 (火) 08時52分

痛みをこらえながら、電車に乗ることほどつらいものはありませんね。

薬は痛みが治まったら飲まなくなってしまいますが、それではダメみたいですね。痛風は痛さはあくまでも現れているだけのもの

で、本質は内部的なものなので。

かといって、薬局で薬を売っているわけではないので、通院しないと薬をくれないというのが難儀です。朝６時からやっている医者と

か、ないのかなあ。

投稿: 48K | 2010年5月26日 (水) 04時01分

根本的に直すには尿酸値を減らさないといけないですから、尿酸値を減らす薬を飲み続けるか、ビールなどプリン体の多い食事をや

めるといった食生活改善しかないですね。最近プリン体ゼロというビールを売っています。

投稿: NI | 2010年5月26日 (水) 15時53分

食事での改善はつらいけど、やるしかないかなあ。おいしいものはプリン体が多いのでねえ。

ビールについては、アルコール自体が尿酸の排せつを阻害するとかいう話でした。

とある方に「プリン体ゼロのビールとノンアルコールビールと、どちらがマシなのか」と尋ねたら、「どちらもやめなさい」と言われまし

た。

コメント

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-580a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-b612.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-75db.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-580a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-b612.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5ff9ee.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-275535.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/2018-5289.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


投稿: 48K | 2010年5月27日 (木) 04時45分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 風のち雨のち風:

« ツマブキ改め・・・ | トップページ | カメムシ音頭（歌詞案） »
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48Kのブログ

« 風のち雨のち風 | トップページ | カメムシ班HP »

2010年5月27日 (木)

カメムシ音頭（歌詞案）

カメムシ音頭の歌詞をひととおり、考えてみました。次は作曲かあ～。

 

-------------------------------------------

カメムシ音頭

作詞：カシアス48K

 

アカギの山を　ナガメつつ

ホシに願って　ホソぼそと

ウズラウズラと　ヒメていた

ツノる思いを　とげたイネ

 

※はあっ～　

カメムシ　カメムシ　カメムシ　カメムシ

カメムシ音頭で　くっさくさー

 

口をスコット　イチモンジ

クロうなんかは　ナシにして

マルでエビイロ　ハナ模様

アオクサいのが　カスミます

 

※くり返し

 

ウシよりでっかい　ヨコヅナを

イトもたやすく　ツチをつけ

グンバイ　あがって　シラホシさ

メダカく　ニシキをかざります

 

※くり返し

-------------------------------------------

ちなみに、登場キャストは以下のように、実在するカメムシたちです。

アカギカメムシ

 

ナガメ

 

ホシカメムシ（類）

 

ホソヘリカメムシ

 

ウズラカメムシ
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ヒメカメムシ

 

ツノカメムシ（類）

 

イネカメムシ

 

スコットカメムシ

 

イチモンジカメムシ

 

クロカメムシ（＝イネクロカメムシ）

 

ナシカメムシ

 

マルカメムシ

 

エビイロカメムシ

 

ハナカメムシ（類）

 

アオクサカメムシ

 

カスミカメムシ（類）

 

ウシカメムシ

 

ヨコヅナサシガメ

 

イトカメムシ

 

グンバイムシ（類）

 

シラホシカメムシ

 

メダカナガカメムシ

 

ニシキキンカメムシ

●淀川展まで、あと57日

 

2010年5月27日 (木) 作詞 | 固定リンク

« 風のち雨のち風 | トップページ | カメムシ班HP »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24203169/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-b612.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-75db.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/hp-40bf.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24203169/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b8279a.html


思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

カメムシ音頭なかなかの力作だと思います。しかし、ちょっと玄人受けするケイで、素人の人にはなじみにくいですね。でもパフォー

マンスをするとしたらちょっと浮いて、ちょっと哀愁感が楽しめるかも。幼児教育では「ペープサート」という手法があって、幼児の理解

を助けるために、大きくした絵や写真の看板のような物を見せながら話をすることがあります。音頭では、登場するカメムシの絵か

写真を早回しのように見せながら進めるという方法がありますね。　　　

投稿: psylla38 | 2010年5月29日 (土) 09時37分

どうもありがとうございます。虫が実在するものであることを、うまく表現したいです。もし動画にできれば、標本写真か生態写真を見

せながらというのが可能かもしれません。

投稿: 48K | 2010年5月29日 (土) 17時43分
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メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： カメムシ音頭（歌詞案）:

« 風のち雨のち風 | トップページ | カメムシ班HP »
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48Kのブログ

« カメムシ音頭（歌詞案） | トップページ | 休館日の仕事 »

2010年5月29日 (土)

カメムシ班HP

今頃になってですが、HP開設しました。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/projectY-kamemushi.html

●淀川展まで、あと55日

2010年5月29日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« カメムシ音頭（歌詞案） | トップページ | 休館日の仕事 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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48Kのブログ

« カメムシ班HP | トップページ | 黒船来航2010 »

2010年5月31日 (月)

休館日の仕事

　今日は休館日。展示室での質問や問い合わせの電話もないが、あわただしい１日だった。 

　午前は昨年度の普及行事のまとめ作業と、昆虫合宿と種子島合宿の関係の雑務でつぶれた。昼ご飯をか

きこんで、午後は幟（のぼり）と看板の撤去作業。昨日で恐竜展が終了したのと、今年度から広報担当になっ

たからである。何とか無事に終了。だいぶしんどかった。 

　淀川展関連の業務、いくつか、今日やろうと思っていたのが残ってしまった。 

●淀川展まで、あと53日 

2010年5月31日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« カメムシ班HP | トップページ | 黒船来航2010 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 休館日の仕事 | トップページ | 彼はナース »

2010年6月 1日 (火)

黒船来航2010

　今年も始まった。５月下旬に来たポスドクの共同研究者につづき、その研究室の教授が、今日の晩に関空

からご来日。 

　 

　フィールドや近隣の大学の研究室訪問など、10日ほど相手する必要がある。 

　今日は京大上賀茂演習林、明日も関連のフィールドワークの予定。 

●淀川展まで・・・ 

　あと何日か書くのはやめよう、と思うぐらいしんどいです。

2010年6月 1日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 休館日の仕事 | トップページ | 彼はナース »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 黒船来航2010:

« 休館日の仕事 | トップページ | 彼はナース »
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@niftyが提供する
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いて
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« 黒船来航2010 | トップページ | アメリカ人へのお土産は？ »

2010年6月 6日 (日)

彼はナース

　黒船に乗って来た人を連れて、近隣の大学の昆虫研究室へ。時間をとってもらって、研究施設を案内しても

らった。 

　客人に感想を聞くと「ヒー・イズ・ナース」とのこと。 

　通訳（？）のカナダ人共同研究者によると、氏はテネシー州の出身で、南部の方言とのこと。He is niceと言

いたかったんだそうな。 

　他にもヒー・イズ・カーン（He is kind）とか、イッツ・マーン(It's mine）とか言っていた。 

　んん、英語の方言は難しいなあ。 

●淀川展まで、あと何日だろう。

2010年6月 6日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 黒船来航2010 | トップページ | アメリカ人へのお土産は？ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信
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この記事へのトラックバック一覧です： 彼はナース:

« 黒船来航2010 | トップページ | アメリカ人へのお土産は？ »
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48Kのブログ

« 彼はナース | トップページ | 甲虫学会・大阪大会 »

2010年6月10日 (木)

アメリカ人へのお土産は？

　今日は休暇を取って、黒船様の相手・・・。家族のために、何か日本のおみやげを買いたいというので、茶屋

町の梅田ロ■トへ。以後のアメリカみやげの参考になるかもと思い、黒船様が購入されたものを以下に記しま

す。 

・手ぬぐい（桜の花びらがちりばめられたもの） 

・箸（桜の材） 

・扇子（トンボ柄）：このあたりは虫屋である。 

・招き猫：福を招く置物であることを説明した。さすがロ■トにはファンシーな招き猫がたくさんある。 

・香水：あまりきつくないもの。日本的と思われたらしい。 

・植物の柄の記念切手（これは中央郵便局で購入） 

　夕方の飛行機とのことで、昼食は梅田の高層階にある、お好み焼き屋へ。梅田界隈は高層ビルの建設ラッ

シュで、見晴らしは悪くなるばかりである。お好み焼きは家で作ることはあるが、たまに店で食べると、やはり、

おいしいなあ。黒船様がおいしいと思われたかどうかは知らないが。 

　そのあと、新大阪からの関空直通列車に放り込みました。 

●淀川展まで、秒読みです。

2010年6月10日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 彼はナース | トップページ | 甲虫学会・大阪大会 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

外資系会社で働く親子@豊中のお父さんです。

今の上司はカナダ人。帰る間際には大抵頼まれているお土産を思い出します。

"イシェミャケ"と念仏のように唱えて焦るのは奥様のリクエスト。

日本ブランドのファッションがお気に入りなんですって。

来月はオーストラリア人が初来日するので観察しときます。

滋賀県に４泊のみなので日本の自然は満喫できそう。

投稿: 親子＠豊中 | 2010年6月10日 (木) 22時43分

"イシェミャケ"ですか。それは高くつきますね。

私の地元の滋賀県で、４泊もされるのですね。それはオージービーフとオーミービーフと、どちらが美味いか、聞いてみてください。

投稿: 48K | 2010年6月13日 (日) 14時13分
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« アメリカ人へのお土産は？ | トップページ | 今年のナイトミュージアム予行練習 »

2010年6月13日 (日)

甲虫学会・大阪大会

　2010年11月13日（土）・14日（日）に大阪市立自然史博物館で、甲虫学会の年次大会が開かれる。大阪をベ

ースにした（旧）甲虫学会と、東京をベースにした（旧）鞘翅学会との合併記念大会で、開催する側としては、そ

れなりにプレッシャーがある。 

　昨日（12日：土）にその実行委員会が開かれた。まあ、いろいろしんどいだろうけど、楽しみにできる要素も

盛り込みながら、準備をしていきたいと思っている。 

●淀川展まで、あと40日
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48Kのブログ

« 甲虫学会・大阪大会 | トップページ | トリプルヘッダー »

2010年6月18日 (金)

今年のナイトミュージアム予行練習

　昨日は本館窓口当番・・・。夕方から出かけて、そのあと、戻ってきた。仕事が終わらなかったからである。 

　でも、とてもくたびれたので、ナウマンホール（展示室）で横になった。ナウマンゾウやマチカネワニが何かを

語りかけてくる気がした。 

　そういえば、行事「ナイトミュージアム」（９月18日）の今年の担当だが、気温がどんなものか、想像がつかな

いという話をしていた。今までは真夏の行事だったからなあ。でも、もしかして、ちょうど今頃のような気温なの

かもと、寝ながら思った。 

　調べてみたら、平年値の最高気温、最低気温から見ると、６月22～27日ぐらいの気温らしい。 

　朝方まで寝てみて、予行練習をすればよかったが、やっぱり帰ることにした。 

●淀川展まで、あと35日 

●去年のナイトミュージアムのようすは、こちらに書かれています。 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/diary2009.html
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48Kのブログ

« 今年のナイトミュージアム予行練習 | トップページ | 虫めづる姫君 in アメリカ »

2010年6月20日 (日)

トリプルヘッダー

　19日（土）は行事３つ・・・。体調（ヒザ）が思わしくなく、朝起きた時は、今日が乗り切れるのかどうか、不安い

っぱいだった。、 

　午前10時からビオトープ。海外へ出かけたMさんの代打。あまり話せるネタが無いというので、ビオトープ関

連として騒音計設置手伝いをしてもらった。コードをカバーする作業が毎年、かなり大変なのだが、本当に助

かった。 

　午後１時からは夏の種子島合宿の事前勉強会。世話役仲間らが魅力を存分に伝えてくれ、心配された最少

催行人数割れはおろか、だいぶ定員オーバーで、宿やバスの手配をしなくてはならないという嬉しい悲鳴に。 

　午後５時半から月例ハイキング「淀川でライトトラップ」。歩くのは回避させてもらって、樟葉でのライト設営に

専念。オオクロコガネ、オオコフキコガネ、オオサカスジコガネ、ハンノヒメコガネ、ナミコガネ、セマダラコガ

ネ、ドウガネブイブイなどが飛来。大阪の名をもつオオサカスジコガネは６月にしか出現しないが、無事に見ら

れてよかった。雨もほとんど降らなかったし。 

　朝はどないしようかと思ったが、結果的には楽しい１日だった。仕事は忙しいと嘆くのではなく、前を向いて楽

しみながらこなすのが、心にも身体にもいいことだと思った。まあ、いつもこうはいかないんだけど。 

●淀川展まで、あと33日 
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48Kのブログ

« トリプルヘッダー | トップページ | 大阪市内のヒラズゲンセイ »

2010年6月21日 (月)

虫めづる姫君 in アメリカ

　朝日新聞の「ひと」欄に、アメリカの元・昆虫少女が日本の昆虫文化や日本人の昆虫愛を取材し、編集した

ドキュメンタリー映画のことが紹介されていた。タイトルは朝日新聞によれば「カブト東京」とのことだったが、原

題は「Beetle Queen Conquers Tokyo」というらしい。米国内の客足はさえず、日本での上映予定は今のところ

はないとのこと。

　取材には大阪にも来ているらしい。いったいどんな扱われ方をしているのか見てみたいものである。他の方

のブログなどによれば、虫ごときに高額を支払う人が登場したりするらしい。日本人特有の昆虫文化を、ポジ

ティブにうまく表現していてくれるといいのだが。

　８月にアメリカへ行く機会があうので、訪問地でやっていないか調べてみたが、残念ながら渡米中に見に行

ける場所はなかった。

　話題になれば日本で上映するところも出てくるだろう。

●映画の公式HP

http://beetlequeen.com/home.html

●淀川展まで、あと32日

2010年6月21日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« トリプルヘッダー | トップページ | 大阪市内のヒラズゲンセイ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

貴君の周りには虫愛ずる　”姫”ではなく、虫愛ずる”おばさま”がようさんいたはりますね。東京でも同じでしょうか？　それとも関西

だけ？　そう言えばカミキリのＳ藤さんやＴ田さんは関東ですね。

投稿: NI | 2010年6月22日 (火) 11時55分

外国人の研究者を日本の昆虫関係学会に連れて行ったら、「なんでこんなに男ばっかりで、女性が少ないのか？」と、かなり驚か

れます。

出身大学の昆虫学教室は、昆虫研究室としては日本最古ですが、私の入学時点で、100年の歴史の中で、女性の卒業生は過去

１人でした。

こないだ久々に訪問したら、女子学生が何人もいたので、まあ、時代が変わったということでしょうか。

投稿: 48K | 2010年6月22日 (火) 19時58分

理系に女性が増えてきたのはどの学部も同じです。母校へ時々ゆくと、梅田辺りを歩いているいまどきの恰好をした女の子が沢山

いました。先生、ちょっかいを出したらだめですよ、と冗談を飛ばしました。私のころもわずかにいましたが、化粧なしで髪もほったら

かしで実験していました。性別が雌というだけの人ばかりでした。うちの開発部にも可愛い工学研究科修了（つまり昔の修士）の女

の子が沢山おり、トナーで汚れながら実験をしています。

投稿: NI | 2010年6月23日 (水) 08時58分
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48Kのブログ

« 虫めづる姫君 in アメリカ | トップページ | 昆虫採取入門講座の展翅・展足板 »

2010年6月22日 (火)

大阪市内のヒラズゲンセイ

　ヒラズゲンセイの大阪市内からの持ち込みが相次いでいる。土曜日は長居公園近くの神社、今日は阿倍野

区。 

　大阪市内ではこれまで、住吉区、東住吉区、阿倍野区の記録はあるが、天王寺以北はまだ記録がないよう

だ。本当なら、天王寺公園、大阪城公園や靭公園など、見て回りたいところだ。あと未記録の滋賀県など

も・・・。ああ、もうちょっと、仕事量が少なくならないかなあ・・・。 

　写真はヒラズゲンセイのオス同士を近づけたところ、大きい方が大あご全開で、小さい方に向かっていった

ので、テクニカルノックアウトにしました。たしか、首ねっこに食いいって、ひきちぎるとかいう話・・・。標本がも

ったいないからです。 

●ヒラズゲンセイのページはこちら 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/hirazugensei.html 

（グー●ルで「ヒラズゲンセイ」を検索するとトップに出ます） 

●淀川展まで、あと31日

2010年6月22日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 虫めづる姫君 in アメリカ | トップページ | 昆虫採取入門講座の展翅・展足板 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

長居で採れるんですか？！＊＃％　臨南寺は幼少の頃の採集練習の場。そのころにそんなのが採れたらひっくり返ったやろなぁ。

そのころの一番の珍品はキマダラカミキリかマイマイカブリやったと思います。

投稿: NI | 2010年6月25日 (金) 12時00分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/in-2cbd.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-0fa4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/06/22/hirazugenseimatch.jpg
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/hirazugensei.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-2ffd.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/in-2cbd.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-0fa4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5ff9ee.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-275535.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/2018-5289.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 大阪市内のヒラズゲンセイ:

« 虫めづる姫君 in アメリカ | トップページ | 昆虫採取入門講座の展翅・展足板 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-2ffd.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/in-2cbd.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-0fa4.html


48Kのブログ

« 大阪市内のヒラズゲンセイ | トップページ | 自然史博物館・大喜利＜た行＞ »

2010年6月28日 (月)

昆虫採取入門講座の展翅・展足板

　土日に友の会「昆虫採集入門講座」が開かれた。もう20年以上もやっている行事・・・。今回は京都・京北が

会場だった。１日目は雨で悲惨だったが、２日目は雨があがって、昆虫採集ができた参加者も多かったよう

だ。トラップにオサムシも入ったようだし・・・。 

　今回は手作りの展翅板・展足板を使用した。作り方を忘れぬよう、以下に記録しておく。 

(1)スタイロホームという発泡ポリスチレンフォームの断熱材（厚さ20mm）をホームセンターで買ってきて、縦

150mm、横75mmの大きさで切り出す（写真１）。

(2)CPパネル（厚さ7.5mm）を縦150mm、横32.5mmの大きさで切り出す（写真２）。

(3)展足板は(1)に紙を四隅に待ち針で貼り付けて使用する。 

(4)展翅板は(2)（２枚）を10mm程度、間隔をあけて(1)に待ち針で固定して使用する。 

(5)持ち帰りは発泡スチロール箱（内寸240mm×155mm×55mm）に入れる（写真３）。(1)がちょうど３つ、入る

大きさとなっている。

(6)帰宅後は蓋を開けて、しばらく標本を乾燥させたあと、ラベルをつけて、そのまま標本箱として利用する。

●淀川展まで、あと25日
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« 大阪市内のヒラズゲンセイ | トップページ | 自然史博物館・大喜利＜た行＞ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

合宿お疲れ様でした。2日連続で降られたら困るだろうなと心配していましたが、皆さんの心がけが良かったのか、日曜日にかなり

好天部分が入って良かったですね。展翅板も展足板もユニークで、感心しました。使えますね。

投稿: psylla38 | 2010年6月28日 (月) 23時47分

発泡ポリスチレンよりは発泡ポリエチレンの方がよいです。ポリスチレンはナフタリンやパラゾールに解けます。それとヒラズゲンセイ

の項目の変なコメント消したほうがよいかと。

投稿: NI | 2010年8月 4日 (水) 07時37分

コメントありがとうございます。ポリエチレンのフォームを探してみます。変なコメント消しました。

投稿: 48K | 2010年8月 5日 (木) 06時42分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 昆虫採取入門講座の展翅・展足板:

« 大阪市内のヒラズゲンセイ | トップページ | 自然史博物館・大喜利＜た行＞ »

コメント

コメントを書く

トラックバック
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48Kのブログ

« 昆虫採取入門講座の展翅・展足板 | トップページ | セミの羽化観察会（２連荘） »

2010年7月11日 (日)

自然史博物館・大喜利＜た行＞

　ブログの更新が出来ないぐらいの日々でした。

　こういう時こそ、余計な仕事が、はかどるのも事実・・・。

　自然史博物館大喜利＜た行＞を完成させました。以下をごらんください。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/hakubutukan-manga-ta.html

2010年7月11日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 昆虫採取入門講座の展翅・展足板 | トップページ | セミの羽化観察会（２連荘） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 自然史博物館・大喜利＜た行＞:

» 大喜利 [ちょび(゜▽゜☆)]

存分に大喜利を楽しんで [続きを読む]

受信： 2010年7月14日 (水) 06時05分

« 昆虫採取入門講座の展翅・展足板 | トップページ | セミの羽化観察会（２連荘） »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 自然史博物館・大喜利＜た行＞ | トップページ | 特別展「みんなでつくる淀川大図鑑」 »

2010年7月19日 (月)

セミの羽化観察会（２連荘）

　17日（土）は長居公園、18日（日）は高槻市芥川緑地で、それぞれセミの羽化観察会だった。 

　長居公園は事前申込制にはしていなかったが、開始時間前後に受付テーブルまわりに600人ほどの人が集

まってしまい、ほんとに焦った・・・。 

　高槻のほうは60人ぐらいの適切な人数で、適切な数のアブラゼミの羽化を観察できた。芥川の近くで灯した

400Wの水銀灯にも、たくさんのヒメドロが来ていた。さぁ、標本作って、分布図に盛り込むぞぉ～。 

●淀川展まで、あと４日

2010年7月19日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 自然史博物館・大喜利＜た行＞ | トップページ | 特別展「みんなでつくる淀川大図鑑」 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： セミの羽化観察会（２連荘）:

« 自然史博物館・大喜利＜た行＞ | トップページ | 特別展「みんなでつくる淀川大図鑑」 »
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« セミの羽化観察会（２連荘） | トップページ | なにわのナチュラリスト（その後） »

2010年7月26日 (月)

特別展「みんなでつくる淀川大図鑑」

　特別展「みんなでつくる淀川大図鑑」が24日に開会した。私自身は2008年から２年半ほど調査に歩き回っ

た。感慨は大きい。 

　しかし、「やりたい」と言ってできなかったことも少なくない。 

（１）カメムシシアター（写真）　試行錯誤はしたんだけどねえ。カメムシを甘くみていた。意外にデリケートな虫

なのである。 

（２）Y２(O) 北摂の温泉めぐり。伏尾、箕面、能勢など、入りに行ったんだけど。 

（３）カメムシ音頭の作曲と振り付け。 

　他にもあるなあ。

2010年7月26日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« セミの羽化観察会（２連荘） | トップページ | なにわのナチュラリスト（その後） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

(・_・)エッ....?　「みんなでつくる・・・」なんですけど・・・

カメムシシアターをみんなでつくれなかったお気持ちはお察ししますが

投稿: HERLOCK | 2010年7月26日 (月) 19時40分

なおしました。すみません・・・。

ボケてますねぇ・・・。

投稿: 48K | 2010年7月26日 (月) 21時55分
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いて
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 特別展「みんなでつくる淀川大図鑑」:

« セミの羽化観察会（２連荘） | トップページ | なにわのナチュラリスト（その後） »
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48Kのブログ

« 特別展「みんなでつくる淀川大図鑑」 | トップページ | ２連休 »

2010年7月27日 (火)

なにわのナチュラリスト（その後）

　シバカワツリアブという少し珍しいアブの仲間がいて、「シバカワって誰？」と思っていた。明治時代に活躍し

た大阪出身の在野の昆虫研究家、芝川又之助氏にちなむことがわかり、2005年の「なにわのナチュラリスト」

展で少し紹介した。 

　先だって、芝川家に縁のところから、「取材したい」との申し出があった。私も関心があってので、お受けし

た。淀屋橋近くの有名なレトロ建築「芝川ビル」は芝川家と関わりがあるそうだ。 

　ナチュラリスト展では芝川氏の遺稿集「紫水遺稿」を引用したが、実はこの本はシリーズになっており、都合

３冊あるらしい。博物館には１冊（所蔵標本リスト）しかなかったが、あとに２冊は芝川氏の日記で、各地への

採集旅行や日常のこと（●●氏といっしょに●●へ採集に行った、など）がたくさん書かれており、虫の名前も

随所にたくさん出てくる。明治時代当時の昆虫相を知る上で、とても重要な資料である。 

　取材相手先（千島土地）のブログに取材いただいたことが掲載されているので、こちらもご覧いただきたい。 

http://blog.goo.ne.jp/chishima-archive/e/b9b9802160aa1fce7c5eb88ad1405677 

●淀川展、好評開催中

2010年7月27日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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この間ＮＨＫで芝川ビルの紹介（建築物として）がかなり長くあってましたね。跡継ぎの方も出ていたような・・・
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« なにわのナチュラリスト（その後） | トップページ | せみ展2010 in 大阪 »

2010年7月29日 (木)

２連休

　怒濤のような特別展準備で、代休がたまっていたので、昨日と今日は２連休です。 

　昨日は午前は博物館行事「ジュニア学芸員になろう」の下見の下見。N学芸員（第四紀研究室）、S学芸員

（植物研究室、水草のほう）とともに、高槻市摂津峡へ。 

　 

　午後は森ノ宮へ。某団体から頼まれた「セミのぬけがら見分け方講習」。 

　夕方は同じく某団体の「セミの羽化観察会」。大阪城公園。 

　終了後は難波へ。友の会「昆虫採集入門講座」の反省会。飲みながら来年のスムーズな運営のため、いろ

いろ議論。 

　先だって行った長居公園の幟（のぼり）設置作業が残ってしまったので、今日は午後後半から、その作業を

します。そのあと、友の会の事業検討の会議があります。種子島合宿(8/6-8)、ナイトミュージアム(9/18-19)、

秋祭り(10/17)の、それぞれ主担当になっているので、さぼるわけにはいかないので、これから長居公園に行

きます。 

　充実しすぎる２連休になりそうです。 

●特別展「淀川大図鑑」開催中。 

2010年7月29日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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当方、オーストラリア人襲来で明後日の土曜日は約４０日ぶりのお休みかも。

宿題の近江牛を食していただいた感想は「おいしいけど赤身のOZビーフがヘルシー」「OZはそれをわかっているので霜降りに興味

なし」ですって。これにて宿題完了。
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« ２連休 | トップページ | 種子島合宿 »

2010年8月 5日 (木)

せみ展2010 in 大阪

　ミュージシャン「ゴンチチ」のチチ松村さんが主宰の「せみ展」です。

http://www.14thmoon.com/blog/14/14thmoon.cgi?date=2010.09.01 

　９月３日は「セミの日」です。セプテンバーの、みっか、だからです。 どんな作品が並ぶのか、とてもとても楽

しみです。

2010年8月 5日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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去年のチチ松村さんとの対談で、彼が言っていたセミの日ですね。「セミの店」は私も見に行くのを楽しみにしています。グッズを買

いそうなので、財布には1000円だけ入れていくことにしよう！
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« せみ展2010 in 大阪 | トップページ | 真夏の原稿書き・・・ »

2010年8月 9日 (月)

種子島合宿

　博物館友の会「種子島合宿」が８月6日～８日に開かれた。世話役含めて89名の参加があった。主担当だっ

たので、段取り確認や進行などで忙しかった。おおむね無事に済んでよかった。

 

　海岸では、イカリモンハンミョウがもっとも普通だった（写真）。他にたくさん見られたハンミョウは、ハラビロハ

ンミョウ、ヨドシロヘリハンミョウ・・。どれも関西ではほとんど見られない種類である。 

　南方の昆虫も見られた。チャイロテントウ、ハマゴウハムシ、ヨツモンカメノコハムシ、クロイワツクツク、ツマ

ベニチョウ。 

　できれば屋久島にも立ち寄って・・・、と思っていたが、いろいろすべき仕事も多いので、伊丹直行便で帰って

きた。

2010年8月 9日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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小さな島に８９人も押し寄せたら、虫が採れへんですがな。島の観光には貢献しそうですが。

ところで、甲虫学会の分科会を申し込んだ際に、パワーポイントの使えるパソコンをお願い

しましたが、何とかなるでしょうか。非常に困っております。

投稿: NI | 2010年8月 9日 (月) 14時56分
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この記事へのトラックバック一覧です： 種子島合宿:

« せみ展2010 in 大阪 | トップページ | 真夏の原稿書き・・・ »
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48Kのブログ

« 種子島合宿 | トップページ | アメリカ紀行2010 »

2010年8月11日 (水)

真夏の原稿書き・・・

　黒く日焼けした顔を見せると、種子島で遊んできたように思われてしまうのがくやしい。

　そんな種子島からは即日に戻り、アメリカでのシンポ （８月17〜19日）での発表原稿（ポスター）に着手。共

同発表者と少しやりとりして、何とか仕上がった。プリントはアメリカ側でしてくれるというので、この件は落着。

　あとはセミ関連で頼まれていて、すでに締切が過ぎている原稿が２つある。ひとつはだいぶ前に催促の電話

が来た。もう燃え上がっている感じだ。

　あ"あ"〜〜、だずげでぐれ"〜〜。

2010年8月11日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 種子島合宿 | トップページ | アメリカ紀行2010 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 真夏の原稿書き・・・:

« 種子島合宿 | トップページ | アメリカ紀行2010 »

コメント

コメントを書く

トラックバック
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無料ブログはココログ！
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いて
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 真夏の原稿書き・・・ | トップページ | 永住するなら・・・ »

2010年8月16日 (月)

アメリカ紀行2010

●Hamden, CT

　コネチカット州ハムデン市に滞在。アメリカ農務省・森林局・北部研究所(Northern Research Station, USDA

Forest Service)がある。ここでカサアブラムシや甲虫関連の標本調査、それと施設同士の標本交換の作業

に、ほぼ時間を費やした。 

　研究関連の真面目なことは、また別の形で紹介するとして、雑談でわかった現地のことを少し記す。 

・日本でビールやお酒が自販機で買えることに、とても驚かれた。アメリカでは州によって違っていて、コネチカ

ット州では、ビールの販売はスーパーでは可能だが、ウィスキーなどは酒屋しか売ってはいけない。また、日

曜日はビールを含め、酒類の販売はいっさい禁止。別の州では、そういう規制は何もないらしい。 

・コネチカットでは冬の朝は冷え込む。札幌に住んでいたころ、冷え込みそうな朝の前夜に水道管の水を抜く

作業をしていたが、ここでは水道管はかなり地中深くに埋めてあるので、そういう作業はいらないそうだ。た

だ、さすがに屋外の水撒き用の水道は使えないらしいが。 

・どの車にも、助手席側（アメリカでは右）のドアミラーに必ず、「ミラーに見えているものは実際には、より近く

にあるから注意せよ」と書いてある（写真）。法的に決まっているものらしい。「全部の車にわざわざ書くほどの

ことか？」と言ったら、アメリカではしばしば、そういうとてもご丁寧な注意書きがあるそうで、ホットコーヒーを買

ったら、「このホットコーヒーは熱い（ホット）、だから注意せよ」とかカップに書いてあったりするそうだ。まあ日

本でもあるかなあ。カップラーメンに、「お湯を注げ、でもお湯の扱いには気を付けろ」という意味のことを、も

のすごく丁寧な表現で書いてあったような気がする。 

・「アメリカの家はどこも広くて、いろいろ壁飾りが多くて、家族の写真を飾って家族を大事にしているなあ。そ

れにどこもきれいに掃除されているし」と言ったら、まあそうでもなくて、いわゆる「捨てられない病」の人がちょ

くちょくいるらしい。その人の家はすごいらしい。日本にもいるけど、アメリカの大きな家でそれだったら、それ

はかなりすごいんだろう。 

・農務省森林局は市民といっしょの昆虫分布調査というのは、今まであまりやってこなかったが、最近、タマム

シを狩る習性のあるハチの市民調査をやっているらしい。目的は当地で問題になっているトネリコにつくナガタ

マムシ（Emerald Ash Borer：東アジア原産）の生物防除の可能性をさぐることらしい。分布図を見せてもらった

が、コネチカット州内でだいぶプロットが集まっているようすだった。方法は裸地（行ったところは野球のグラウ

ンドの内野）で巣穴を探し、小さな穴の空いたプラスチックの薄い板で覆う。ハチはタマムシを狩って巣穴に帰

ってくるが、獲物は巣穴に入れられないので、巣穴周辺でまごまごしている、というわけのようだ。 

・同じ場所（野球のグラウンド）で先月、セミを狩るハチ（cicada killer）が巣を作っていたとのこと。残念ながら、

行った時には見られなかったが、標本はもらった。 

-----------------------------

●570miles　2010年8月21日
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　バージニア州を出発し、コネチカット州までの移動日。その距離、570マイル＝ 900km。大阪－仙台を１日で

走りつづけたことになる。走行時間は10時間余り、ガソリンは２回、補給した。 

　とあるスタンドは、１ガロン2.8ドルだった。リッターあたり63円ぐらい。「アメリカではガソリンは市民の暮らしに

かかせないから、安く抑えられているんだ」というが、それでも日本で倍も支払っているとは、納得いかないな

ぁ。

----------------------------------

●Blacksburg, VA　2010年8月20日

　ノースカロライナ州からバージニア州へ入った。共同研究者のいるバージニア工科大学（同州ブラックスバー

グにある）にたどり着いた。 

　ほとんど車で走っただけだが、ところどころの休憩時間に昆虫などを見た。 

　Giant Swallotailというアゲハチョウ。どこにでもいっぱいいるチョウ。 

　Red-spotted purpleか？ 

　Cycloneda mundaという学名のテントウムシ

--------------------------------------------------

●Blue Ridge Parkway, NC/VA　2010年8月19日

　シンポの３日目。この日本原産のカサアブラムシの退治を、今年から来年にかけて、どうやって進めていくか

の話し合いが行われた。いくつかの研究室では、これまで進めていた材料を止め、日本で新しく見つかった天

敵の研究にシフトすることも決めたようだ。 

　それに伴い、さしあたって10月に日本へ調査に行く、ということにもなってしまった。まあ、こうなることは覚悟

はしていたけど、また仕事が増えるなあ・・・。 

　Ashvilleでの３日間のシンポが終了し、ニューヨークの東にあるコネチカット州までの長い車の旅が始まった。

アパラチア山脈の東側にあるBlue Ridge Parkwayを進み、アメリカではミシシッピー川以東で最高の標高地で

あるMt. Mitchell(標高2,181m)などを通った（山がなだらかなので、頂上まで車で行けてしまう）。 

　日本原産の虫が悪さをしているというが、Blue Ridgeにある森や民家まわりを見ていたら、本当にお互い様じ
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ゃないかと思う。アメリカシロヒトリ（写真１）、ブタクサ、オオブタクサ、セイタカアワダチソウ、クモガタテントウ

なんかは、どれも北米原産であり、日本でもごく普通だ。

　まぁ、マメコガネ（写真２）、クズ、ナミテントウといった東アジア（日本含む）原産のものが、ここアメリカで目に

付くのも確かだけど・・・。

写真２：マメコガネ。現地ではJapanese Beetleとして有名。

　どちらが原産であっても、日本で幅を効かせているやつは、アメリカでもそうである、というのが面白いもので

ある。特にオープンランドの景観は、お互いに必然的にそっくりになってしまう。

---------------------------------------------------------

●Twin Creeks Science and Education Center　2010年8月18日

今日はシンポの２日目。１日中、座って講演を聴いていた。 

特にここで記すような話題がないので、少し前に戻って、Great Smoky Mountains National Parkで訪問した

Twin Creeks Science and Education Center について記してみたい。 

http://www.tradelineinc.com/profiles/B334791C-2B3B-B525-850B80FDC50BF97F 

2007年にオープンした新しい施設。どちらかというと一般向けというよりは研究者向け。中には標本室があっ

て、この国立公園に生息する動植物の標本を精力的に収集している。 

アメリカの有名な国立公園なので、調査が行き届いているのかというと、全くそんなことはない様子だった。と

ある昆虫のグループについて、まじめに調べたら、40種から一気に260種に記録が増えたということもあったよ

うだ。 

この種数は、そのグループの北米東部における約半数にあたるというから、ここの多様性の高さと、未調査部

分の多さを実感した。 

面白かった標本が、アメリカサンショウウオ。北米東部で記録された最大のものを見せてもらった。「でも、あ

んたの国（日本）にいるやつよりは、ずいぶん小さいけどねぇ・・・」。 

こんなような解説をずっとしてくれたのは、専門が甲虫分類研究者である。このセンターを拠点に山々を歩き

回り、昆虫はもちろん、さく葉標本（植物）、菌類、哺乳類なども自分で採ってきて、標本を精力的に作って、記

録をしているとか。 

んん・・・、私も見習わなくては・・・。こんど、ホネホネ団に入団するかなあ。 

-----------------------------------------------------------

●Ashville, NC 2010年8月17日

　ノースキャロラナ州アシュビルでのシンポ初日。今日はカサアブラムシの生物防除がメインで、近しい共同研

究者らが口頭発表していたので、まじめに聞いた。英語の講演は人によって、聞きやすい人とそうでない人が

いる・・・。まぁ、日本人同士でもそうなんだけど・・・。私自身はポスターを無事に貼り終えたので、明日のポス

ターセッションの時間に臨むのみ・・・。 

　午後の終わりには懇親会が開かれた。屋外だが屋根のあるので、さっきから降ってきた雨にも対応できた
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ようだ。大阪の所属先でも、学会開催時に、こういう雰囲気の懇親会ができるといいんだけどなぁ・・・。 

　しばらくすると、会場の片隅が何か騒がしい。「シカダー(cicada)！」と叫んでいるので、見に行ってみると、シ

カダキラーcicada killerというハチがセミを襲っているのだった。そんなハチが存在することは、セミ展の時に同

僚Mさんに教えてもらって知ったのだが、目の前でそれが見られて感激した。 

　しかし、近くにいた１人は「ハチに刺されてはかなわなん」とばかりに、そのハチとかかえているセミをコップに

入れて、会場の外へ放り出してしまった。 

　私は当然ながら、すぐに放り出したところへ走っていった。ハチはしばらくセミを探しているようだったが、あ

きらめて飛び去った。地面を少しさがしたら、襲われたセミが落ちていた。 

　やはりTibicenだが、おとといテネシー州で見たセミと、少し模様が違うようだ。ハチの毒でもうまったく動けな

い様子（死んでいるのか麻酔されているのかは不明）。 

　ちなみに今年は周期ゼミの発生はありません（残念）。

--------------------------------------

●グレートスモーキーマウンテン国立公園　2010年８月16日

　午前中はテネシー大学で施設見学をしたあと、カサアブラムシ関連のシンポが開かれるノースカロライナ州

アッシュビルへ移動。アパラチア山脈を西から東への横断であるが、日本でいうほど険しいものでは全くない。

　途中でグレートスモーキーマウンテン国立公園（写真１）を通った。ここはアメリカの国立公園で最も生物多

様性があると言われるところで、世界自然遺産にも選定されている。こういうところの森は、木々の幹がとても

太い。水の流れもあって潤っており、いかにも虫の多そうなところである。

　ただ、山脈の峠近くから見渡してみると、森の中に枯れた樹がたくさんあるのが目立つ。これが全てカナダツ

ガで、日本原産のカサアブラムシのために故死しているである。この森の中で、これだけたくさん枯れれば、

確かに影響はかなり深刻と言わざるを得ない（写真２）。

http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/18/100817ashvilletibicen.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/17/100816greatsmoky01.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/08/17/100816greatsmokymtns.jpg


　公園のショップでは、「ツガの樹を守ろう」というTシャツまで売っていた。 

http://www.smokiesstore.org/browse.cfm/4,938.html

----------------------------------

●テネシー州ノックスビル（2010年８月15日（午後））

　３時間遅れでテネシー州ノックスビル(Knoxville)に到着。シカゴでの入国審査が長蛇の列で、ずいぶん時間

がかかり、予定の飛行機に間に合わず・・・。３時間後に同じ行き先の便があってよかった。 

　ノックスビルの到着は夜の９時半だった。６月に来た共同研究者のボス（ジェロームさん）が迎えに来てくれ

た。空港の建物から出ると、木々がやかましい。どうもセミが夜に鳴いているようだった。 

　宿泊はジェロームさんのご自宅。アメリカ人の家に泊めてもらうのは何回目かな。どこも家がでかく、部屋も

きちんと片づいている。地下や屋上に物置スペースがあるそうで、そこはたいへんなことになっている（？）らし

い。 

　玄関のライトにセミが来ていたので、さっそくゲット。エゾゼミと同じTibicenの類だろうか。

 

--------------------------------------------------

●伊丹－成田－シカゴ－ノックスビル（2010年８月15日（午前））

　いろんな雑務も片付かないまま、アメリカへ旅立つ日がきてしまった。アメリカ本土は４回目だが、今までは

冬ばかりで、夏は初めて。

　とりあえず、シカゴまでが遠いなあ・・・。今はまだ伊丹です。
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48Kのブログ

« アメリカ紀行2010 | トップページ | 緑のおじさん＋そうじ＋α »

2010年8月28日 (土)

永住するなら・・・

　アメリカから無事に帰国。ちょうど24時間かかった。東から西への移動は時差ボケが比較的軽い。今日から

職場に出勤予定。 

　ドルを円へ換金しようかと思ったが、恐ろしい円高（１ドル84円）なので、少し様子を見ることにしよう。 

　アメリカはいろんな意味で、暮らしやすそうに見えた。 

　去年の今頃、「永住するなら青森」と言っていた。今年になってからは「種子島」と言っていた。でも今はアメリ

カ（あるいはカナダ）だと思っている。 

　まあ要するに、他人の家の芝が青いんだろうと思う。
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« 永住するなら・・・ | トップページ | 長居で大宴会？ »

2010年9月 1日 (水)

緑のおじさん＋そうじ＋α

　朝は廻ってきた緑のおじさん。黄色い旗を持って、小学生らの新学期を見送る。 

　家に帰って、ひさびさの掃除。５月ぐらいから超多忙で、掃除をやってなかった。新聞に「鳩山首相、辞任」と

書いてあった。 

　そのあと、「そうだったのか、アメリカ」（池上彰、2009、集英社文庫）を読書中。行ったばっかりなので、ほん

とに「そうだったのか」と思った（いい意味でも、悪い意味でも）。
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« 緑のおじさん＋そうじ＋α | トップページ | 琵琶湖・淀川水系固有の昆虫 »

2010年9月13日 (月)

長居で大宴会？

　訳あって、長居公園周辺で100人規模の大宴会ができる場所を探している。とある昆虫関係者の集まり。な

かなか難しい。天王寺まで行けばあるんだけど。

　そんな話をしていたら、とある方からアイディアをいただいた。長居には有名な斎場がある。臨●寺。昔は昆

虫採集で有名と言われたところ。縁（ゆかり）もある。100人ぐらいは軽く収容できる。

　電話してみた。

　やっぱり、あかんかった。
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【新刊紹介】「格助詞に着目した地名
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48Kのブログ

« 長居で大宴会？ | トップページ | ナイトミュージアム2010 »

2010年9月14日 (火)

琵琶湖・淀川水系固有の昆虫

　淀川展は好評につき、10月8日（金）まで会期が延長になりました。

　入口のところにある「琵琶湖・淀川水系固有の昆虫」の展示標本は、研究者の方々のご協力を得て、少し標

本を増やしました。

　ビワコエグリトビケラ、ハネカクシの一種（琵琶湖岸のみで見つかっている）などです。

　後者は新種発表につかわれた一部（パラタイプ標本）です。展示されている４つのうち、採集者は３つはS.

Shiyake、１つはT. Wadaさんです。

2010年9月14日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 長居で大宴会？ | トップページ | ナイトミュージアム2010 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 琵琶湖・淀川水系固有の昆虫:

« 長居で大宴会？ | トップページ | ナイトミュージアム2010 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-0373.html
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48Kのブログ

« 琵琶湖・淀川水系固有の昆虫 | トップページ | 乗鞍岳3,026m »

2010年9月17日 (金)

ナイトミュージアム2010

　明日とあさっては、博物館でのお泊まり行事、ナイトミュージアム。今年は主担当。

　名札を作製中。気持ち悪いかなあ？

2010年9月17日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 琵琶湖・淀川水系固有の昆虫 | トップページ | 乗鞍岳3,026m »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ナイトミュージアム2010:

« 琵琶湖・淀川水系固有の昆虫 | トップページ | 乗鞍岳3,026m »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/2010-3132.html
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48Kのブログ

« ナイトミュージアム2010 | トップページ | 新刊「日本の昆虫の衰亡と保護」 »

2010年9月27日 (月)

乗鞍岳3,026m

　北アルプス・乗鞍岳周辺で野外調査をしました。 

　日曜日は朝３時に起きて、御来光を拝みました。とてもきれいでした。日頃の悩みなどが、とても些細なこと

に思えました。心が洗われるというのは、このことなのでしょう。 

　この日の朝は天気がとてもよく、立山や白馬岳、中央アルプスや南アルプス、白山や浅間山も見渡せまし

た。富士山も南アルプス・北岳の脇から顔を出しているのがそうだと、近くにいたベテランのおっちゃんがおっ

しゃってました。中部日本の主な山は、ぜんぶ見渡せた感じでした。 

写真１は北方面（北アルプス）、写真２は南東方角です。

2010年9月27日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ナイトミュージアム2010 | トップページ | 新刊「日本の昆虫の衰亡と保護」 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

乗鞍は景色はいいですが、木が殆ど伐採されていてムシはもひとつやなぁ。家内の実家から誘いがかかるのですが、行ったことな

いです。

投稿: NI | 2010年9月28日 (火) 15時38分

コメント
@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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　乗鞍や御岳の針葉樹につく、とある未記載種が見つかっているので、行ってみたのですが、今回は見つかりませんでした。乗鞍

は虫はもひとつなんですかねぇ。私自身は周辺にも落葉広葉樹林も多くて、森を見る限りは悪くなさそうに思いました。まあ、スギ

林だらけの関西の山を見慣れているせいなんでしょうけど・・・。

投稿: | 2010年9月29日 (水) 00時58分

木が無く道路だけが渦巻いている景色だけを見ているための思いこみでしょうか。それより下に行くと原生林になっているのでしょう

か。可能でしたら、今度写真など拝見させてください。

投稿: NI | 2010年9月30日 (木) 16時59分

ああ、写真のところは高山帯（ハイマツ帯）ですから、特殊なもの意外、あまり虫はいないかも。

標高の下がった亜高山帯や落葉広葉樹林のあるあたりは、悪くないと思いました。

投稿: 48K | 2010年10月 1日 (金) 11時06分

魔利支天に宿泊してたことがあります。キベリタテハとか飛んでた記憶があります。吹き上げで上がってくるのかも。

標高の下がった東側の落葉広葉樹林帯はなかなか良かったです。

投稿: 親子＠豊中 | 2010年10月 2日 (土) 20時14分

白いドーム状の観測施設のあるところですね。

東側の落葉広葉樹林には、また月末に行くことになろうと思います。冬の虫を採る必要があるのですが、雪が降ってしまうと、到達

が相当、困難なので・・・。

投稿: ４８K | 2010年10月 3日 (日) 06時45分

信州は冬が早いですから、採集には気をつけないといけないです。ずう～～～～～っと昔、扉温泉へ１１月にオサ掘りに行ったので

すが、時すでに遅し、崖の土は完全に凍っておりました。あの頃は元気でしたので、松本から標高１４００ｍの扉までチャリンコで行

きました。

投稿: NI | 2010年10月 5日 (火) 13時13分

　扉温泉まで自転車ですか。私も昔、札幌から帯広まで、自転車で行ったのを思い出しました。襟裳岬経由でしたから標高差はあ

まりありませんが、何日かかったか、覚えていません。

　乗鞍は去年10月下旬にも行きましたが、上のほうは雪が積もっていて、スタッドレスタイヤを慌てて準備しました。信州の冬の早

さを実感しました。

投稿: 48K | 2010年10月 9日 (土) 06時37分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 乗鞍岳3,026m:

« ナイトミュージアム2010 | トップページ | 新刊「日本の昆虫の衰亡と保護」 »

コメントを書く

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/3026m-1ac2.html
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48Kのブログ

« 乗鞍岳3,026m | トップページ | 琵琶湖上で »

2010年9月29日 (水)

新刊「日本の昆虫の衰亡と保護」

日本の昆虫の衰亡と保護 

監修：石井実  

出版社：(株) 北隆館 

価格：3,500 円（税込）

４８Kも「気候温暖化がセミ類に及ぼす影響」というタイトルで部分執筆しました。

2010年9月29日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 乗鞍岳3,026m | トップページ | 琵琶湖上で »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 新刊「日本の昆虫の衰亡と保護」:

« 乗鞍岳3,026m | トップページ | 琵琶湖上で »

トラックバック
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48Kのブログ

« 新刊「日本の昆虫の衰亡と保護」 | トップページ | 自然史博物館大喜利＜は行＞ »

2010年10月 1日 (金)

琵琶湖上で

　Bワコ博物館と共同で調査をした。昆虫の調査なのだが、わけあって船で行った。 

　目標が大きすぎて、成果は出なかった。だが、成果を得るための方向性が、少しは見えたかもしれない。

2010年10月 1日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 新刊「日本の昆虫の衰亡と保護」 | トップページ | 自然史博物館大喜利＜は行＞ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 琵琶湖上で:

« 新刊「日本の昆虫の衰亡と保護」 | トップページ | 自然史博物館大喜利＜は行＞ »
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48Kのブログ

« 琵琶湖上で | トップページ | 甲子園への道（その１） »

2010年10月 3日 (日)

自然史博物館大喜利＜は行＞

立つ鳥、後を濁さず。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/hakubutukan-manga-ha.html

「あんたが濁すな」って？

2010年10月 3日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 琵琶湖上で | トップページ | 甲子園への道（その１） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 自然史博物館大喜利＜は行＞:

« 琵琶湖上で | トップページ | 甲子園への道（その１） »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 自然史博物館大喜利＜は行＞ | トップページ | 甲子園への道（その２） »

2010年10月 9日 (土)

甲子園への道（その１）

　甲子園へは前半に２回行ったきり。もう１度行きたいと思っていたが、後半は仕事が忙しいのと、チケットが

連続、満席つづきでかなわなかった。 

　一応、タイガースのファンクラブに入っているので、クライマックスシリーズの先行販売に応募できた（もちろ

ん抽選）。10月16日（土）から18日（月）が第１ステージだが、土日は行事と準備があるので不可。３日目（月曜

日）しか行けない。 

　しかも、いくつかハードルがある。

----------------------------

（１）阪神が巨人を上回り、２位になること。 

（２）抽選に当たること。 

（３）クライマックスシリーズ第１ステージが１勝１敗で、第３日目が開催されること。阪神が連勝しても連敗して

もダメ。 

（４）その日に雨が降らないこと。

----------------------------

　昨晩、帰りの電車でチェックしたら、巨人がヤクルトを４－１でリードしていたので、もうアカンと思っていた。

家に帰ってみてびっくり。巨人は延長戦の末、まさかの逆転負け。阪神はペナントレース２位になって、第１関

門を通過した。 

　関門はあと３つ。 

　

2010年10月 9日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 自然史博物館大喜利＜は行＞ | トップページ | 甲子園への道（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

愛知県はけったいなところです。中日の試合より巨人の試合を優先して放送しまんねん。関西では阪神の試合抜きはありえへでっ

しゃやろ。

投稿: NI | 2010年10月 9日 (土) 20時37分

　そうなんですか。ドラゴンズは強いのにナゴヤドームの観客入りは、いまひとつとも聞きました。

投稿: ４８Ｋ | 2010年10月10日 (日) 05時48分

コメント

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 甲子園への道（その１）:

« 自然史博物館大喜利＜は行＞ | トップページ | 甲子園への道（その２） »
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トラックバック
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« 甲子園への道（その１） | トップページ | 地獄と香りの展示 »

2010年10月10日 (日)

甲子園への道（その２）

　昨日の正午、チケット抽選の発表があり、当選していた。第２関門通過。 

　あとは、クライマックスシリーズが第３戦まで開かれるかどうかが、大きな壁・・・。原則、雨天順延なので、２

日間つづけて雨天中止にならなければ、試合は開かれる。 念のため、予備日の10月19日（火）もスケジュー

ルを空けておこう。

2010年10月10日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 甲子園への道（その１） | トップページ | 地獄と香りの展示 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）
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【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 甲子園への道（その２） | トップページ | 甲子園への道（その３） »

2010年10月16日 (土)

地獄と香りの展示

　特別展では、いつも安い経費で何かを作らなくてはならない。アイディアと勢い勝負だ。今年（カメムシシアタ

ー）はアイディアも勢いも足りなかったが・・・。「ボタンウキクサ地獄」（S学芸員担当）のほうは素晴らしかった

が。 

　富山県方面へ出かける予定があったので、展示見学もした。富山県[立山博物館]。ここは屋内の常設展示

と映像ホールのほか、「まんだら遊苑」という施設があった。「立山曼荼羅」の世界を、造形物や、光、香りなど

の演出によって現出しようと試みた野外施設とのことである。 

http://www.pref.toyama.jp/branches/3043/sisetu/chikai.htm 

　地獄のほか、香りのするコーナーもあり、かなり惹かれるものがあった。こんなんを作ってみたいと強く思っ

た。 

2010年10月16日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 地獄と香りの展示 | トップページ | 甲子園への道（その４） »

2010年10月16日 (土)

甲子園への道（その３）

　月曜日の甲子園のチケットは、無事にゲットした。　

　今日のCS第１戦（甲子園）では、阪神は巨人に負けたらしい。また、徳俵に足がついている状態。「このま

ま、負けてしまえばいいや・・・」という気持ちと、「いや、まだいけるぞ・・・」という気持ちが相半ばしている。

　明日、勝ったら、これほどまでの万難を排して、甲子園への道が開ける（天気は良い）。

　でも、もし明日、勝ったとしても、こんなことで、運を使いたくないなあ、という気持ちもある。もっと、他に運を

使うべきところがある、そんな日々だからなあ・・・（いろんなところで、貧乏クジを引きまくっているゾ？・・・）。

2010年10月16日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 地獄と香りの展示 | トップページ | 甲子園への道（その４） »
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1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« 甲子園への道（その３） | トップページ | 千里の道も・・・ »

2010年10月18日 (月)

甲子園への道（その４）

　阪神はCS第１ステージで２連敗という幕切れ。今日の試合は無くなってしまった。甲子園まであと１歩・・・。

予選の決勝で負けた高校球児の気持ち・・・。

　くっそ～。チケット払い戻しに行くぞ～。

　でも余計な運は、ここで使わなくて済んだ。これで、あと２ヶ月半の本厄を乗り切ろう・・・。

2010年10月18日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 甲子園への道（その３） | トップページ | 千里の道も・・・ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

残念でしたね。スケジュール通りでいくと思ってましたが。勝ち負けと運を使うのは違うのが辛いところですね。

投稿: psylla38 | 2010年10月18日 (月) 10時18分

常に前向きな４８Ｋさん。今日は原稿作成のため休暇を取ったのですが、朝のＡＢＣラジオで道上洋三さんは無視しようとしたり、突

然怒りだしたり、でした。

投稿: NI | 2010年10月18日 (月) 16時30分

　コメントありがとうございます。

　私の場合、もう１回、甲子園に行きたかったのは、大声を出したかったからなのです・・・。けっこうストレス発散になるんだけ

ど・・・。

　真の阪神ファンは、やはり結果に怒っていることでしょうね。

投稿: 48K | 2010年10月19日 (火) 08時47分

寮の食堂のテレビ、最近いつも野球以外のチャンネルになってる。関西人が多いせいやろか、やっぱり。そもそも関西から来た人間

は三河地方が嫌いやし（方言が汚い、車の運転が荒っぽい、めっちゃ不便で虫がいないど田舎）、ジャイアンツも同じくらい嫌いな

のが多いから、両者の試合は一番おもろないやろな。

投稿: NI | 2010年10月21日 (木) 12時27分
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【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）
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1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 甲子園への道（その４） | トップページ | ・・・まだ２歩 »

2010年10月26日 (火)

千里の道も・・・

　アメリカからの来客２人を迎えて、長野県で調査中。サムライ甲虫をできるだけ多くつかまえ、アメリカへ生き

たまま持ち帰りたいそうな。 

　サムライ甲虫はアメリカのツガ（カナダツガ）を枯らしているカサアブラムシ（日本原産）の天敵として有望視さ

れている甲虫である。 

　アメリカ政府から野外放飼の許可も下りたそうで、この冬から本格的に生物農薬としての野外実験の段階に

入るとのこと。 

　ただ、去年の同じ時期に採れた場所へいくつかまわってみたが、今のところは坊主・・・。やはり夏の猛暑と

秋の高温傾向が原因かなあ？　まず１匹を採らないと、安心しない・・・。 

　んん、ここにも（私の）厄年の影響か・・・？ 

　「サムライ甲虫」については、ネット検索すればかかります。

付記：写真を貼り付けます。２ミリ台の小さな甲虫です。

2010年10月26日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 甲子園への道（その４） | トップページ | ・・・まだ２歩 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

お手数ですが、サムライ甲虫の写真をどこかに貼り付けていただけませんか。最近は学会誌を読むのも面倒というか、時間が無く

て、どのような虫か分かりません。ググってみましたが文章ばかりでした。因みに、アメリカ版西洋ミツバチやミシシッピーアカミミガ

メの様にはならないか、少しく心配です。

投稿: NI | 2010年10月27日 (水) 16時07分

　写真を貼り付けました。２ミリ台のとても小さいものです。

　ご懸念はごもっともです。以前、新聞記事が出たときにいただいたご質問のコメントを以下に貼り付けておきます。

-----------------

　記事で触れられていなかった重要な点のひとつに、北米被害をもたらしているカサアブラムシが、DNAレベルで日本原産ということ
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が判明しているということがあります。

　アメリカにおいても当然ながら、生態系の保全のために、むやみに外国からわざわざ連れてきて野外に放つというのは慎重になっ

ています。また、生物の世界ですので、人為的に森林に放たれた後、どのようなことが起こるのかは全く想像がつきません。例え

ば、このサムライ甲虫が逆に害虫化し、現地のアブラムシを片っ端から食べたりするのみならず、現地で元々、アブラムシを食べて

いた昆虫（テントウムシなど）が餌不足で絶滅しないか？などです。このようなことが起これば、全く本末転倒な話です。

　しかし、森林の崩壊がかなり深刻なのは事実のようです。今回のサムライ甲虫は、飼育実験などにより、他のアブラムシなどを食

べず、この日本原産のカサアブラムシだけを選択的に捕食しているということが（現在のところ）確かめられつつあるという段階で

す。多少のリスクがあるかもしれないのは承知で、森林を守るために、導入・野外放飼の方向へ進んでいるというのが現在の状況

です。

　なお日本でも、ミカン畑で大発生したイセリアカイガラムシ（オーストラリア原産）を退治するため、ベダリアテントウをオーストラリア

から導入し、防除に成功した例があります。しかし、天敵導入は実際には、人間の思うようにはうまくいかない事例のほうが多いよ

うです。

-----------------

投稿: 48K | 2010年10月29日 (金) 06時10分

写真ありがとうございました。区別が難しい虫は別として、小さいとはいえ大阪でまだ新種が見つかるとは・・、ちょっと驚きです。

投稿: NI | 2010年10月29日 (金) 09時05分
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48Kのブログ

« 千里の道も・・・ | トップページ | 観光立国ニッポン？ »

2010年10月29日 (金)

・・・まだ２歩

　サムライ甲虫は今のところ、まだ２匹しか見つかっていない。 

　サムライ甲虫は冬に成虫が出現する特異な虫だが、今年は同時期に来た昨年と比べても、山の紅葉の具

合も北アルプスの積雪具合も、昨年よりは季節が遅いのは明白だ。あと、カサアブラムシ（サムライ甲虫の寄

主）のワックスも去年よりは、まだ小さいようだ。 

　という状況のところに、寒気が入ってきて、見た目だけは冬になったから、調査としては最悪である。

　写真は28日の志賀高原。積雪している。群馬県へ抜ける峠道は凍結のため、閉鎖されていた。 

2010年10月29日 (金) | 固定リンク

« 千里の道も・・・ | トップページ | 観光立国ニッポン？ »

ごくろうさま！もう飲んで歌うしかない？(*^_^*)(~o~)

投稿: psylla38 | 2010年10月29日 (金) 23時58分

飲んで歌ったら、運が開けるかなあ・・・。
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ・・・まだ２歩:

« 千里の道も・・・ | トップページ | 観光立国ニッポン？ »
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48Kのブログ

« ・・・まだ２歩 | トップページ | 侍 [samurai]、アメリカへ »

2010年11月 1日 (月)

観光立国ニッポン？

　調査がなかなか思うようにすすまない。共同研究者は「滞在期間を予定より延ばして・・・」とか言い出した。し

かし、当方もずっと相手をしているわけにはいかない。 

　ところが、外国から来た者だけで自由に歩き回るというのは、相当たいへんなものらしい。公共交通機関を

利用するにしても、小さな町のバスには日本語の表記しかない。大都市部だったら、系統の数字や行き先の

アルファベット１行があったりして、それだけでも、外国人にとっては大きな助けになるのだという。 それさえ

も、そこそこの大きさの都市レベルでも、日本語の表記しかないことがしばしばだとか。

　そういえば先だって、我が博物館の特別展ポスターでも、どこにも英語表記がないことが話題になった。展

示内容について、作る側は外国人が来ることは想定していないが、私たちも外国で興味あるテーマの特別展

があれば、行ってみたいと思うに違いない（文字パネルが読めなくても）。

　有名観光地でなくとも、日本には美しいところや美味しいもの、文化的に興味深いものも、たくさんあると本

当に思う。そういうものをもっと外国からの観光客らにPRできれば、と思う。

　日本はこのような言葉の制約を除けば、かなり自由に歩き回れる国（であるはず）なので、そのあたりをうま

く改善できれば、と願いたい。

2010年11月 1日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ・・・まだ２歩 | トップページ | 侍 [samurai]、アメリカへ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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この記事へのトラックバック一覧です： 観光立国ニッポン？:

« ・・・まだ２歩 | トップページ | 侍 [samurai]、アメリカへ »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-9b3c.html
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48Kのブログ

« 観光立国ニッポン？ | トップページ | 甲虫学会（大阪大会）プログラム »

2010年11月 3日 (水)

侍 [samurai]、アメリカへ

　長野県から群馬・栃木へ移動。共同研究者らもずっと「ボスに顔向けできないかも」とかなり心配していた

が、旅の後半は幸い、好適な場所に恵まれた。最終的には、任務を無事に完了させることができた。私たち

は"Mission complete!"の祝杯をあげた。 

　運が向いてきた。阪神がCS２戦目で負けてくれた（？）おかげかなあ。 

　共同研究者らは成田空港近くのホテルで、パッキング作業中。 

　「サムライ」たちがアメリカの森で、勇敢に闘ってくれることを祈りたい。

2010年11月 3日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 観光立国ニッポン？ | トップページ | 甲虫学会（大阪大会）プログラム »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 侍 [samurai]、アメリカへ:

« 観光立国ニッポン？ | トップページ | 甲虫学会（大阪大会）プログラム »

コメント

コメントを書く

トラックバック
@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 侍 [samurai]、アメリカへ | トップページ | 自作「ゆるキャラ」 »

2010年11月 4日 (木)

甲虫学会（大阪大会）プログラム

　野外調査を無事に終え、息つく間もなく、甲虫学会準備モードへ・・・。すべきことがいっぱいあるぞ・・・。開会

まで１週間あまりです。 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/csj2010.html 

　甲虫学会開催まで、あと９日。 

2010年11月 4日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 侍 [samurai]、アメリカへ | トップページ | 自作「ゆるキャラ」 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

プログラムには分科会はPCを自分で準備、と書いてありましたが、以前お願いしたとおりパワーポイントインストールPCをお願いい

たします。どこかの官庁よりよほどセキュリティーが厳しくて、PC持ち出し不可ですので。もちろんあんな変換ソフトをインストールし

たら即刻デリートさせられます。(*^-^)

　宜しくお願いいたします。

投稿: NI | 2010年11月 6日 (土) 13時34分

了解です。個人メールで返事します。

投稿: 48k | 2010年11月 8日 (月) 14時33分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 甲虫学会（大阪大会）プログラム:

« 侍 [samurai]、アメリカへ | トップページ | 自作「ゆるキャラ」 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-fbe6.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/samurai-c5a4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
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48Kのブログ

« 甲虫学会（大阪大会）プログラム | トップページ | 自作「ゆるキャラ」（その２） »

2010年11月 5日 (金)

自作「ゆるキャラ」

　なぜか？、何かの流れで、「ゆるキャラ」を描くことになった。モチーフはうさぎ。耳が「11」。

　名前は考え中。

2010年11月 5日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 甲虫学会（大阪大会）プログラム | トップページ | 自作「ゆるキャラ」（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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ティムコの写メ送ったら、即行で女の子食いついたｗｗｗ

モテない暦28年の俺が、こんな簡単にヤれるとかびっくりしたお(*ﾟ∀ﾟ)=3

まぁ報酬に８万も貰ったのに一番ビビったんだけどねｗｗｗ

http://iodpdq0.karl.houtyu.com/

投稿: 楽勝すぎワロタｗ | 2010年11月 7日 (日) 12時06分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 自作「ゆるキャラ」:

« 甲虫学会（大阪大会）プログラム | トップページ | 自作「ゆるキャラ」（その２） »

コメント

コメントを書く

トラックバック

http://iodpdq0.karl.houtyu.com/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-5db3.html
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48Kのブログ

« 自作「ゆるキャラ」 | トップページ | 準備はしてはいけない »

2010年11月11日 (木)

自作「ゆるキャラ」（その２）

　週末の甲虫学会の準備中。もしもを想定しだすとキリが無い。

・もしもプロジェクターの電源が切れたら・・・ 

・パソコンが急に故障したら・・・ 

・分科会の人数調整がうまくいくかなあ・・・

　こう忙しいと、別の仕事がはかどる。「ゆるキャラ」に色を使ってもいいという話になったので、つけてみた。色

はもちろんピンク。

2010年11月11日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 自作「ゆるキャラ」 | トップページ | 準備はしてはいけない »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

ウサギのゆるキャラ、なかなか良いですね。当初は、単に年賀状に使うのかなと思ってたけど、それにしては早すぎると思ったら、

他用だったのですね。

　しゃれたネーミングはされるのでしょうが、おせっかいに考えてみたけど、陳腐だなあ。

　１．スマイルラビット

　２．オコッテルウ（怒ってる卯）

　３．ナキウサギ

投稿: psylla38 | 2010年11月11日 (木) 13時53分

オコッテルウというのが、変わっていいですね。

いっそのこと、ナイテルウ・・・、ワラッテルウ・・・にしましょうかね。

あるいは三兄弟（三姉妹）にしてしまうか。

あああ、仕事がハカドルウ！

投稿: 48K | 2010年11月11日 (木) 19時45分

コメント

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を
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48Kのブログ

« 自作「ゆるキャラ」（その２） | トップページ | 痛風にいい温泉 »

2010年11月16日 (火)

準備はしてはいけない

　甲虫学会大会が勤務先で開かれた。参加者は公称170人だが、実際はもっと多かったと思う。同定会だけ

に顔を出している方とかおられたので。

　８年前の2002年に経験した、いろんなことが活きた。

（１）準備はしてはいけない 

　８年前には、先回りして、一人でいろんな準備を事前にしておいた。しかし、片づけ方がわからないと、後で

一人で片づけに追われるということになる。準備の段階からみんなでやると、片づけもスムーズになる。

(2)仕事の振り方 

　組織論であるが、いっしょに仕事する人のキャラクターやアビリティーを押さえながら、仕事の担当を振る必

要がある。それを誤ったり怠ると、こちらにいろんな余計な仕事が舞い込む。会社の人事部は、こういう仕事

をしているのだろうと思うけど。

(3)指令塔の仕事 

　８年前にも思ったが、人間は心（精神）と身体のバランスで生きている生物だと実感できた。司令塔の仕事

は心が恐ろしく疲れる。身体の疲れは寝れば直るが、心の疲れは寝てもなかなか直らない。

　とにかく、無事に済んでよかったと思う。一人の人間というのは、多くの人に支えてもらいながら、生きている

ことも強く実感できた。

2010年11月16日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 自作「ゆるキャラ」（その２） | トップページ | 痛風にいい温泉 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

大変お疲れさまでした。伊藤は何もお手伝いできず本当に申し訳ありませんでした。ｍ（＿＿）ｍ

この半年ほど体調がすこぶる悪くて、分科会の講演が終わったらへとへとで辛くて

先に失礼をいたしました。今は評論最終号の編集で多忙です。

投稿: NI | 2010年11月17日 (水) 12時42分

　しんどそうでしたのが、何となくわかりました。やはり、健康第一ですぞ。

　大会は無事にかどうか、わかりませんが、盛り上がってよかったという声が大きいようなので、ホッとしているところです。

　ゴミムシ分科会はあまりコンディションのいいところでなく、申し訳ありませんでした。

投稿: 48K | 2010年11月19日 (金) 02時59分
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« 準備はしてはいけない | トップページ | 禁酒＋ベジタリアンの生活 »

2010年11月19日 (金)

痛風にいい温泉

学会も無事に終わり、今日から健康診断に向けた禁酒を開始予定。

体重は大丈夫なので、ジョギングはしなくてもいいかな。

尿酸値を下げるための温泉療法は一度、試してみたい 。痛風に効くところ、誰か教えてください。京阪神近隣

で。

2010年11月19日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 準備はしてはいけない | トップページ | 禁酒＋ベジタリアンの生活 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)
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小生も痛風持ちになってしまいました。ある日突然右足の親指付け根に激痛が。木曜日に発作が出たので殆どの病院が休み、自

転車で探しまわってやっと開いてる病院に辿りつきました。翌日家に帰省するときは地獄でしたね。けんけんで歩きたい気分。今は

薬を飲んでいるので正常値に入っています。ビールもプリン体ゼロのものに変えました。

投稿: NI | 2010年11月22日 (月) 10時48分

このあたりは経験者じゃないとわからないですね、きっと。

ビールは「苦い、まずい、そして痛くなる」と自己暗示をかけています。たまに飲むと美味いですけどね。どんな食事にも合うし。

大阪では能勢町にある汐ノ湯温泉が、痛風向きの温泉として知られているそうです。

投稿: 48K | 2010年11月23日 (火) 08時58分
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48Kのブログ

« 痛風にいい温泉 | トップページ | 琵琶湖上の鳥居 »

2010年11月20日 (土)

禁酒＋ベジタリアンの生活

　今日はバードフェスティバルの初日。朝から友の会活動紹介コーナーの作成とシュロバッタ作り。私自身は

シュロバッタ初製作で、１つ作ったのみ。明日はもうちょっとがんばろう。

　禁酒は３日目。今回は食事療法も導入。肉や魚はＮＧ。野菜や果物が中心の食生活。炭水化物も米ではな

く、イモ・マメ類のほうがいいというので、そうしている。でも尿酸値を低くさせるアルカリ性食品でも、プリン体

含有量が多い食品もあるので、なかなか難しい。

　健康診断まで、あと４日。

　写真は友の会ブースのようす。

2010年11月20日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 痛風にいい温泉 | トップページ | 琵琶湖上の鳥居 »
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尿酸値低減お疲れ様です。ですが水を差すようで申し訳ないのですが、相当のお酒を飲んでいたとか肉類を大食らいしておられた

のであれば別ですが、普通の食事の方はさらに食制限しても効果はないそうです。殆どが体内で作られすぎているか排泄が悪い

ために起こるそうです。つまり薬を飲まないといけないということに。よほどハードな運動を毎日すれば別ですが、それは無理でしょ

うし。私はビールだけはプリン体ゼロにしている以外は医者から薬を貰っているだけです。現在５．３です。それよりコレステロール

低減がもっと問題です、実は・・・。（＾＾；；

投稿: NI | 2010年12月 2日 (木) 13時58分
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5.3というのは低くおさえておられますね。今回、やってみて、値がどれぐらいになるか、楽しみです。ただおっしゃるように、やはり体

質というのはあるのでしょうね。

投稿: 48K | 2010年12月 3日 (金) 18時34分
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メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)
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48Kのブログ

« 禁酒＋ベジタリアンの生活 | トップページ | 名古屋 »

2010年11月26日 (金)

琵琶湖上の鳥居

　Bワコ博物館と共同調査のパート２。公用船を出してもらって、長浜市の姉川河口など、琵琶湖を広くまわっ

た。成果は・・・？？？

　湖西にある白髭神社。広島・宮島の厳島神社のように、水上に鳥居が立つことで知られる。陸上からは何度

も見たが、湖上から近くで見たのは初めてだった。

2010年11月26日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 禁酒＋ベジタリアンの生活 | トップページ | 名古屋 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

お疲れ様でした。湖上に鳥居があるということは、昔の人は舟でお詣りに来ていたのでしょうか？それとも・・？

投稿: psylla38 | 2010年11月26日 (金) 10時49分

　ここは山と湖が最も接近した場所で、こういうところに立つ神社は多いですね。土地柄、船で来ていた人も、きっといたことでしょ

う。

　神社のHPがありました。

http://shirahigejinja.com/
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48Kのブログ

« 琵琶湖上の鳥居 | トップページ | 冊子「とほ」 »

2010年11月29日 (月)

名古屋

　名古屋大学で開催された某学会（昆虫の名前はほとんど出てこない）に出席。収穫はあった。ここ

のキャンパスは初めて来たが、ずいぶん広くて、緑も多い（東山キャンパス）。地下鉄の駅も近く

て、便利な印象。名大博物館の展示見学をしたかったが、日月が休館日とのことで、今回は断念。

　名古屋市指定のゴミ袋も無事にゲット。「エコフクロー」というキャラクターが描かれている。大

都市らしく５ケ国語表記というのもいい。こういうゴミ袋は、高ポイントである。

 

 

ゴミ袋コレクションのページはこちら

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/gomibukuro.html

（みなさんの町のゴミ袋、１枚わけてください。ご協力お願いします！）
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 名古屋 | トップページ | 大阪●立大学 »

2010年12月 6日 (月)

冊子「とほ」

家のそうじをしていたら、小さな冊子がひとつ出てきた。「とほ」というもの。北海道内の安い宿が紹介されてい

る。学部や大学院に入ってからは、専門のほう の調査などで忙しくなってしまったが、教養部（１年と２年の前

期）のころは、長期休暇などに、北海道をいろいろ自由に歩き回っていたものだった。たまたま 同宿になった

人たちと、いろいろ交流していた。んん、若かったなあ。

あのころは、こんな冊子しか安宿の情報源がなかったものである。今はネットでなんでもその場で調べられ

る。当時に泊めてもらった宿舎も、そのまま 残っているもの、移転しているもの、どうなっているかわからない

（たぶん無くなっている）もの、など様々だ。あれから、もう20年も経っているからなあ。

そんな「とほ」という冊子。今も継続して販売されているようだ。写真をみたところ、カラー写真でグレードアップ

している。当時はオフセット印刷で、手書きが多い。ワープロも、ちょうど普及し始めたばかりのころのことであ

る。

http://www.toho.net/

ああ、なつかしい。
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« 冊子「とほ」 | トップページ | ストレスへの対処法 »

2010年12月 7日 (火)

大阪●立大学

　今日は午後から、大阪市立大学と大阪府立大学へ。図書資料の収集。いま書いている論文に必要だった

のと、前から気になっていた論文も、いくつか得ることができた。自分で複写作業をしたので、移動時間も含め

れば、半日仕事だった。

　どちらも公立大学だが、誰かさんがおっしゃっている「大阪●構想」が実現したら、これらは同じ名前の大学

になるのだろうか。

2010年12月 7日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 冊子「とほ」 | トップページ | ストレスへの対処法 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)
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2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

府立大と阪大が一緒になるかもというのは、府立大の先生（農学研究科の先生ではないですよ、念のため）に聞いた事がありま

す。知り合いの先生も府立大から阪大に移られました。市立大は医学部があるので多分入らないとの事でした。医学部のある学校

は強気です。私の出身大学では医学部が予算の７～８割を持ってゆくとか。

投稿: NI | 2010年12月 8日 (水) 09時21分
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48Kのブログ

« 大阪●立大学 | トップページ | プロジェクトY甲虫班ニュース42号 »

2010年12月12日 (日)

ストレスへの対処法

　甲虫学会の年末例会。終了後に天王寺で忘年会。甲虫仲間らといろいろ話ができて、楽しかった。

　とある方は日常、ストレスがないそうだ。体型に似合わず、血圧もコレステロール値も、いつも正常だとか。

本人いわく「ストレスを自己消化してい る」が、まわりにいる人間は、「そのせいで、こちらのストレスが増えて

いるぞ」という意見で一致した。ほんとに事あるごとに、どれだけ、イライラ させられていることか・・・？

　ただ、その人物の偉い面は感じる。イライラして不機嫌なところを見たことがない。起こってしまったことを、

そのシチュエーションでの中で最良に なるように、ものすごく冷静に対処している。ちなみに職業は医者なの

だが、そういう性分の職業なのかなあとも思う。自分の目の前で、人が死にそうになって いても、その時に応

じて、冷静に最良に対処するしかないという境遇は、我々には確かに、全く想像がつかないシチューションでは

ある。

　その人物を知っている人なら、「そうなる前に対処の仕方があっただろうよ」と言いたくなるところだが、そん

な人間は、その時点で、その人には勝てっこないのである。

　マシュマロ、万歳！

2010年12月12日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 大阪●立大学 | トップページ | プロジェクトY甲虫班ニュース42号 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)
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啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

匿名記事でも、正体丸わかりでっせ。小生の原稿提出の遅れはこの人の寛容さでどれだけ助けられたことか。因みに私はこのよう

にはゆかず、カリカリして体を壊したりして。

投稿: NI | 2010年12月12日 (日) 16時06分

　正体が分かるように書きました 。

　カリカリ、イライラは心がけ次第というけど、なかなかそうはいかないですよね。
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内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ストレスへの対処法:

» ストレスを捨てる技術！！ [おかねのなるき]

実は私の知人にも数人パワーハラスメント（職権を利用したいやがらせ）によって 退職... [続きを読む]
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プロジェクトY甲虫班ニュース42号

淀川水系の甲虫相をまとめているところ。荷物は積み残さないで、早く片付けたい。

2010年12月13日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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この記事へのトラックバック一覧です： プロジェクトY甲虫班ニュース42号:
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48Kのブログ

« プロジェクトY甲虫班ニュース42号 | トップページ | TFU48 »

2010年12月20日 (月)

パワースポット＠伊勢神宮

　家族と伊勢に来た。言わずも知れたパワースポット。道中で、子供らが百人一首を覚えるため、「春過ぎて

夏・・・」と本を開きながら言っていたが、その持統天皇の時代（1300年前）に、20年ごとに本殿の場所を変えて

いる。３年後の平成２５年にそれが行われるらしい。

　内宮は小学６年生の修学旅行以来だった。当時の関西（２府４県）の小学６年生は全員、伊勢参りをしたは

ずである（大学時代に同級生らに確認した：全員、伊勢と言っていた）。五十鈴川の橋や石畳の手洗い場な

ど、かすかな記憶があるのみである。

　お土産はもちろん「赤福」と思いきや、何か、ちょっと違うのを買わされた記憶もある。

　今の小学６年生には広島に行くなど、いろいろバリエーションがあるらしい（娘：いわく）。

　パワースポットで、あと１週間余りの本厄を、乗り切るパワーをいただきました。

2010年12月20日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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2010年12月24日 (金)

TFU48

　少し前のことだが、健康診断の結果が来た。努力の甲斐なく、去年と似たようなものだった。

　職場の周りに、実は尿酸値がずいぶん高いことが判明した人が出てきた。ちょっと手が痛いとか・・・。それ

はきっと痛風に違いない。仲間が増えた？

　48人になったら、TFU48を結成しましょう。今のところ、何人かなあ。

PS：握手券は発行しません。痛いから？

2010年12月24日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« TFU48 | トップページ | 書き初め2011 »

2011年1月 4日 (火)

2011年年始にあたって

　寒中お見舞い申し上げます。2011年の年頭ごあいさつを申し上げます。

　2010年は雑務が非常に多い年でした。

●博物館友の会担当 

　８月に種子島で合宿行事を開きました。それに先立ち、１月と５月に現地下見をして、宿舎・バス・保険など

の手配、現地情報収集をしました。行事 当日はスムーズな進行・運営に努めました。82名と、予想よりもたくさ

んの方々から参加希望がありましたが、希望者全員当選が実現できました。無事に終了 し、楽しかったという

声も大きいようなので、とてもうれしく思っています。他にも年５回の評議員会開催、年末の見聞録、Nature

Study編集割付、昆虫合宿開催などなど、友の会担当としての任務がたくさんありました。反省点も少なくあり

ませんが、あとは１月末の総会をこなすのみ になっているので、ホッとしているというのが実感です。 

　博物館の普及活動を中心に担わなければならない３年の「刑期」が、ようやく３月末で終了します。もう一息

で肩の荷を降ろせることに、とてもうれしく思っています。

●特別展 

　「みんなで作る淀川大図鑑」展が夏にありました。これは2007年から市民共同で行ってきた淀川水系調査の

集大成となるものでした。私は甲虫班 を担当し、ヒメドロムシ、ヒラタドロムシ、ミズギワゴミムシを中心に水系

内で広く調査しました。甲虫班で発行したニュースレターは42号（前継プロジェク トの大和川を含む）を数えま

した。5,500点に上る標本を収集し、分布図を作成し、展示に反映させました。「やったことは積み残して次に進

まないよう に」と、現在、論文化作業も進めています。共同研究者らの仕事が速いおかけで、何とか年度内に

出せそうな感じです。 

　大きな反省点としては、カメムシをフィーチャーさせたもの（匂いの展示や歌？）を出すつもりでしたが、アイ

ディアも枯れ、エネルギーも切れ、 標本を展示しただけで終わってしまいました。「カメムシ音頭」は歌詞まで

は出来ていて、作曲も半分ぐらいは済んでいますので、またの機会にリベンジして、 紹介できればと考えてい

ます。 

　新年は７月に化石をテーマとした展示会が開かれます。昆虫化石担当として、展示の作成のほか、野外や

屋内の普及行事もいくつか担当を予定しています。また広報担当でもあるので、広く展示会の魅力を伝えてい

けるように努めたいと思っています。

●甲虫学会 

　11月に職場で甲虫学会大会を開きました。北海道から九州まで、170人もの方々が参加されました。実行委

員のメンバーや博物館の同僚らに、だいぶ力添えをいただいたおかげで、盛大に終了できました。 

　旧甲虫学会と旧鞘翅学会の合併作業もまだ少し残っていますが、2011年からは新甲虫学会として、新会誌

発行などが始まります。引き受けた任務が少なからずあるので、滞りなく務めていきたいと考えています。

●研究活動 

　そんなんで、研究活動はあまりできませんでした。特に夏場に野外調査に行く必要があったにも関わらず、

上記のようなことで、そのような状況では ありませんでした。また６月に痛風発作が起こりました。体調管理に

問題があったのですが、雑務の仕事を処理能力以上に引き受けすぎたのも、大きな原因と思っています。 

　新年はできるだけ雑務を少なく抑え、研究活動に時間をかけられるようにしたいと思っています。特に夏場

に野外でやりたいと思っていたことがたくさんあるので、時間を作るようにし、成果を出せたらと考えています。

　長くなりましたが、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

2011年1月 4日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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« 2011年年始にあたって | トップページ | 隣の西洋人 »

2011年1月 5日 (水)

書き初め2011

　正月は家族と過ごした。普段、家庭は放ったらかしなのを反省。ただ、喪中の身分なので、初詣には行か

ず・・・。

　毎年、娘が宿題の書き初めをする折りに開かれる、家族の書き初め大会。今年の作品はこちら。

　今年は「楽しやけ」で行きます？

2011年1月 5日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 2011年年始にあたって | トップページ | 隣の西洋人 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

今年も宜しくお願いいたします。

年末にご連絡もせず交換文献を送ってしまい失礼いたしました。まだ残りが大分ありますので、折をみて送らせていただきますが、

宜しくお願いいたします。

今年の大会は貴君の母校ですね。小生の大学の友人がここで教鞭を取っておりますので、その君とも会うことにしております。昆

虫ではなく化学です。

投稿: NI | 2011年1月 6日 (木) 20時29分

　昨日、文献とどきました。段ボール９箱というので、何事か？と思いましたよ。

　まだだいぶあるんですね。了解です。

　

投稿: 48K | 2011年1月 7日 (金) 07時14分
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いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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この記事へのトラックバック一覧です： 書き初め2011:

« 2011年年始にあたって | トップページ | 隣の西洋人 »

コメントを書く

トラックバック
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48Kのブログ

« 書き初め2011 | トップページ | 大阪自然史博友の会「秋まつり」DVD販売 »

2011年1月 7日 (金)

隣の西洋人

　晩ご飯を食べに行った店（カウンター）の隣に、２人の若い西洋人（男性）が来た。そのうちに、私と反対側に

座っている日本人女性２人に、ちょっかいを出しはじめた（英語で）。

　彼ら同士では、不明の言語でしゃべっていた。

　日本人女性２人は先に帰ってしまった。西洋人男性２人はさみしそうだった。そこで私は「あなたたちは何語

でしゃべっているのか」と聞いてみた（英語で）。

　イタリア語だそうな。

　んん、イタリア語か。勉強したことがないので、挨拶の言葉さえわからない。

　同時に、イタリア人男性の軽さ（フランクさ？）も、目の当たりにした次第でした。

2011年1月 7日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 書き初め2011 | トップページ | 大阪自然史博友の会「秋まつり」DVD販売 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

欧米人、特にイタリア人は手が早いですからね。あれくらい日本人も頑張れば独身男性も減ると思うのですが・・・。

投稿: NI | 2011年1月 9日 (日) 19時01分

　近頃はなおさらですかね。草食系男子とかいう言葉で出来るぐらいですからね。

投稿: 48K | 2011年1月12日 (水) 18時44分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 隣の西洋人:

« 書き初め2011 | トップページ | 大阪自然史博友の会「秋まつり」DVD販売 »

トラックバック
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48Kのブログ

« 隣の西洋人 | トップページ | 不良会員に会費を支払わせる方法 »

2011年1月12日 (水)

大阪自然史博友の会「秋まつり」DVD販売

　友の会「秋まつり」はここ数年、スタッフで毎年参加している。なぜか記録係が定着してしまった。

　１月の友の会総会では、動画を編集し、テロップなどを入れて行事報告している。我ながらマメだと思う。

　ついでなので、３カ年分をまとめ、DVDに焼いて販売することを思いついた。原価に友の会への収益を加え

て、売価300円ぐらいかなあ。

　何枚ぐらい作るか思案中。余っても困るし、足りなくても困る・・・。

2011年1月12日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 隣の西洋人 | トップページ | 不良会員に会費を支払わせる方法 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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内容：
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コメントを書く
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キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 大阪自然史博友の会「秋まつり」DVD販売:

« 隣の西洋人 | トップページ | 不良会員に会費を支払わせる方法 »

トラックバック
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48Kのブログ

« 大阪自然史博友の会「秋まつり」DVD販売 | トップページ | 自作ゆるきゃら（その３） »

2011年1月13日 (木)

不良会員に会費を支払わせる方法

　某学会関連の作業をした。しんどかった。

　会計担当の話では、学会の会費を数年間分、未納となっている人のうち、ここ数ヶ月でだいぶ回収したらし

い。

　その手順は単純・・・。「直筆の手紙で困窮を訴え、請求すること」だそうな。

　作業は当然ながら大変だが、それに見合う成果が得られるとのこと。

2011年1月13日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 大阪自然史博友の会「秋まつり」DVD販売 | トップページ | 自作ゆるきゃら（その３） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 不良会員に会費を支払わせる方法:

« 大阪自然史博友の会「秋まつり」DVD販売 | トップページ | 自作ゆるきゃら（その３） »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 不良会員に会費を支払わせる方法 | トップページ | 見にきやがれ・・・ »

2011年1月16日 (日)

自作ゆるきゃら（その３）

　「自作ゆるきゃら」の名前は、ヒコピョン(HIKOPYON)に決定。名前に応募いただいた方のうち、厳正な抽選

の結果、大津市の匿名希望さんに素敵なプレゼントを差し上げます。

　いわく、「ヒコ」はご自分の名前から取っているそうで、決して、「ひこ○ゃん」の真似をして名付けたわけでは

ない、とのこと。

2011年1月16日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 不良会員に会費を支払わせる方法 | トップページ | 見にきやがれ・・・ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 自作ゆるきゃら（その３） | トップページ | 駅の名は「テントウ」ムシ！ »

2011年1月25日 (火)

見にきやがれ・・・

　今日は１日、会議だった。朝10時から晩８時過ぎまで会議漬けだと、さすがに疲れた。

　展示会のタイトルについての話合いもあった。アイドルグループ「あ○し」にあやかって、「あ○しにしやがれ」

を文字って、「見にきやがれ」というのを提案したが、箸にも棒にもかからなかった。

　

2011年1月25日 (火) | 固定リンク

« 自作ゆるきゃら（その３） | トップページ | 駅の名は「テントウ」ムシ！ »

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« 見にきやがれ・・・ | トップページ | 忘れてた »

2011年1月27日 (木)

駅の名は「テントウ」ムシ！

　テントウムシは漢字で「天道虫」と書く。そのテントウの名前が駅名になっている例が、日本国内にあると教

えてもらった。

http://qnet.nishinippon.co.jp/travel/station/2007/02/post_44.shtml

　福岡県飯塚市。テントウムシグッズ収集の一環で、入場券ぐらいは買いに行くか、と思ったが、残念ながら無

人駅だとか？

2011年1月27日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 見にきやがれ・・・ | トップページ | 忘れてた »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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評価されたら嬉しい
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【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 駅の名は「テントウ」ムシ！ | トップページ | 駅の名は「テントウ」ムシ（その２） »

2011年1月31日 (月)

忘れてた

　昨日は友の会総会・・・。250人の参加があり、大盛況でした。友の会担当の最後の大仕事でしたが、今の気

持ちを110mハードル走に例えれば、ようやく最後のハードルを飛び越えて、ゴールに向かっている感じ・・・。

　ということをブログに書きかけたら、片隅に「誕生日おめでとう」と書かれていた。そういえば、今日（1月31

日）は誕生日でした。ぜんぜん忘れてました。

　うだつの上がぬまま、42歳になってしまいました。

2011年1月31日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 駅の名は「テントウ」ムシ！ | トップページ | 駅の名は「テントウ」ムシ（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

お誕生日おめでとうございます。だんだん　⊿年の差／小生の年　の値が小さくなってきますね。これからが一番油の乗る時です。

私は４０歳台には一年で虫の論文５本ほど書いたこともあります。仕事でもあちこちで技術講演や学会発表をやっておりました。頑

張ってください。

投稿: NI | 2011年1月31日 (月) 11時26分

パソコンを変えたのでまだアドレスの移動ができておりません。申し訳ないですがこのブログでご連絡いたします。本日６箱交換雑

誌をお送りいたしました。自宅の分はこれで終わりですが、母親の家にたぶん同じくらいの量がまだ残っております。おいおい送付

いたしますのでよろしくお願いいたします。

２５０人も集まったのですか。小生の中学時代の同窓会と同じくらいですね。何しろ同級生が７００人もいますので。中には”こんな

先生おったかいな”というくらい変わり果てた友人も。

投稿: NI | 2011年1月31日 (月) 18時39分

ありがとうございます。雑誌の件、わかりました。対処します。

投稿: 48K | 2011年2月 1日 (火) 07時06分
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 忘れてた | トップページ | 雪害救助 »

2011年2月 1日 (火)

駅の名は「テントウ」ムシ（その２）

　天道駅は無人駅である可能性が高いが、「●●駅→○○駅」と記された切符は買えるらしい。

　むかし、「愛国→幸福」というのが流行ったが、それと同じように気の利いた切符は買えないだろうかと考え

てみた。実在するテントウムシの種類の名前になるように、してみてはどうか。たとえば・・・

「七星→天道」（ナナホシテントウ） 

　ネットで探してみたところ、｢七星駅」はかつて実在したらしい。韓国の大邱（テグ）に・・・。現在の駅名は「七

星市場」駅とのこと。

「赤星→天道」（アカホシテントウ） 

　「赤星」駅は実在する。愛媛県四国中央市。予讃線。読み方は「あかぼし」。片道8,550円。

「亀甲→天道」（カメノコテントウ） 

　「亀甲」駅も岡山県久米郡美咲町に実在する。津山線。ただし、読み方は「かめのこう」。片道8,250円。

　テントウムシグッズ収集の一環で買うには、高いなあ。愛国→幸福は２駅間でよかったのだが・・・。

2011年2月 1日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 忘れてた | トップページ | 雪害救助 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

○○から天道の切符で、○○をテントウムシの名前からというのは、かなり難しいですね。兵庫県の高砂市の曽根駅は1902年ま

では「阿弥陀」駅と言われたそうですが、今は変わっているし、岡山市には「みかど(三門）」駅というのもあるようですが。九州で、名

前がこじつけられるのは、日豊線の臼杵（ウスキホシテントウ）、鹿児島本線の瀬高（セダカヒメテントウ）くらいかな。

投稿: psylla38 | 2011年2月 1日 (火) 10時43分

　ウスキやセダカのように、読み方だけで、意味や漢字が異なっているのは、「ううん～」という感じですね。

　ダイモンテントウという種類があるので、大門→天道というのを考えましたが、ダイモンは本来は「大紋」ですよね。

　伊勢→天道（イセテントウ）なら完璧、と思いましたが、「伊勢」駅というのは無いのです。JRも近鉄も「伊勢市」駅なのです・・・。

投稿: 48K | 2011年2月 3日 (木) 18時38分

名前：(任意)
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(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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 確認   送信 
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48Kのブログ

« 駅の名は「テントウ」ムシ（その２） | トップページ | 雪害救助（その２） »

2011年2月 5日 (土)

雪害救助

　先だって、親から、滋賀県北部にある親の親元が、豪雪で大変だ、と連絡があった。月曜日に行って、除雪

作業をすることになった。

　２ｍを超える積雪というから、すごいみたい。小学生のころ、ときどき豪雪年があって、かまくらやソリ遊びの

コースを作り放題で遊んだことがあったが、それ以上のすごいことになっているらしい。しかも、過疎化の進ん

だ田舎なので、若手がいなくて、本当に困っているらしい。

2011年2月 5日 (土) | 固定リンク

« 駅の名は「テントウ」ムシ（その２） | トップページ | 雪害救助（その２） »
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48Kのブログ

« 雪害救助 | トップページ | 最終号 »

2011年2月 7日 (月)

雪害救助（その２）

　滋賀県北部の雪害救助に行ってきた。積雪は予想以上にたいへんな様子だった。家は雪の重みで、すこし

庇が曲がっているところがあった。

　写真は除雪されない橋。背丈ほどの雪が積もっている。何度か屋根の雪下ろしはしたらしいが、本来はこれ

ぐらいの積雪量なのだろう。

　まる１日の除雪作業は身体にこたえたが、心は元気になったかも。ゴールが目に見える作業なので、達成感

は得られるのである。

2011年2月 7日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 雪害救助 | トップページ | 最終号 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

ご実家の近くということで滋賀県に移られたんでしょうか。なぜ長居からえらく遠いところに越されたのか謎が解けました。大阪市内

で育った小生は、常に雪にあこがれておりました。信州に住んだときは積もった雪を見て大喜びでした。雪国で苦労されている方に

は叱られそうですが、

投稿: NI | 2011年2月 7日 (月) 20時09分

滋賀県に住んでいるのは、家族の仕事の関係とか、理由はいくつかあります。実家が近いのも理由のひとつです。

大津あたりでもしばしば雪が積もります。大阪はカラカラの晴天なのに。

「雪で電車が遅れて・・・」と遅刻の理由を言っても、信じてもらえないことがしばしばありました。最近は電車が遅れても遅刻になら

ないよう、早く来るようにしていますが．．．。

投稿: 48K | 2011年2月 9日 (水) 18時01分
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48Kのブログ

« 雪害救助（その２） | トップページ | テントウムシ模様のバイク »

2011年2月 9日 (水)

最終号

　旧甲虫学会の英文誌「昆虫学評論」と和文誌「ねじればね」の最終号が納品され、明日（10日）に会員向け

の発送作業をする。

　昆虫学評論は1946年に創刊されて、今回の最終号が65巻２号。日本の甲虫学に果たした役割はとても大き

い。

　新甲虫学会が新会誌とともに、発展することを祈るばかりである。

　地域甲虫自然史シリーズ（山梨・鳳凰山甲虫目録）も納品された。こちらも最終号？になるのだろうか。

　いずれにせよ、感慨の深い気持ちである。

2011年2月 9日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 雪害救助（その２） | トップページ | テントウムシ模様のバイク »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« 最終号 | トップページ | 阪神紅白戦 »

2011年2月17日 (木)

テントウムシ模様のバイク

　テントウムシグッズを収集しているが、時には所有しようのないものがある。店の看板とかである。こういう場

合は、写真を撮るしかない。

　今日もそのような１つを見てしまった。テントウムシ模様のバイク・・・。

　実は自然史博物館のすぐ近くです。長居東のバス停（自然史博物館通用口前）の自転車屋。思わず、「これ

は誰かの所有物ですか？」と聞いてしまった。

　対応してくれたお兄さんご自身の所有物で、特別仕様だから今は買えないよ、と言われてしまった・・・。

2011年2月17日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 最終号 | トップページ | 阪神紅白戦 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

オオトラカミキリとかトラカミキリ模様の特注はいかがでしょうか。いかにも早そうでっせ。

投稿: NI | 2011年2月21日 (月) 16時26分

　何ともマニアックなデザインですね。誰もわかってくれなさそう・・・。

投稿: 48K | 2011年2月23日 (水) 12時52分

けど、タイガースファンには受けるかも。隣家の車がまっ黄色なのですが、黒いラインを入れたい衝動に駆られます。

投稿: NI | 2011年2月24日 (木) 15時52分
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内容：
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48Kのブログ

« テントウムシ模様のバイク | トップページ | 新封筒デザイン »

2011年2月21日 (月)

阪神紅白戦

　ここのところ、土日は勤務ばっかりで、家族がどのように過ごしているのか、ほとんど知らなかった。

　（妻と娘いわく）私のせいでディープな阪神ファンになった小２の息子は、毎週土日の午後０時半から放送さ

れる阪神の「キャンプリポート」なる番 組を見ているらしい。これまでは何とな～くキャンプの模様を延々と放送

していたらしいが、この週末は安芸タイガース球場から、紅白戦の生中継だった。

　紅白戦というのは、ストレスがたまらなくてよい。ヒットやホームランを打っても、見事な三振をとっても、どっ

ちのチームもタイガースだから。凡プレーでエラーをしても、「ここは攻撃のチャンスだ」と前向きに見てしまえ

る。

　少しずつ春めいてきて、野球観戦がしたくなってきたなあ。

2011年2月21日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« テントウムシ模様のバイク | トップページ | 新封筒デザイン »
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48Kのブログ

« 阪神紅白戦 | トップページ | 国立国会図書館・関西館 »

2011年2月23日 (水)

新封筒デザイン

　図書発送用の角３の封筒がもう無くなってしまって、急いで注文することになった。前のデザインは2003年ご

ろに作った「進化と多様性」（こちら：ボールペンのデザインにも採用）。

http://omnh-shop.ocnk.net/product/22

　あれからもう８年になるので、年度末多忙の逃避行動も兼ねて、新デザインを考えることにした。ナガスケと

自然史博物館の建物をシルエット風にしたもの。タイトルは「一文字橋から」。

　長居植物園の一文字橋から見たら、こんな風に見えるだろう。樹が無かったら・・・。

　実際は樹が多くて、博物館本館の建物はほとんど見えませんが・・・。

2011年2月23日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 阪神紅白戦 | トップページ | 国立国会図書館・関西館 »
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48Kのブログ

« 新封筒デザイン | トップページ | 雨が降っても調査？ »

2011年3月 4日 (金)

国立国会図書館・関西館

　昨日は図書資料調査のため、国立国会図書館・関西館（京都府精華町）へ行った。必要文献がだいぶ溜ま

っていた。

　東京本館がもう手狭と見えて、関西館にしかない図書も多い（とくにサイエンス関係）。複写を即日で入手で

きるのは魅力である。

　国立国会図書館は英語名をNational Diet Libraryというが、「関西館」の部分は何というでしょうか。

　答えはこちら。

http://www.ndl.go.jp/en/service/kansai/index.html

2011年3月 4日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 新封筒デザイン | トップページ | 雨が降っても調査？ »
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Ｚｏｏｌ．Ｒｅｃ．も置いてあるのでしょうね。でもコピー代が・・・。仕事柄入社以来コピーはただでしたから、コピーにお金を払うと損をし

た思いがします、たとえカラーコピーでも。家内がコンビニなどでコピーをすると言ったら、ちょっとまてと止めます。

投稿: ＮＩ | 2011年3月 5日 (土) 10時17分

　Zoological Recordは、東京本館にいくらかあるみたいです。

　文献に不自由な施設にいると、入手できるならコピー代を多少高く払ってでも・・・、と思うようになりました。大学図書館は、郵送

まで受け付けてくれるところ、来るなら見せてくれるところ、外部利用はいっさいダメなどなど、対応がまちまちですから。

投稿: 48K | 2011年3月 7日 (月) 07時37分
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2011年3月 7日 (月)

雨が降っても調査？

　以前、とある植物屋としゃべっていて、「雨が降ったら調査しない」といっていた。根っこの生えた生き物を相

手にして、天気は関係ないのに、何を甘いことを言うてるねん、と思ったことがある。

　地学屋もそうだ。「夏は暑い上、草が覆って露頭が見にくい。冬や早春に行くのがいい」と・・・。

　他方、昆虫の場合は、季節がある上、翅があって動くから、必ずそこへ行って採れるとは限らない。短い日

程の中でその調査に行ったら、雨が降ってもやるしかない。晴れていれば花に来ているはずのものが、花に

来ないから、採れないかもしれないにも関わらず・・・。こういう経験をした虫屋は多いだろう。

　でもここ数年、植物さがしや露頭さがしをするようになって、そう甘いものでもないとわかった。

　「露頭なんて、いつ見に行っても一緒じゃん？」と正直、思っていたが、古い情報に基づいて行ったりすると、

すっかり森になっていることがある。

　植物も同様だ。

　以前も「●●小学校の校庭に▲▲の樹がある」と文献に書かれたところに行ったけど見つからない。近所の

人に聞いたら、「５年ぐらい前まであったんだけど、枯れてきて危ないから、もう伐ったんだよ」と切り株を案内

してもらったことがある。

　写真は文献どおりに見つかったヒメバラモミ（マツ科トウヒ属）。山梨県北杜市にて。こんなに大きなヒメバラ

モミを見たのは初めてかもしれない。

2011年3月 7日 (月) | 固定リンク

« 国立国会図書館・関西館 | トップページ | 収蔵資料目録（OMNH甲虫類その１） »

因みに、ゴミムシ屋は土砂降りでも台風でも採集に行きまっせ。台風なんぞは、むしろ待っているくらい、通過後の河原採集のた

め。要するに好きか仕事と思うかの違いでは？
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収蔵資料目録（OMNH甲虫類その１）

　リストの編集中。内容は・・・

・ゲンゴロウ上科 

・ゴミムシダマシ科 

・ナガクチキ類

　都合２０８ページ。８ポイントの文字がぎっしりと並んでいる。

　明日（というか、もう日付が変わっているので、今日）、印刷所へ入稿する。文字化けしているところがあるの

で、校正でも大変そう・・・。

　来年度にその２を出します。ゴミムシ、エンマムシ、ハムシ等なので、ボリュームはさらに増えそう。

2011年3月10日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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« 収蔵資料目録（OMNH甲虫類その１） | トップページ | 怒らない練習を »

2011年3月14日 (月)

我が家の「節電」

　これは何か悪い・怖い夢かと思った。時間が地震前に戻れば、と思うが、かなわない。

　関西にいる人間が何かできないかと思う。義援金とか時間のかかるものでなく、今すぐできて、一人でも命を

救えるかもしれないこと・・・。そんな ところへ、関西電力が節電を呼びかけているという「噂」。やがてチェーン

メールであることが判明。節電そのものは（どんな場合においても）大事だが、関西 でどんなに節電をしても、

東京電力の供給量が増えるわけではないらしい。

　勤務を終えて家に帰ったら、やっぱり、「節電」が実施されていた。家族は暖房を消し、寒い中で、灯りを落と

して、テレビを見ていた。

　夕方ぐらいに回っていたものは、「午後６時に電力が底をつく（だから今すぐ！）」、「病院にいる人が救われ

る」など、さらに具体性・逼迫性が伴ったものにグレードアップしていた。

　上記のようなことを説明したが、家族は「気持ちが大事なのだ」と取り合わない。昨晩は寒い中、布団に入っ

て寝た。

　関西で同じことをした人は、きっと少なくないだろう。確かに気持ちは大事だが、直接、役に立てないことをし

て、役に立った気になってしまうことのほうがよくないと思う。

　そして、こんなことをした私たちを、あざ笑っている人がいるかと思うと、とても嫌な気持ちになってしまう。

2011年3月14日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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« 我が家の「節電」 | トップページ | 中学生の職場体験 »

2011年3月17日 (木)

怒らない練習を

　この２～３ヶ月ぐらいか、往復４時間の通勤時間などで、いわゆる自己啓発的な本をいくつか読んでいた。人

間関係・仕事のことなど、どうも、うまくいかないなあと思うことが多くて、どうすればいいのか悩んでいたのが

主な理由である。

　これらの著作に共通している点が、いくつかあると思った。ひとつは人間の性格は、潜在意識を改めることで

変われるということ、もうひとつは、自 分の思い通りにいかなくて、怒って当たり散らしても、時間やエネルギー

が無駄なだけであるということである。そういう場面に直面した時に、どういう風に思 考の方向を持っていって

怒りをおさめればいいかを指南しているものもあった。

　少し前に、種子島のロケット打ち上げ（去年、訳あって、とても身近になった）の裏舞台の苦労が取り上げら

れたドキュメンタリー番組があった。現 場では、他の人のミスや怠慢などで作業が思い通りに進んでなくても、

絶対に取り乱して大声を張り上げるということはしないというルールになっているという ことであった。相手（通

常は下の立場で働いている人）に対して威嚇して萎縮させて仕事をさせても、結果的に何も得られるものがな

いからだそうだが、この点 についても、上記の本で書かれていることと共通していると思った。

　そんなこともあって、ここのところ、できるだけ「怒らない練習」をしている。でも、流れてくるメールやサイトの

情報を見たり、人から言われたことを反復したり、そのことをひとり で考え事をしたりしていると、怒りが込み

上げてしまうことがあるけど・・・。実際、最近の私の歯ギシリは、前よりだいぶヒドいと、家族は言っているか

ら、 現実世界側のシワヨセを、逆に潜在意識側に追いやっているだけなのかもしれない。

　先だって、首相が東京電力に行って、いろいろな不適切な対応について怒りをぶちまけたという話が流れて

いた。とてもたいへんな仕事だとは思うが、ここはとにかく冷静に巨視的な視点から、危機に直面しているこの

国の舵取りをしてほしいと切に願います。

2011年3月17日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 怒らない練習を | トップページ | ACコマーシャル　オシムの言葉 »

2011年3月18日 (金)

中学生の職場体験

職場体験というのが今どきの中学生にはあるらしく、ちょくちょくやってくる。博物館の裏方で、標本整理作業な

どの地道な作業をしてもらう。

まあ、「博物館が展示だけやっているところじゃないよ」とわかってくれたら、それで私としては十分かなあ・・・。

以下が感想文。まあ、それなりに楽しんでやってくれた模様・・・。

http://www.omnh.net/trainee/cat68/

2011年3月18日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 中学生の職場体験 | トップページ | ハンミョウは無い »

2011年3月19日 (土)

ACコマーシャル　オシムの言葉

　今日は家にいる。家族とおもにテレビを見ている。

　ACテレビコマーシャルが繰り返されているが、オシムさんが「脳卒中の時にできるだけ早く病院へ」というコ

マーシャルで、オシムさんが後半に「おっさん」と言っているのを発見した。

　それが流れるたび、そこばかり気になる。

　ユーチュー●にもアップされているが、確認しないほうがいい。本当にそこばっかり気になってしまうからだ。

2011年3月19日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 中学生の職場体験 | トップページ | ハンミョウは無い »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
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2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

「すごくオッサンになっとる　スッペロ」って鶴瓶の声で聞こえる。

投稿: マイン | 2011年3月21日 (月) 05時11分

おっさんて、ゆーーてる、ゆーてる。民放の音楽リクエストのラジオ番組で、同じように外国の歌の一部が日本語の何々に聞こえる

ゆうのんをやってます。土曜日の午後の番組だったと思います。

投稿: NI | 2011年3月21日 (月) 20時08分

おっさん、今飛ぶよって聞こえる。

投稿: | 2011年3月22日 (火) 11時39分

たしかに「おっさん今飛ぶよ吸ってろ」って聞こえる。

投稿: | 2011年3月22日 (火) 23時39分

「おっさんに納豆・ミソスープや」って聞こえるのは私だけ？

投稿: | 2011年3月23日 (水) 13時14分

いつになくすごい食い付きですね、このテーマは？　なんでやろ。関西人のお笑い好きやろか？

投稿: NI | 2011年3月23日 (水) 19時45分

オシムのCM、やらなくなっちゃったな。

投稿: | 2011年3月28日 (月) 15時50分
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48Kのブログ

« ACコマーシャル　オシムの言葉 | トップページ | 春休みは嫌い！ »

2011年3月27日 (日)

ハンミョウは無い

　昨日は甲虫学会・大阪春季例会だった。講演をいろいろ頼んでいたが、どの方面も不調で、結局、各自が

持ち寄った小ネタでつなぐ「一人一話」大会と相成った。私は日本産Laricobius属（マキムシモドキ科）につい

て、5分ほど話した。

　和歌山から来られたＭさんは同県レッドデータブックの改訂作業中だそうだが、「ハンミョウは無い」とおっし

ゃった。ハンミョウはナミハンミョウ (Cicindela chinensis)、無いは和歌山弁で「いない」という意味。何と「ナミハ

ンミョウをレッドデータブックに載せるつもり」とのこと。

　甲虫に広く深い造詣のある方が、そんな馬鹿な、と一瞬思ったが、そういえば、ナミハンミョウを針に刺した

記憶は長らくない。「あそこに行けばいる」、というところに行っても、今は見られないところがすごく多いよ、と

のこと。

　同じく普通種のニワハンミョウのほうは、依然として健全だとのこと。今年はそういう目で山歩きをしてみよう

と思った。

2011年3月27日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ACコマーシャル　オシムの言葉 | トップページ | 春休みは嫌い！ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

昨日はお疲れさまでした。Ｎ里さんもわざわざ来ていただき大いに盛り上がりましたね。ナミハンミョウは通年でみられますが、拙宅

の周りを観察していますと秋口に多いようです。ともあれ絶滅危惧種はあんまりでしょう。

投稿: NI | 2011年3月27日 (日) 20時59分

　お疲れさまでした。NIさんはあまり体調がよくないことが多いとおっしゃってたのですが、私自身のお目にかかった感じでは、お元

気そうで安心しました。地震・津波で暗い話題もいろいろありましたが、西日本から元気を出さなくてはと思いました。

　ナミハンミョウはたとえば、昨秋でも見られましたか？　2003年ぐらいから今年まで、大和川・淀川水系地域の調査でいろいろ歩

き回ったりしましたが、私自身は１度も野外で見てないのではないかと思います（ニワ、コニワ、コ、エリザは見ました）。

　2007年にハンミョウ類のガイドブックを書いたので、最近に私自身が採った記録が残っていますが、2006年10月の茨木市泉原が

最後です。私の記憶でもそうです。泉南市で何人かと一緒に、2003年に調査したときに、何カ所かで採集している記録が残ってい

ますが、今年ここへ同じ時期に行ってみようと思っています。和歌山の方がおっしゃるように、おそらく今ではまったくいなくなってい

るのではないかと懸念しています。

投稿: 48K | 2011年3月28日 (月) 05時28分
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2011年4月 1日 (金)

春休みは嫌い！

　小中学生のころ，春休みは大好きだった．今は春休みが嫌いだ．理由は同じ・・・．「宿題がない

こと」である．大人になると，まったりと過ごすガキらの相手をせねばならない．妻や義母も相手に

飽きてくるし，仕事もある・・・．私の逃げ口上＝「仕事が忙しいから」も，やがて通じなくなる．

　ということで昨日（31日），休暇をとって，ガキと甥っ子を連れて，甲子園へ高校野球見物に行く

ことになった．準々決勝の２試合で，一方は追いつき追い越しの緊迫した試合と，他方はワンサイド

ゲームだった．子どもたちは自宅からグローブを持参して，ボールのよく飛んできそうな席に移った

りして（高校野球の甲子園は席種カテゴリー内なら自由席だ），まあ１日楽しく過ごせたようだ．

　スコアボードには半旗が掲げられていた．吹奏楽部の応援も自粛されているため，県予選のよう

に，野球部員らの声による応援だった．好プレーに拍手が響き渡る雰囲気も悪くない感じがした．
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« 春休みは嫌い！ | トップページ | 1000年前の女装家 »

2011年4月 5日 (火)

兵役３年，終了

　大阪自然史博の学芸員は原則として，３年間の「兵役」のようなものが時々まわってくる．普及担当というや

つ．年中行事にほとんど駆り出されたり，月刊誌 Nature Studyの編集が，しょっちゅうまわってきたり・・・．前

回は1996～98年，今回は2008～10年だった．展示会準備やいろんな方面の対応などな ど，いろんな日常的

な仕事は「兵役」にない人と同様なので，この３年間は消耗するばかりである．研究者として，新たに創造的な

仕事ができる余裕は，全く無 い．

　今日，友の会担当を次の方に引き継いで，３年間の兵役をすべて終えることができた．すごく晴れ晴れした

気分・・・．

　この間，犠牲になったものは多い．家庭のこと・・・，自分自身の中のこと・・・．人生が二度，あるわけではな

いので，取り返せるとは思わないが，マイナスだったことが逆に，結果的にプラスになっているといいなあと思

う．

2011年4月 5日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

養老たけしさんの講演、覚えていらっしゃいますか。好きなことをするためには、好きでないことをやらないといけないと。さしずめ貴

君の場合だと、虫をいじるために編集の仕事をやらないといけない、ということでしょうか。でもまぁ、オフィスで虫を堂々と出して顕

微鏡で見ていても怒られないだけましだっせ。いやむしろ褒められる？ですか。私が会社でそんなことしたら、クビも視野に入りま

す。

投稿: ＮＩ | 2011年4月 5日 (火) 20時57分

　環境とか条件とか，人によりますが，すべき仕事，したい仕事を前に進めるという気持ちを強く持ち続けることが大事だと思ってい

ます．虫以外の仕事をしながら，虫の研究を継続されている方々は，本当に偉いと思います．

　私自身はオフィスで虫を堂々と出して，怒られることはもちろん無いです．でも専門で調べている虫を見ることはないですね．文献

はぜんぶ家にあって，同定を頼まれたら自宅で作業をしています．

　オフィスで論文を書く作業をしていると「余裕があっていいねぇ」とイヤミを言われたこともありますが，めげずに「前に進める」と言い

聞かせています．えっ？　そんなに出来てないって？

投稿: 48K | 2011年4月 8日 (金) 09時10分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-e68d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/1000-781b.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-eec3.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-e68d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/1000-781b.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5ff9ee.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-275535.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/2018-5289.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 兵役３年，終了:

« 春休みは嫌い！ | トップページ | 1000年前の女装家 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-eec3.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/post-e68d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/1000-781b.html


48Kのブログ

« 兵役３年，終了 | トップページ | 昆虫化石の調べ方 »

2011年4月 8日 (金)

1000年前の女装家

　最近テレビをつければ，女装で振る舞う人（男）ばかりの印象である．性同一性の「障害」として苦しんでおら

れる方がある一方で，ただ楽しんでいるような印象の方もあるように思う（ごっちゃにして扱うのはよくない

か？）．

　昨日は比叡山に行ってきた．毎日のように見上げている山だが，実際に行く機会は少なく，今回で４回目ぐ

らいだろうか．

　延暦寺・根本中堂の少し下に，紀貫之(872－945)の墓（写真）があって，周辺にツガやモミがあるというの

で，行ってみることにした．残念ながらモミばかりで，ツガは見あたらなかった．

　紀貫之は比叡山からの琵琶湖の眺めが，たいそう気に入っていたそうで，そのために，ここに埋葬されたん

だそうな．明治に建てられたという墓石の横には，比叡山で詠んだという下記の詩（古今集）が紹介されてい

た．

　山たかみ　見つつわがこし　さくら花　風は心に　まかすべらなり

　紀貫之は百人一首で紹介されている句（「人はいさ・・・」）でも，花が出てくる．また，土佐日記を女性の振り

をして書いたことがよく知られている．

　いずれにせよ，花を愛でる乙女チックな人物だったのかなあと思った．

2011年4月 8日 (金) | 固定リンク
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48Kのブログ

« 1000年前の女装家 | トップページ | 大化石展！2011 »

2011年4月 9日 (土)

昆虫化石の調べ方

・・・という室内実習行事を明日，開催予定で，現在はその準備中・・・．どういうわけか，１００人を超える応募

があり，泣く泣く半分を落選にした．

期待されているほどは，面白くない行事だろうと思う．なぜなら「前胸背板だけで種を同定しよう」という地味な

作業なのだから．

写真は日本産甲虫＝51種分の前胸背板．Nature Study2000年３月号で使ったが，当時の印刷は白黒だっ

た．

2011年4月 9日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 1000年前の女装家 | トップページ | 大化石展！2011 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« 昆虫化石の調べ方 | トップページ | プロジェクトU甲虫班が発足！ »

2011年4月11日 (月)

大化石展！2011

　大阪自然史博の今年の夏の特別展は，（仮称）「来て！見て！感激！大化石展」です．昆虫化石もたくさん

出展します．

　ポスター用の写真の選定作業中です．ドミニカ琥珀のシロアリをアップします．

　

2011年4月11日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 昆虫化石の調べ方 | トップページ | プロジェクトU甲虫班が発足！ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

なにやら聴いたことがあるようなキャッチフレーズ、関西だけでしょうか？プッツさんはEnt. Blatt.で琥珀の中のStenusの記載をされ

ていました。系統解析には欠かせないデータとなるのでしょうね。

投稿: NI | 2011年4月12日 (火) 12時05分

関西だけかなあ。もし、大阪・日本橋「●●商店」と似ていると思われたなら、それは空耳と思います（？）。

古生物学の中において、琥珀の昆虫研究はかなり重要と思います。バルトでもドミニカでも、数千万年前の昆虫類のモルフォロジ

ーが完璧に残されていますから。

ただ、やはり、それを見られる「目」が必要で、それは一朝一夕に得られるものではありません。

コメント

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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世界中の現生の昆虫分類学者たる者、みんな、琥珀の研究に協力すべきと思います。

投稿: 48K | 2011年4月14日 (木) 22時17分

珍しく博物館のホームページにゴミムシの写真が掲載されていますね。ナガゴミムシまでは同定できました。

キャッチフレーズは、墓屋の宣伝に似ています。ちゃいます？

投稿: NI | 2011年4月15日 (金) 12時07分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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この記事へのトラックバック一覧です： 大化石展！2011:

« 昆虫化石の調べ方 | トップページ | プロジェクトU甲虫班が発足！ »

コメントを書く
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48Kのブログ

« 大化石展！2011 | トップページ | 夏祭りをハシゴ！ »

2011年4月16日 (土)

プロジェクトU甲虫班が発足！

　都市の自然をしらべる「プロジェクトU」の発足式が開かれた．私は甲虫班としてコガネムシ（食葉群）の調査

をしてみることにした．

　さっそくHPも作りました．

　今年は春～秋には研修会は開きませんが，個々の調査成果の同定作業などは冬にやりたいと思っていま

す．

http://homepage3.nifty.com/shiyake/project-u.html

2011年4月16日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 大化石展！2011 | トップページ | 夏祭りをハシゴ！ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

都会の自然がどれくらい残っているのかを調べるには、オサムシ科の蟲が面白いですよ。コガネムシとかカミキリムシとかはどうし

てもホストの有無に依存しますが、オサムシ科の甲虫は、農薬の有無による餌の有無、適度な湿度が保たれているか、必要な日

陰面積があるかなど、より環境状態に依存しているからです。神戸大の先生・学生さんと神戸市内の調査をして色々面白い結果が

出ました。でも今からでは計画変更は無理でしょうね。

投稿: NI | 2011年4月18日 (月) 11時05分

オサムシ科は候補に考えましたが，一般の人といっしょにやるには，少しハードルが高いのです．ピットフォールトラップも都市部だ

と，獣にすぐ抜かれるし・・・．

おっしゃるように，環境指標性の面白さはあるように思うので，機会あればトライしてみます．展示予定は2014年なので．

またご助言などいただけますと幸いです．

投稿: 48K | 2011年4月19日 (火) 08時58分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！
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たとお考えの際の申し立てにつ

いて
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« プロジェクトU甲虫班が発足！ | トップページ | 昆虫化石展1996 »

2011年4月18日 (月)

夏祭りをハシゴ！

　大阪に勤めて長くなるが，そういえば天神祭にも行ったことがない．

　神社のまわりでたくさん灯りがつくので，もしかしたら，歩き回ったらコガネムシなど，いろいろな甲虫が得ら

れるかもしれない．プロジェクトU関連のデータがいろいろ得られるかも・・・．

　というわけで，夏祭りのスケジュールを調べてみた．

　大阪３大夏祭りというのがあるそうで，天神祭（7月24日が宵宮）のほか，愛染まつり（四天王寺・愛染堂6月

30日），住吉祭り（住吉大社：7月30日が宵宮）だそうだ．

　他にも生魂國神社，高津宮の祭りの日程も，うまい具合にずれている．

　ほか，長居のセレッソの試合なども盛り込んでみた．大阪城公園の夜のイベントなどもスケジュールなども，

わかれば盛り込みたい．

http://homepage3.nifty.com/shiyake/project-u.html#event

2011年4月18日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« プロジェクトU甲虫班が発足！ | トップページ | 昆虫化石展1996 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

大阪の夏祭りは、愛染さんに始まって住吉祭りで終わります。どこの祭りも人がいっぱいで、とりわけ天神祭はみこしの後について

行く人で最後の神社に入るところはすごいです。コガネムシどころではありませんが、人波の外れの電灯やったらいけるかも。大川

の少し上流辺りの電灯は面白そうです。因みに大阪と言えるかきわどいですが、三川合流の電灯にはひげこがねがいっぱい飛ん

でくるそうです。

投稿: NI | 2011年4月19日 (火) 15時41分

航空写真では、大阪城公園→鶴見緑地→長居公園・天王寺公園など、が見えます。狙い目の筆頭は愛染まつりになるのでしょう

か？

投稿: 親子＠豊中 | 2011年4月23日 (土) 10時59分

大阪のお祭り見物も兼ねて，いろいろまわって見たいと思っています．また情報よろしくお願いします．

投稿: 48K | 2011年4月24日 (日) 06時04分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる
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48Kのブログ

« 夏祭りをハシゴ！ | トップページ | 南アルプス鳳凰山の甲虫展 »

2011年4月19日 (火)

昆虫化石展1996

　1996年に開いた昆虫化石展の標本や展示の写真を整理中．当時は「苦しかった」というイメージしかない．

この前後，15kgぐらい太った．今はそのころより，7kgぐらいは減っています．

　大化石展開幕まで，あと73日

2011年4月19日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 夏祭りをハシゴ！ | トップページ | 南アルプス鳳凰山の甲虫展 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

ライトに集まるコガネ集めだったら、祭りのライトまわりより、やはり上町台地や公園、神社などでのライトトラップが絶対でしょう。ハ

ナムグリ類は、イエローパントラップや、昼間の樹液塗りなども。祭りやナイターで大阪的ねらい効果は分かりますが・・・

投稿: psylla38 | 2011年4月23日 (土) 23時33分

祭りは純粋に行ってみたいだけだったりして・・・．

コガネはいろいろトラップにかかってくれそうで，やりやすそうです．

オサ・ゴミのトラップは獣に抜かれるので・・・．大阪市内には意外にタヌキが多いとかいう話だし・・・．

投稿: 48K | 2011年4月24日 (日) 06時06分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事
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評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« 昆虫化石展1996 | トップページ | 「新しい標本」展プレビュー »

2011年4月24日 (日)

南アルプス鳳凰山の甲虫展

　特別陳列「お披露目！博物館に届いた新しい標本」が４月29日（金祝）から開幕します．現在，その準備中．

　私は鳳凰山の甲虫類の担当．コーナーのタイトルデザインが終了したところ．中央アルプス・木曽駒ケ岳か

ら見た日の出の写真をトレース．南アルプス連峰やその向こうの富士山も綺麗に見えた．ずいぶん昔のことだ

なあ．

　展示会については，こちら．

http://www.omnh.net/whatsnew/2011/03/20110429.html

●大化石展開幕まで，あと68日 

●新しい標本展開幕まで，あと４日

2011年4月24日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 昆虫化石展1996 | トップページ | 「新しい標本」展プレビュー »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

学生時代に、夜叉神峠から鳳凰三山を経由し甲斐駒、仙丈、北岳、農鳥と縦走しました、一人で。あの頃はほんま体力がありまし

た。よもや鳳凰から新種記載をするとは夢にも思っておりませんでした。

投稿: NI | 2011年4月24日 (日) 12時11分

私は大学2年の夏休みに、山登りの友人と二人で戸台から北沢峠を経て、仙丈ヶ岳、北岳、農鳥と縦走し、キジラミをいっぱい採り

ました。左手にビーティングネット、右手に四つ折りネット、缶詰・米・ラジュース・燃料・マルタイラーメン（煮る初期のもの）など２０ｋ

ｇを越すキスリングをしょって・・あの頃はほんと体力があったですね。山小屋で2泊しました。

投稿: psylla38 | 2011年4月24日 (日) 21時43分
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 南アルプス鳳凰山の甲虫展 | トップページ | 博物館広報の仕事 »

2011年4月28日 (木)

「新しい標本」展プレビュー

　「お披露目！博物館に届いた新しい標本」展のプレビューの日を迎えた。展示するには、ちょっと小さい標本

ばかりだったかも。

　韮崎市甲虫リスト（売価1,000円）もショップで販売しています。

●大化石展開幕まで、あと64日

2011年4月28日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 南アルプス鳳凰山の甲虫展 | トップページ | 博物館広報の仕事 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

どのような触れ込みか存じ上げませんが、日本甲虫学会の協力を得て展示にこぎつけることができました、とか適当に学会の名前

を使ってアカデミックなところを強調されればいかがでしょうか。それとか新種も交えるとか（小生記載分はまだ自宅にありますが

(^^;　）

投稿: NI | 2011年4月28日 (木) 19時45分

　甲虫学会の協力はだいぶ強調しています！ので、ご心配なく。採集会の集合写真なども出しています。

　「ホウオウ」という名前の新種を７種、展示しています（小さいので拡大写真といっしょに）。

　NIさんの書かれた新種は最初、掲出標本リストに入っていましたが、標本が無いのに気づいて、リストから外しました。

　ご持参orお送りいただいたら、展示に加えますよ！

投稿: 48K | 2011年4月29日 (金) 07時44分
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48Kのブログ
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博物館広報の仕事

　昨年から博物館広報関係のまとめの仕事が降ってきた。「広報」とは聞こえがいいが、要は出来るだけ博物

館に人に来てもらう、来た人をうまく企画展に誘導する、ということ。つまり、必然的にパネルのプリントアウト

や貼り出しの作業が多くなる。

　連休中の今日は、その作業に明け暮れてしまった。
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2011年5月 3日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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会社だと、広報はコマーシャルやパンフレットを作成したりするお気楽な部署もあるのですが、対外窓口部署は大変です。何か新聞

ネタが出ると、社外からの問い合わせは広報に一本化するよう緘口令が敷かれます。もしもスキャンダルなどがすっぱ抜かれると、

広報は大わらわです。その情報がまた新聞やテレビに出ますので。
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48Kのブログ

« 博物館広報の仕事 | トップページ | この夏はオルセン（元・阪神投手）？ »

2011年5月 7日 (土)

ゼミとミュゼ

大阪市博物館協会と大阪市立大学が連携協定を締結することになり、その記念シンポが開かれる。なぜか私

がしゃべることになってしまった。大阪市大とのセミの共同研究のことを中心にお話しします。

http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2011/sympchinoyugo.html

その準備をしているところ。長居公園のセミ展の「のぼり」とか、今となっては懐かしい。
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48Kのブログ

« ゼミとミュゼ | トップページ | レトロ駅「彦根口」（近江鉄道） »

2011年5月 9日 (月)

この夏はオルセン（元・阪神投手）？

　高校生のころ、家のある滋賀県野洲から大津へ、JR（当時はまだ国鉄）の電車で通っていた。

　電車には２タイプあった。空調設備があるものと無いもの。電車の屋根の形状を見れば分かった。夏場はク

ーラーの効いた電車は快適だったが、扇風 機しかないものは「オルセン」（オール扇風機の略）と呼ばれてい

た。プラットホームに近づいてくる電車が「オルセン」だった時、とてもがっかりした。

　オルセンというのは当時、阪神にいた外国人投手の名前である。たいして活躍はしてなかったように思う。

　オルセンの電車は暑くて不快だけど、死ぬほどではなかった。我慢すればできるような気がする・・・、と、浜

岡原発停止のニュース（関西でも節電の必要）を見て、思った。

2011年5月 9日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ゼミとミュゼ | トップページ | レトロ駅「彦根口」（近江鉄道） »
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

昼間はええやろけど通勤時の列車がエアコンなしやと地獄でしょうね。因みにうちの会社の研究開発部門は裁量労働なので通勤

地獄は避けることができます。多分この制度導入が一番省エネになると思います。涼しい高原を走る信州の電車でも今はエアコン

が装備されています。標高１０００ｍの野辺山高原を走る小海線のお話。

投稿: ＮＩ | 2011年5月 9日 (月) 18時49分

最近の電車はエアコン装備が前提なので、快速や各停でも窓が開けられないかもしれないですね。

少し前、夏にどこか地方の特急電車に乗った時、エアコンが故障していましたが、あの時は相当暑かったです。特急なので窓が開

かないのです。

投稿: 48K | 2011年5月10日 (火) 18時12分
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48Kのブログ

« この夏はオルセン（元・阪神投手）？ | トップページ | 大化石展、開催要項を発表 »

2011年5月10日 (火)

レトロ駅「彦根口」（近江鉄道）

　昨日は地学分野の同僚学芸員２人とともに、滋賀県彦根市へ出かけた。野外観察会「氷期の昆虫と植物の

化石」の下見である。昆虫がたくさん出ることが確認できてよかった。あとは当日、雨が降らないことを祈るだ

けである。

　化石の調査地は、近江鉄道「彦根口」駅の近くである。今回、この鉄道を利用したが、この彦根口駅のレトロ

さ具合に、かなりびっくりしてしまった。写真のとおり、相当な古さである。

　この駅を集合場所にするつもりだが、肝心のトイレが見当たらない。鉄道会社に電話して確認したが、残念

ながらトイレは無いとのことだった。

　ついでに駅舎がいつ出来たのかも尋ねたところ、明治34(1901)年5月20日だそうな。

　今年で110周年で、まだ現役。すごいぞ「彦根口」駅！。でも、折れそうな細い柱やら、曲がった庇やら、本当

に大丈夫なのかなあ？と心配にもなった。

●大化石展の開幕まで、あと52日

2011年5月10日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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勤め先の事業場があるので出張時は近江鉄道 日野駅で降りている親子＠豊中です。

調べてみると近江鉄道で一番古いのは日野など、明治３３年のようです。

隣の朝日野駅は会社から歩いてたどり着くのに苦労しました。

雰囲気は彦根口を上回っているかもしれません。ホーム跡がシブイ？

投稿: 親子＠豊中 | 2011年5月12日 (木) 21時54分

サイトで見ました。このあたりの駅もすごいですね。近江鉄道を各駅降りて、じっくり見てみたいけど、１時間に１本とか２本ですか

ら、すごい時間がかかりますねぇ、きっと。

「由美か●る」の「ア●ス」のホーロー看板とか、まだ残っているところもあるというから、ほんとにノスタルジー満載の路線ですね。
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大化石展、開催要項を発表

夏の化石展が正式発表になった。あとは準備あるのみ。

http://www.omnh.net/whatsnew/2011/05/201172_42.html

●大化石展、開幕まで、あと50日
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2011年5月15日 (日)

ゼミとミュゼ（その２）

　今日はそのシンポに、市立歴史博物館に行ってきた。

　どれぐらい、主催者の趣旨や参加された市民の期待に応えられたか、まったくわからないが、とりあえず、報

告者の３人の中で一番、聴衆は笑わせたかなあ。

　人によると思うが、私の場合、１時間ぐらいしゃべるって、すごく緊張と消耗をするのです。始まる前と終わっ

た後に、胃薬を飲んでおいてよかった。そして、今も食欲がないぐらい、胃がヒリヒリしています。

シンポ 

http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2011/sympchinoyugo.html
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今日は行けなくて残念でした。Twitterでお二人の方が、４８Kさんの話が一番面白かったと書いていました。聴衆が身を乗り出すよ

うに聴いていたのが印象的だったということなので、良かったんじゃない？話し上手な人っているけど、胃が痛くなるくらい緊張感を

をもってしゃべった方がインパクトが大きいと思う。ただしょっちゅうやると体をこわすんじゃないかな。

投稿: psylla38 | 2011年5月15日 (日) 23時56分

twitterでそんなんがあったんですね。多少とも喜んでもらえたらうれしいです。

胃痛はひどくなると、続けられないぐらい痛いので、こういう時、胃薬は欠かせません。
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48Kのブログ

« ゼミとミュゼ（その２） | トップページ | ドイツのシャーケさん »

2011年5月17日 (火)

昆虫の講義

　昨日と今日は某所から頼まれた、ほぼ終日の昆虫の講義。人前でしゃべるのが続く。あ”あ”～。

●大化石展まで、あと45日

2011年5月17日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

講演が仕事として許されているのは羨ましいです。一般企業だと、講演や学会発表の依頼があると、当然ながら上長の承認が必

要です。しかも極めて消極的で、大半は却下となります。私も以前は学会などでよく技術講演やら研究発表をしましたが、今はまっ

たくと言っていいほどさせてもらえません。会社がやらない方向にかじ取りをしているためです。そんな暇があったら会社の仕事をし

ろ、という感じですね。他社の方と知り合いになれるいい機会なんですがね。

投稿: NI | 2011年5月17日 (火) 14時38分

コメントありがとうございます。

「羨ましい」ことは全くありませんよ。すごく本当のことを言いますと、こういう講演に出向くのは休暇扱いで、なおかつ、相手側から

提示していただいた講演謝金も断ってます（公務員の副業は基本的にダメなので）。

「昆虫に関する普及教育をしなければいけない」という社会的な立場上、「もらっている給料の一部」と自分や家族に言い聞かせ

て、引き受けることにしています。

制度の不備は感じますが、まあ今のところは仕方がないですね。

投稿: 48K | 2011年5月17日 (火) 20時30分

そう、最近は、企業でも休暇扱いで学会に交通費を請求される方が増えました。さすがに講演料はそのままポケットに入るようです

が。まぁ黙認ですね。１０年以上前までは、講習会や出版を手掛ける会社の依頼で講演すると、一時間２万円＋旅費でした。一日

で１３万円ほどを手にしたことがしばしばでした。これは全部虫を購入する資金に回しておりました。さすがに最近は上からNGが出

ますが。本の執筆なんかも結構やりました。ただし執筆料で一括支払い、何冊売れても同じ料金です。書籍執筆の方は、後輩や同

僚の評価は良いです、あの本見せていただけますかとか依頼があります。履歴書なんかにも書けますしね。

投稿: NI | 2011年5月18日 (水) 17時14分

講演をするにも、本の執筆をするにも、日ごろ研究や勉強をしておかないといけないですね。そのためには、文献や本をずいぶん買

ったり、公費では出張できないところにも行かなければならない。私費で学会に出ることもある。こんな費用、とても家計（給料の大

部分がそちらへまわる）からは出ないですよね。きちんと目的と意義がある講演の謝礼や本の執筆料は、休暇や時間外にやる分

には、そのような用途に使えば、給料の二重取りにはならないと思うけれど。

投稿: psylla38 | 2011年5月18日 (水) 23時02分

企業では、扶養家族手当を無くするところがおおくなっています。独身の方にたいして差別になるというのが理由です。その代わり

各人自由に使ってよい手当の制度があります。介護用品に使ってもいいですし、自己啓発という名目で仕事に関係する書籍購入と

か学会の年会費に使ってもいいのです。ただいずれも申請しないとお金が出ないので、無駄にする方もいらっしゃいます。でも扶養

家族手当がないのは、子供のいる家庭ではかなりの打撃だと思います。
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投稿: NI | 2011年5月19日 (木) 08時31分

コメントありがとうございます。

家庭や家計もやりくり大変で、かつ仕事も雑多に多い世代の中にいるので、いろいろ工夫はしたいところではあります。

投稿: 48K | 2011年5月20日 (金) 05時24分
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(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)
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48Kのブログ

« 昆虫の講義 | トップページ | ごかうばし »

2011年5月20日 (金)

ドイツのシャーケさん

　昨日は講義の３回目だった。

　終了後に聴衆のおひとりから、「日本人のシヤケさんに会うのは初めてだが、ドイツ人のシャーケさんには会

ったことがある」といわれた。スペルはSchaake。

　ネットで検索してみたが、確かに実在する姓らしい。

●大化石展の開幕まで、あと43日

2011年5月20日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 昆虫の講義 | トップページ | ごかうばし »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

西洋人の名前で分からないのが、名前の意味。漢字はそれぞれ意味があって親が思いを入れて名前をつけますよね。賢治であれ

ば、賢く育ってほしいみたいな。たまに生まれた順番で、一郎、次郎と適当に付ける場合もありますが、それでも意味があります。

一度西洋人に聞いてみたいのですが、John、Paul、Georgeにどのような意味があるのか。辞書を引いても男性の人名と書いてあ

るだけです。Schaakeはいったい何でしょうか？その点中国人の名前は日本人と一緒でよく分かりますね。因みに犬によくあるジョ

ンにどんな思いがあるのでしょうか。飼い主に聞いてみたいです。

投稿: NI | 2011年5月21日 (土) 15時49分
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この記事へのトラックバック一覧です： ドイツのシャーケさん:

« 昆虫の講義 | トップページ | ごかうばし »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-b349.html
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48Kのブログ

« ドイツのシャーケさん | トップページ | ドクガ＆カブトムシ幼虫 »

2011年5月23日 (月)

ごかうばし

　午前は土曜日の行事「温暖化で北上する昆虫」の下見。植物園を歩いてまわる。クマバチが集まる柿（開花中）や、その他の花の位置を確

認・・・。 

　その後は化石展の解説書の執筆と写真の準備。何とか無理矢理、終わらせた（つもり）。 

　午後の後半は、京都・八幡へ。某団体の観察会の下見。旧御幸橋は撤去作業中。「昭和５年竣工、ごかうばし」と彫られている旧「御幸橋」の欄

干・親柱は、新「御幸橋」へ移設されていた。歴史の動いた瞬間を感じた。 

 

 

●大化石展、開幕まで、あと39日 

2011年5月23日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ドイツのシャーケさん | トップページ | ドクガ＆カブトムシ幼虫 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
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2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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いる」（小泉丹：1938年）
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【新刊紹介】「格助詞に着目した地名
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ごかうばし:
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48Kのブログ

« ごかうばし | トップページ | 八幡・木津川の水位 »

2011年5月25日 (水)

ドクガ＆カブトムシ幼虫

　昨日は八幡での某団体の野外観察会。雨は上がったが、木津川河川敷のトラップは全部ながされた。

　河原のイタドリにドクガ（幼虫）がたくさんいた。みなさんが採った虫を集めて河原に戻す作業のとき、大量の

ドクガを取り扱ったので、腕や首筋がだいぶかぶれてしまった。

　河川敷の朽ち木の下で、カブトムシ幼虫がたくさん見つかった。八幡・三川合流もいよいよ陸化しているよう

だ。

●大化石展、開幕まで、あと37日

2011年5月25日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ごかうばし | トップページ | 八幡・木津川の水位 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ドクガ＆カブトムシ幼虫:

« ごかうばし | トップページ | 八幡・木津川の水位 »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« ドクガ＆カブトムシ幼虫 | トップページ | お役所の書類（英語） »

2011年5月29日 (日)

八幡・木津川の水位

　明日は某団体の八幡・木津川での観察会。講義と合わせて６回シリーズの最後。天気は回復するのだろう

けど、河川敷は水没しそう・・・。

http://www.river.go.jp/nrpc0305gDisp.do?mode=&officeCode=22068&obsrvtnPointCode=3&timeAxis=60

　「水位ゼロメートル」は河川敷の高さだが、午後９時現在であと20センチ余り。

　先だっての観察会で、河川敷で見つかったヒラタクワガタ、コクワガタ、カブトムシ（幼虫）は流されてしまうの

だろうけど、こういう攪乱があるから、河川敷らしい自然環境は維持されるのである。

●大化石展、開幕まであと35日

2011年5月29日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ドクガ＆カブトムシ幼虫 | トップページ | お役所の書類（英語） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 八幡・木津川の水位:

« ドクガ＆カブトムシ幼虫 | トップページ | お役所の書類（英語） »

コメント

コメントを書く

トラックバック @niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 八幡・木津川の水位 | トップページ | （鳥の）た～まご »

2011年6月 3日 (金)

お役所の書類（英語）

　５月が怒濤のように過ぎた。シンポ、講義＆野外実習、化石展準備、博物館行事準備（雨で流れたけ

ど）・・・。

　６月に入って、アメリカの研究室から、前から頼まれていたテントウムシ収集を開始・・・。とあるテントウムシ

を捕まえて、アメリカへ送ってほしいという話。

　いつもなら、彼ら自身が黒船に乗ってやってくる季節だが、今年は来なかった（原発のことだろうか）。いろい

ろ連れてまわって、晩飯の相手などしなくてはならないのは面倒だったが、今年はそれをしなくてよいのは楽で

よい。

　しかし、野外での作業は全部、自分らでやってくれたし、アメリカの税関で使う、輸入のための英語の書類

も、自分たちで書いてくれた。今年はこれらを自分ひとりでしなくてはならないというのは、かなりの面倒であ

る。

　お役所の書類なんて、日本語でも難しいのに、英語でなんか書けるかい！　書き方見本も書いてくれたけ

ど、かなり不安である。

●大化石展、開幕まで、あと28日 

2011年6月 3日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 八幡・木津川の水位 | トップページ | （鳥の）た～まご »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： お役所の書類（英語）:

« 八幡・木津川の水位 | トップページ | （鳥の）た～まご »
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48Kのブログ

« お役所の書類（英語） | トップページ | 樹上昆虫捕獲ネット »

2011年6月 5日 (日)

（鳥の）た～まご

　土曜日は家族（＋義母）と、琵琶湖３島めぐり・・・。人のすんでいる沖島、西国霊場・宝厳寺のある竹生島

と、もうひとつは多景島。３つめの島は、前から行ってみたかったので、念願がかなった。

　多景島の中を歩いていると、丸くて白いものがある。最初はキノコと思ったが、鳥の卵だった。殻はずいぶん

固そう。場所からして、カワウかなあ。飛んでいたのはトビばかりでしたが。

　小３のガキは、「育てる」といって持ち帰り、ティッシュにくるんでいるが、もう腐っているかもねぇ。君の卵、何

が出る？

●鼻歌ランキング１位 

・みいつけた（トータス松本）

●大化石展開幕まで、あと33日

2011年6月 5日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« お役所の書類（英語） | トップページ | 樹上昆虫捕獲ネット »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： （鳥の）た～まご:

« お役所の書類（英語） | トップページ | 樹上昆虫捕獲ネット »
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48Kのブログ

« （鳥の）た～まご | トップページ | 手ぬぐい展 »

2011年6月 7日 (火)

樹上昆虫捕獲ネット

　高い樹の葉や花にいる昆虫（おもに小甲虫）を、大量に捕獲するためのネットを作ってみた。

（１）柄は６メートルのタモ網。安物はしなるので、高価な純カーボン製を用いる。 

（２）網は50センチ枠のものを２つ準備し、それぞれの縫い目をほどいたのち、２つを縫い合わせて、大きなネ

ット（枠の円周が約３メートル）を作る。 

（３）枠はスプリングネットを針金でつなぎ合わせる。強度を必要とする根元近くは２本にする。

　そんなこんなで、一応は完成・・・。

　試してみたが、やはりもう少し枠を軽くしないと、枝を叩いているうちに、柄の繋ぎ目がゆるんで落ちてくる。

あと、網も深くしないと、作業が終わって地表に降ろす時に網が裏返ってしまい、せっかくの収穫物が網から落

ちてしまう。

　そんなことを考えながら、野球を見ていたら、観客が長い風船を飛ばしていた。枠を風船か自転車のチュー

ブにしたら軽くなるだろうか？

●大化石展、開幕まで、あと26日

2011年6月 7日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« （鳥の）た～まご | トップページ | 手ぬぐい展 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 樹上昆虫捕獲ネット:

« （鳥の）た～まご | トップページ | 手ぬぐい展 »

コメントを書く

トラックバック
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48Kのブログ

« 樹上昆虫捕獲ネット | トップページ | プロジェクトU ハナノミ班? »

2011年6月 8日 (水)

手ぬぐい展

　たまたま梅田を歩いていて見た、手ぬぐいの展示会。200本は圧巻。昆虫など自然をモチーフにしたものも

ある。手ぬぐいアーティストのひとり（！）として、勉強になった。

http://www.ric.hi-ho.ne.jp/maison/tenugui.html

　6/27まで、阪神百貨店南側のビル、E-maで。

●大化石展、開幕まで、あと23日

2011年6月 8日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 樹上昆虫捕獲ネット | トップページ | プロジェクトU ハナノミ班? »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« 手ぬぐい展 | トップページ | 大阪自然史博サテライト展示 »

2011年6月10日 (金)

プロジェクトU ハナノミ班?

　樹上甲虫ネットは、スプリングをやめ、元の枠を活かした形で改良したら、だいぶ軽くなった。

　長居植物園をぐるっと一周。終わりかけていたカキノキ（柿）の花にヤマモトヒメハナノミが２頭、来ていた（写

真）。 網の威力を実感・・・。

●大化石展開幕まで、あと21日

2011年6月10日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 手ぬぐい展 | トップページ | 大阪自然史博サテライト展示 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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(ウェブ上には掲載しません)
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携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： プロジェクトU ハナノミ班?:

« 手ぬぐい展 | トップページ | 大阪自然史博サテライト展示 »

トラックバック
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48Kのブログ

« プロジェクトU ハナノミ班? | トップページ | お尻に・・・ »

2011年6月20日 (月)

大阪自然史博サテライト展示

・・・＠ジュンク堂書店難波店を、本日、設営してきました。

カラフルなたくさんの本の背文字の中で、埋もれないように、自分なりに、目立つように工夫したつもり・・・。冷

やかされても、馬鹿にされても、負けないぞぉ～。

●大化石展、開幕まで、あと11日

2011年6月20日 (月) | 固定リンク

« プロジェクトU ハナノミ班? | トップページ | お尻に・・・ »

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！
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たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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 確認   送信 
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48Kのブログ

« 大阪自然史博サテライト展示 | トップページ | ハナノミダマシの絵解き検索 »

2011年6月21日 (火)

お尻に・・・

　いろんな仕事が切羽詰まっていて、どうにもこうにもならない感じである。「尻に火がつく」というが、その状態

になっている原稿や作業はいくつあるかなあ。

　しかし、残念ながら、私にはお尻はひとつしかないのである。えっ？割れてるから２つ？　いずれにせよ、ま

あ、せいぜいそんなもんです・・・。

　展示会PR用の「かぶりもの」を作ってみました。誰がかぶるのだろうか。

●大化石展、開幕まで、あと10日

2011年6月21日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 大阪自然史博サテライト展示 | トップページ | ハナノミダマシの絵解き検索 »
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昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

Twitter(松本）で，かぶりものをかぶった４８ｋさんの雄姿を拝見しました。宣伝のためならなんでもするとか。立派な見上げた根性

ですなあ。

投稿: psylla38 | 2011年6月23日 (木) 16時49分

博物館の広報チームには動員目標があって、クリアされたら、Tカゴシさんがディナーをおごってくれる、という話になっています。宣

伝のため、というより、そういうためですねぇ。
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48Kのブログ

« お尻に・・・ | トップページ | 日本産マキムシモドキ科Laricobius属 »

2011年6月22日 (水)

ハナノミダマシの絵解き検索

　切羽詰まった仕事のうち、一番やっかいなのがこれ・・・。

　私はこの委員なので、会議にも出席していたが、調整がうまくいかなかった時には自分で責任とってやること

になっていた。

　他の方に絵解きを頼んだが、調整がうまくいかなかった。

　かといって、未発表の絵解き検索なんてないし・・・。

　というわけで、格闘中です。タイムリミットは実はもう過ぎています。

　あ”あ”～～。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/kandoukon/event_report/event_plan.html
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48Kのブログ

« ハナノミダマシの絵解き検索 | トップページ | のぼり・看板とりつけ »

2011年6月24日 (金)

日本産マキムシモドキ科Laricobius属

　カサアブラムシを捕食するマキムシモドキ科Laricobius属について、国内産の３種が記録されました。うち、１

種は私も共同発表者になっているosakensis。

　あと２種はニュージーランドのLeschenさんによって、naganoensis（長野県産の新種）と、高山帯のハイマツで

見つかったkovalevi（基産地はロシア極東・マガダン）です。

http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/z02908p044f.pdf

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1603/AN10136

●大化石展、開幕まで、あと７日 

2011年6月24日 (金) | 固定リンク
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いよいよ記載されましたか。良かったですね。和名も付けて下さい。まさかサムライマキムシモドキなんてはつかないでしょうが。
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2011年6月26日 (日)

のぼり・看板とりつけ

　木曜日にのぼり・看板とりつけ作業をした。長居公園は「化石展」一色！

　あとは展示を作らなきゃ！

●大化石展、開幕まで、あと５日
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48Kのブログ

« のぼり・看板とりつけ | トップページ | 大化石展、内覧会 »

2011年6月27日 (月)

The Earliest Samurai 最初のサムライ

　鳥取県から見つかった約500万年前のオサムシは、日本固有のオオオサムシ亜属の一種だった。このこ

ろ、すでに日本独自の地域分化が始まっていた、ことを意味したい・・・。この絵で・・・。 

●大化石展、開幕まで、あと４日 

 

2011年6月27日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« のぼり・看板とりつけ | トップページ | 大化石展、内覧会 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

うーーん，かなり雰囲気は出ておるなあ。(~o~)

投稿: psylla38 | 2011年6月27日 (月) 23時27分
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： The Earliest Samurai 最初のサムライ:

« のぼり・看板とりつけ | トップページ | 大化石展、内覧会 »
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48Kのブログ

« The Earliest Samurai 最初のサムライ | トップページ | 大化石展、初日 »

2011年7月 1日 (金)

大化石展、内覧会

　「来て！みて！感激！大化石展」は未明に展示準備が終了し、午前11時から内覧会が開かれた。午前はプ

レス向け、午後は一般内覧会。まあまあの入り具合だった。

　主担当T氏は、広報用に作った帽子（今朝に完成）をかぶりながら解説してくれた。これから明日にかけて量

産し、展示会を盛り上げる予定。

●大化石展、開幕まであと０日

2011年7月 1日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« The Earliest Samurai 最初のサムライ | トップページ | 大化石展、初日 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

大化石展の準備ご苦労さま。宣伝のかぶりものは1種類ではなくて，別バージョンもあるんだね。メガネウラの実物大のかぶりもの

を作っても面白いかも。もちろん巨大な翼もつけて。背負子で背負うような感じで？

投稿: psylla38 | 2011年7月 1日 (金) 22時17分

んん～。メガネウラはリアルに作るのは、しんどいですね。予算もないですし・・・。

投稿: 48K | 2011年7月 2日 (土) 06時09分

今日は大化石展の初日ですね。夕方からの友の会の見学会にも行きたいですが，一寸余裕がありません。メガネウラのかぶりも

のは金をかけてリアルなものをつくるのではなく，頭は今のかぶりものを利用してやや小さめの複眼とちょっと長めの触角をつけて

かぶり，胸部と羽根は「昆虫の化石」の裏表紙のナムロティプス・ジッペリを厚手の紙に拡大コピーして両面貼りして，できたら針金

か割り竹などで内部を補強して，ザックのように背負うというものです。中国のトンボ凧のような風情？忙しいのに，何も無理矢理作
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@niftyが提供する

無料ブログはココログ！
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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れと言ってるわけではなく・・・・

　それから，かぶり物(現在の宣伝用も含め）は記念撮影用に貸し出せば，人気がでるかも。壊れないようにと，防臭スプレーとかし

ないといけないので，管理が大変でしょうが。

投稿: psylla38 | 2011年7月 2日 (土) 10時18分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 大化石展、内覧会:

« The Earliest Samurai 最初のサムライ | トップページ | 大化石展、初日 »
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48Kのブログ

« 大化石展、内覧会 | トップページ | 恋のダイヤル6700 »

2011年7月 2日 (土)

大化石展、初日

　無事に初日を迎えた。開館時刻に「１番のり！」と勝手に宣言して、受付カウンター前を通った。受付業務員

さんがカウントしてくれたかどうかは不明。

　無事にオープンはしたものの、広報関連の仕事で１日がつぶれた。駐車場に張り紙をしにいったり、館内で

足りない張り紙のチェックをしたり・・・・。

　あと、帽子の量産作業・・・。何人かで作業して、こんなになりました（写真）。明日、テレビ番組（バラエティ）

が取材に来るので、みんなでかぶって笑わせようということになってます。

2011年7月 2日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 大化石展、内覧会 | トップページ | 恋のダイヤル6700 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 大化石展、初日:

« 大化石展、内覧会 | トップページ | 恋のダイヤル6700 »
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48Kのブログ

« 大化石展、初日 | トップページ | ひとだんらく »

2011年7月 4日 (月)

恋のダイヤル6700

　特別展オープンまで、こぎつけたところで、遅れているハナノミダマシの絵解き検索の作製。いくらなんでも、

一両日中ぐらいに仕上げないとまずい。

　テンションを上げるためのBGMに選んだCDは、なぜかフィンガーファイブ。なかなかいい曲が多い。

　♪リンリン　リリン　リンリン　リリンリン・・・♪ 

　♪指の震えをおさえつつ・・・僕はダイヤルまわしたよ・・・♪

　そういえば、博物館行事で、とある田舎にいったら、公衆電話がダイヤル式で、電話をかけようと思った小学

生が「使い方がわからない」と言っていた。

2011年7月 4日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 大化石展、初日 | トップページ | ひとだんらく »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

会社ではもちろんBGMは流せませんが、家で仕事や虫の論文を書くときはラジオをつけています。その他音楽だと、クラシック、ビ

ートルズ、ローリングストーンズ、ディープパープル、懐かしのフォークソング・・、なんでもありです。先日はZARDと工藤静香の中古

CDを買ってきました。節操がないですね。

投稿: NI | 2011年7月 5日 (火) 09時24分

ＢＧＭはやはり、そのときの仕事内容や気分で変えるのがいいですよ。

私も今回、集中しなくてはならなかったときはフィンガーファイブを止めて、クラシックやジャズにしてました。

投稿: 48K | 2011年7月 7日 (木) 08時13分
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(ウェブ上には掲載しません)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる
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48Kのブログ

« 恋のダイヤル6700 | トップページ | ハナノミダマシの絵解き検索（その２） »

2011年7月 7日 (木)

ひとだんらく

　化石展オープン前からの10日連続出勤・連続残業は、とりあえず今日で終了・・・。顔のしわが、だいぶ増え

た気がする。それと、激しく眠いです。 

2011年7月 7日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« ひとだんらく | トップページ | 大化石展のご案内 »

2011年7月 7日 (木)

ハナノミダマシの絵解き検索（その２）

　いちおう、ほぼ完成しました。都合15ページの大作（！）です（絵解き部分４ページ、標本写真１ページ）。

　７月15日（金）、ぜひご参加ください。

http://wwwsoc.nii.ac.jp/kandoukon/event_report/event_plan.html

　テキストは後日でも購入可能と思います。くわしくは学会事務局へおたずねください。

　絵解き１ページ目を貼り付けますが、ネタばれしては意味がないので、ここではボカしています。

2011年7月 7日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ひとだんらく | トップページ | 大化石展のご案内 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

絵解き検索の作成，ご苦労さまでした。鞘翅類学会のMLがあれば，流してください。

M野さん，Y井さん，T橋さん，I藤さんなども。当日，楽しみにしています。

投稿: psylla38 | 2011年7月 7日 (木) 09時49分
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【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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大化石展のご案内

こちら

http://www.youtube.com/watch?v=dR6TDWoDtxA

2011年7月10日 (日) 博物館展示 | 固定リンク

« ハナノミダマシの絵解き検索（その２） | トップページ | 日本語ノート »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

本日（７／１１）の昼下がり、ニイニイゼミの初鳴きを聴きました。今年はちゃんと順序を踏んでいるようです。
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【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 大化石展のご案内 | トップページ | 滋賀県のヒラズゲンセイ？ »

2011年7月11日 (月)

日本語ノート

　最近、NHKのニュースなどを見ていると、「～たり、～たり」の表現が多い気がするが、私だけだろうか。「見

たり、聞いたり」や「殴ったり、蹴ったり」ぐらいなら、特にひっかかることもないが、「ピッチャーが投げたり、バ

ッターが打ったり」とか、あるいは、さらに長い文章になると、次の「たり」を心が待ってしまって、何か疲れる気

がするのである。言葉に厳格にやっているのだろうけど、少なからず「うざい」と思う・・・。

　あと、自慢じゃないが新聞はあまり読まないが、先だって駅で買った新聞の中の、とある記事に「ですます」

調と「である」調が混じっていた。インタビューの内容を報じたものであったが、たぶん、誤ったものではなく、わ

ざとそうしているのだと思う。少し気持ち悪いが、歯切れがいい感じもする。「どちらかに必ず統一しないといけ

ない」という人は古い人なのかもしれない。

　男女が２人で腕を組んで歩いている。「アベック」というのは古い人で、「カップル」というのは新しい人だそう

な。私は後者である。

　ついでに、大学の卒業論文。「そつろン」（ンにアクセント）は古い人で、「そツろん」（ツにアクセント）は新しい

人だそうな。私は前者である。 

2011年7月11日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 大化石展のご案内 | トップページ | 滋賀県のヒラズゲンセイ？ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

アベック（正しくはアヴェック、avec＝with）とカップル、確かに前者は古臭い感じがしますがフランス語で海外的には洗練されてい

ます（と英語をさげすんでいるフランス人は思っているでしょう）。中学生のころ流行った高石友也の受験生ブルースにも出てきます

ね。♪公園へ行けばアベックばっかりでぇ、やけのヤンパチ石投げたぁ♪。そのうちカップルも古臭くなるんでしょうか。代わりにペア

ーとか。でもペアーは動詞になるとエッチな意味があるのでちょっと、ですね。

投稿: NI | 2011年7月12日 (火) 06時39分

ペアリングとかの言葉はありますが、アベック、カップルの次の言葉にはならないような気が・・・。

個人的には、私はビューティーペアを思い出します（これも古いですね～）。女子プロレスですから、一応、女同士です。

投稿: 48K | 2011年7月13日 (水) 06時49分

ビューティーペア、ですか。若いと思っていたあなたもだんだん私に近づいてますね。

（I－S）／S　はだんだん小さくなってなって限りなくゼロに近づきます。ここでIは私の年齢、Sはあなたの年齢。もう何年かしたら同じ

年代ということに、なんてね。

投稿: NI | 2011年7月13日 (水) 06時59分
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48Kのブログ

« 日本語ノート | トップページ | 水銀灯の出動 »

2011年7月13日 (水)

滋賀県のヒラズゲンセイ？

※ヒラズゲンセイは2012年6月に滋賀県で見つかりました。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/hirazugensei.html

　2009年に京都・伏見区でヒラズゲンセイが見つかった。宇治川沿いに進めば、滋賀県へはもう入っている可

能性がある・・・。そう思って、昨日の午前、少し探しまわってみた。

　ヒラズゲンセイを探すには、クマバチが巣を作りそうなところを見て回るのがよい。桜の多い公園か古いお

寺。

　「死骸が落ちていることもある」というので、地面も「赤い虫」を」見て回る必要がある。しかし世の中、ゴミは

ずいぶん多いものであることを実感した。コカ・●ーラのペットボトルの赤い蓋に反応してしまう自分が情けな

かった。

　石山寺へ行ってみたところ、山門にクマバチの巣穴らしきものが、たくさん空いている。しかし、この穴はいつ

のものだろうか。山門は鎌倉時代に建造されたというから、800年ぐらい経っている。

　800年前のクマバチの生活の痕跡というのも、なにかロマンを感じる。これは化石と呼んでもいいのか？と、

ちらっと思ってしまった。でも、化石は埋もれないとダメなんだったかな？

　あっ、ヒラズゲンセイは見つかりませんでした。

●いろんな化石形態の紹介展示はこちら 

「大化石展」 

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2011kaseki/index.html

2011年7月13日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 日本語ノート | トップページ | 水銀灯の出動 »
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48Kのブログ

« 滋賀県のヒラズゲンセイ？ | トップページ | ジュウシチネンゼミの鳴き声 »

2011年7月14日 (木)

水銀灯の出動

　7月23日（土）に「セミの羽化観察＆ライトトラップ」があるので、そろそろライトトラップのセットのチェックをせ

ねばならないと思い、試運転を兼ねて、滋賀県内某所で調査。今季初のナイター。　汗の噴き出す蒸し暑い無

風の夜で、コンディションはなかなかよかったと思う。。

　大型種であまりエエモンは来なかったが、川べりなので、ヒメドロムシなどの小型種に期待（ソーティング作業

はこれから。肉眼ではさっぱりわからん）。

　ナイター（野球のほう）を聞きながら、ナイター（虫のほう）をやっていたが、発電機が途中で止まってしまっ

た。ガソリンはあるはずだが。原因不明。

　阪神は巨人にサヨナラ勝ちしたが、私はサヨナラ負けだった？ 

2011年7月14日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 滋賀県のヒラズゲンセイ？ | トップページ | ジュウシチネンゼミの鳴き声 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

今年はまだにいにいぜみが細々と鳴いているだけです。でも庭でアブラゼミが羽化していました。セミの出が遅いのは春の低温が

影響しているそうです。単なる受け売りですが。羽化前の気温がホルモンに影響するんですね。神秘的です。

投稿: NI | 2011年7月19日 (火) 06時25分
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【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 水銀灯の出動 | トップページ | ジュウシチネンゼミの鳴き声（その２） »

2011年7月20日 (水)

ジュウシチネンゼミの鳴き声

　ハナノミダマシ絵解き検索の講演は無事に終了（15日：金）。一段落したところで、６月末と言われていた原

稿を進めているところ。一両日中には決着をつけたい。

　なぜか（また）横道の反れて、イラスト作成。何でこんな絵を描いているのか、自分でもわからなくなってき

た。

2011年7月20日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 水銀灯の出動 | トップページ | ジュウシチネンゼミの鳴き声（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

所謂素数ゼミですね。英語ではどのように表現するのでしょうか。興味があります。鶏の”クック　デゥ－デゥルデゥ－”みたいなや

つ。そういえば日本のセミもばらつきはあるようですが、平均して７年なので素数ですよね。間違ってたらご教示くださいませ。

投稿: NI | 2011年7月20日 (水) 06時39分

よろしくお願いします。ジュウシチネンゼミの歌なら、17歳の男性２人のヴォーカルの方が良かったのではないでしょうか？背中をみ

せているだけだったら、男性だよと無理に通すことも出来たでしょうが。

投稿: psylla38 | 2011年7月20日 (水) 13時47分

セミの出が遅いと思っていたら、台風一過で一斉に。にいにいに加え、アブラゼミ、ヒグラシ（温暖化でもさすが能勢です）が鳴いて

いました。クマゼミの羽化も確認しました。

投稿: NI | 2011年7月20日 (水) 18時26分

コメントありがとうございます。私の自宅近くでも、アブラゼミ、ヒグラシが鳴くのを聞きました。クマゼミはまだ聞いてませんが。

ジュウシチネンゼミの続きは、今日の日記で書きます。

投稿: ４８ｋ | 2011年7月21日 (木) 03時25分
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« ジュウシチネンゼミの鳴き声 | トップページ | 大化石展Tシャツ »

2011年7月21日 (木)

ジュウシチネンゼミの鳴き声（その２）

　昨日の絵が意味不明という意見があったので、少し説明します。

　まず、ジュウシチネンゼミの鳴き声（ユーチューブから）。

http://www.youtube.com/watch?v=sOFCoWOU3no

　この音を聞いたら、「U・F・O！」と言いたくなりませんか？

　2007年のワークショップで、振り付けまじえてやりました。付き添いの保護者の方には大受けでしたが、子供

らはみんな「？」「？」「？」。

　まさか、ピンクレディーを知らないとは・・・。 

2011年7月21日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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the 17year Cicada ？　♪そのまんまやないか、ひねりなさい、ひねりなさい♪。鳴き声は確かにあの曲のイントロみたいでんな。

最近50歳を超えて再びやってますけど、聴いてるのはオヤジばっかりですやろ、多分。それとパトカーのサイレンにも聞こえますけ

ど。最近昔のアイドル再登場というのが多いように思いませんか。昨日早見優が出てましたけど、めっちゃ綺麗。娘も称賛しており

ましたです、はい。

投稿: NI | 2011年7月21日 (木) 07時11分

そういえば家内の年下のいとこが子供のころピンクレディーの振り付けをまねしたらしいです。今は立派なおばさまです。入社した

時に同期の女性も宴会芸でやってました。今は芦田なんとかゆう子供芸能人の振り付けを子供たちがみなまねしているそうです。

歴史は繰り返す、ですね。

投稿: NI | 2011年7月23日 (土) 06時28分

　まるまる何とか♪というやつですかね。我が家でもやってますが、テレビをあまり見ないので、元のを見たことがないです。

投稿: 48K | 2011年7月23日 (土) 07時01分
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大化石展Tシャツ

　大化石展広報用のTシャツを作りました。
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2011年7月23日 (土) 博物館展示 | 固定リンク

« ジュウシチネンゼミの鳴き声（その２） | トップページ | 最終氷期の北海道の甲虫相 »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-3f83.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-4be0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2011/07/23/tshirts.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat22797113/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/t-2e21.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-3f83.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-4be0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat22797113/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-6d24ff.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-cea72f.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-6196.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/04/post-9d21.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 大化石展Tシャツ:

« ジュウシチネンゼミの鳴き声（その２） | トップページ | 最終氷期の北海道の甲虫相 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/t-2e21.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-3f83.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/post-4be0.html


48Kのブログ

« 大化石展Tシャツ | トップページ | 学会シンポ終了 »

2011年7月25日 (月)

最終氷期の北海道の甲虫相

　7/30-31に北大で開かれる甲虫学会・鱗翅学会・合同大会のシンポ「北方圏の成り立ちとその昆虫相」の中

で、「最終氷期の北海道の甲虫相」という演題でお話をいたします。

　この標本は、大化石展でも展示しています。でも、コウガゾウ、オオツノシカという大きな化石の近くなので、

ほとんどの人は見ずに通り過ぎてしまいます・・・。

2011年7月25日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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私は今日の夕方にやっつけ仕事で発表資料を作りました。分科会なので何も気を遣いませんが。デジカメがしょぼいので画像がい

まいちです。一眼レフの接写レンズを買わなければ。

投稿: ＮＩ | 2011年7月25日 (月) 21時09分

この展示、化石展でちゃんと見ましたよ。学会で発表するテーマなので、も一つ丁寧だなと思いました。北海道の甲虫相の変遷に

思いを巡らす、なにかロマンがありますね。

投稿: psylla38 | 2011年7月26日 (火) 21時05分
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48Kのブログ

« 最終氷期の北海道の甲虫相 | トップページ | アイヌ語の「ヌタッカ」 »

2011年7月31日 (日)

学会シンポ終了

　北大での甲虫学会・鱗翅学会・合同大会が開幕した。シンポでの講演「最終氷期の北海道の甲虫相」は、緊

張したけど、何とか終えることができた。

　このシンポでの紹介した標本を「現在、大化石展で展示中ですので、興味あれば、お越しください」と言える

のは、博物館学芸員ならでは！である。札幌から大阪まで、だいぶ遠いけど・・・。

　聴衆から「あなたが調べているのは化石とは呼ばないのでは？」という質問が出たので、「化石がどういうも

のかについては、大化石展で説明しています」とも、回答！！！

　入場者も本日、無事に１万人目セレモニーが開かれたようだ。めでたし、めでたし。

http://www.omnh.net/whatsnew/2011/07/post_73.html 

2011年7月31日 (日) 博物館展示 | 固定リンク

« 最終氷期の北海道の甲虫相 | トップページ | アイヌ語の「ヌタッカ」 »
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評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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48Kのブログ

« 学会シンポ終了 | トップページ | ボロアパート2011 »

2011年8月 1日 (月)

アイヌ語の「ヌタッカ」

　北大でのシンポ講演で、ヌタッカゾウムシという大雪山や日本アルプスの高山帯で分布する甲虫が、最終氷

期の北海道の低地で化石で見つかったことを報告した（講演要旨にも記述）。

　でも、「ヌタッカ」ってどういう意味なのか、興味がありながら、調べかけて、そのままになっていた。語感や新

種記載者（河野広道[1905－1963]：アイヌ研究者 兼 昆虫研究者）から、何となくアイヌ語に違いないと思って

いたが、安易に「ヌタッカ」を検索ワードに、ネットに問いかけても、答えは出てこなかった。

　平凡社が2003年に出した「北海道の地名」という分厚い本を開いて、解決した。「（大雪山の）主峰の旭岳は

アイヌ語で『ヌタクカウシュペ』と呼ばれてきた」ということらしい。

2011年8月 1日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 学会シンポ終了 | トップページ | ボロアパート2011 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« アイヌ語の「ヌタッカ」 | トップページ | 「幸福」の入口 »

2011年8月 2日 (火)

ボロアパート2011

　札幌へ行くたびに、意識して前を通るところがある。むかし住んでいた古いアパートだ。札幌駅から北側に徒

歩で10分程度。周囲は発展著しく、ビルの数も学生時代に比べると格段に増えた。行くたびに「もうなくなった

だろうなあ」と思っていたが、最近の確認時点(2006年)では、まだ残っていた。

　学会懇親会のあと、酔い覚ましも兼ねて、フラフラ歩いて見に行ったが、まだあった。しかも、私の住んでい

た部屋には、やはり誰かが住んでいるようで、窓から灯りが見える。どんな人なのか、ピンポンダッシュしたく

なった。でも、大人なので、やめといた。

　心をリセットして、また明日からがんばろうと思った。

2011年8月 2日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« アイヌ語の「ヌタッカ」 | トップページ | 「幸福」の入口 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

そのお気持ち、よくわかりますね。私も信州へ行けば必ず見に行きます。ああここで冬に部屋のご飯やら濡れたタオルが凍る生活

をしてたんやなんてね。でも３０年以上経つと周りの風景が一変していてたどり着くのに大変でした。特に信州は冬季オリンピックで

激変しましたから。因みに出身研究室には早い目に尋ねた方がよろしいかと。他の研究室を含め知ってる人が定年とか他大学へ

の転出とかでだんだん減ってゆきます。

投稿: NI | 2011年8月 2日 (火) 15時21分

　アパートの有無について、別の方から、「今なら、グー●ルストリートで確かめられるよ」と言われました。そうか。時代は便利にな

ったものです。

投稿: 48k | 2011年8月 4日 (木) 05時44分
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【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« ボロアパート2011 | トップページ | はれ＆風＆雨 »

2011年8月 3日 (水)

「幸福」の入口

　札幌での学会での後、足をのばして、十勝（とかち）地方で野外調査。無事に終えて、さっき、滋賀の自宅へ

戻った。

　帯広から広尾へ向かうのに、高速道路があることを知った。なぜか通行料無料。

　途中に「幸福I.C」があって、「幸福、出口←」とか書いてあるので、なんて縁起が悪いんだろうと思った。今回

の行き先は広尾だったので、ここで降りる必要はなかったが、高速道路はまだ、途中の中札内（なかさつな

い）までしか開通していなかった。

　帰途は幸福I.C近くの帯広空港から離道だった。少しだけ時間があったので、高速道路の幸福の「入口」の

看板を探してみることにしたが、ぴったりのものはなかった。「80m先、幸福」と書いた看板はあったが・・・（写

真１）。

　「幸福、入口」の看板を作ったら、観光名所になるのに、と思った。

　帰宅してすぐ、むかし、幸福駅前で撮った写真を探した。札幌から自転車にテントを積んで、襟裳岬をまわ

り、帯広まで行った。大学１年生なので1987年・・・（写真２）。

　若かったなあ、としみじみ思う。

2011年8月 3日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ボロアパート2011 | トップページ | はれ＆風＆雨 »
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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野外調査？？？　要するに採集ではないかと。

投稿: NI | 2011年8月 3日 (水) 21時09分

実際にはおもに化石掘りです。ザック一杯に持って帰ってきたので、めっちゃ重かったです。
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2011年8月 6日 (土)

はれ＆風＆雨

　昨日からヒザの調子が思わしくない。痛風の発症である。午前、某テレビ局の対応をしている途中から、や

ばいなあ、と思っていたが、昼ごろには、すっかり腫れ上がっていた。

　午後もテレビ局対応があったが、ひどい通り雨もあって撤収。１週間延期となってしまった。
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48Kのブログ

« はれ＆風＆雨 | トップページ | 高校野球・校歌 »

2011年8月 8日 (月)

ボランティアは生涯現役！

　ヒザの痛みはひどくなっていったが、土日なので救急以外は病院はやってない。月曜日を待って病院へ行く

頃には、車椅子に乗らなくてはならないほど、ひどくなっていた。

　必要に迫られて、車椅子に実際に乗ったことのある人って、少ないのではないかと思う。そして、そういう立

場になって乗ってみると、いろいろ気づくことが多い。

　まず、床のちょっとしたアップダウン。私の場合は爪先が何かに当たるだけで、膝の患部が強烈に痛いの

で、かなり前方を注意していないと、地面に爪先が当たってしまい、大声をあげることになる。

　あと、やはり、歩きながら、手元の携帯電話に気を取られて、こちらに気づかずにぶつかってくる人。これも、

危なそうな人は予め、松葉づえで防御。

　車椅子そのものが大きいので、エレベーターに乗るときや待合室では、自分自身が邪魔にならないよう、周

りの人たちに気を使わなくてはならない。

　私の借りた車椅子はだいぶ古く、座っている部分の金属が外れそうにグラグラしていた。新しいもののほう

が、きっと快適だろう。

　震災の直後に、阪神タイガース元選手の赤星氏が、「盗塁」の数だけ車椅子を贈っているというCMが繰り返

し流されていたが、僕も何かの度に、１つづつ贈るとか、考えたほうがいいのかも？と少し思った。

　「痛風発症」の度に、とかいうのではネガティブなので、自分の仕事の中でポジティブな何か。

　ちなみに、赤星選手のようにお金持ちではないので、そこそこ頻繁なもの（エエ虫を採る度とか）はダメだ

が、逆に、生涯１回も無さそうなもの（論文で学会賞を受賞するとか）もダメであろう。

　贈るものはもちろん、車椅子で無くってもいいのだけど。まあ、とにかく、いつも見えていない社会の一側面を

実感をもって見る機会になった。

2011年8月 8日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« はれ＆風＆雨 | トップページ | 高校野球・校歌 »
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昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

痛風は普通足の親指付け根あたりに激痛が走るのですが、４８Kさんの場合はひざですか。初めてこの発作が出たときには、赴任

先から自宅に帰省するときは新幹線の中で座っていてももう地獄でしたね。当然ながら靴は履いているので、じっとしててもそれが

当たって痛いのに更に地獄の階段が・・・・。けんけんで歩こうかと思ったくらいです。発作はその一回限りで、今は見かけ上平穏で

す。先週には２泊三日で採集で大峰山の沢を登ってきました。

投稿: NI | 2011年8月10日 (水) 07時18分

もし恒常的に尿酸値が高いようなら、腎臓などに負担がかかり、他の部分が悪くなるので、薬を飲んだ方がいいようですよ。

尿酸値が高くなくても、割と突発的に出る場合もあるようですが。なかなかわかりにくい病気だと思います。

投稿: ４８K | 2011年8月14日 (日) 06時49分
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48Kのブログ

« ボランティアは生涯現役！ | トップページ | アウストラロピテクスの歩行 »

2011年8月 9日 (火)

高校野球・校歌

　訳あって、家から一歩も出られず、家のなかでもあまり動けない。家族は出かけてしまった。ひとりでテレビ

でも見るしかない。

　やっぱり高校野球が面白い。甲子園球場のバックスクリーンのホームランなんて、プロ野球では、もう見られ

なくなった。息詰まる延長戦でサヨナラ安打、泣き崩れる選手なんかを見てたら、青春やなあと思ってしまう。

　高校野球のテレビ中継では、いろいろな出場校の校歌が聞けるので、音楽プロデューサーのひとり（？）とし

て、興味深く聞いている。小学生のころ、勝ち進むＰＬ学園の歌を覚えてしまった。今だに歌えるのではないだ

ろうか。母校でも何でもないのに・・・。

　今年の出場校を見ていると、昔ながらの校歌、すなわち、昔ながらの曲調に乗せて、文語体で地域の自然

などをちりばめ、最後は「あ～ぁ～、われらのぉ～、○○こぉこぉ～」という感じの曲が多い。でも、中には今風

というか、ちょっと変わった作風の校歌もあるようだ。

------------------------------------------ 

広島県代表・如水館高校校歌「水のように」　 詩／大林宣彦　 曲／久石 譲 

　水。てのひらに抄えば、てのひらになる。見つめよう、この心、しなやかに、きょうを生きてゆく・・・。

愛知県代表・至学館高校校歌「夢追い人」 

　一番高い所に登って　一番光る星を掴んだ　一番辛い道を選んで　一番強い心をまとった・・・

群馬県代表・高崎健康福祉大学高崎高校 

　Be together! Be together! Let's be together!　茜色の雲に向かって 空を行く 白い鳥の群れ・・・ 

------------------------------------------

　今風の作り方をして、生徒が飽きないのか、時代とともに色あせないのか、とも思ったが、元々のタイプの校

歌も、飽きる以前に親しんでないことが多いから、あまり関係ないか。

　いっそのこと、昔の大学寮歌みたいに、毎年作っちゃえば、毎年新鮮な歌になって、いいかもね？

2011年8月 9日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ボランティアは生涯現役！ | トップページ | アウストラロピテクスの歩行 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

大変ですね。早く体調がもどりますように。

投稿: psylla38 | 2011年8月 9日 (火) 22時11分

旧制高校の寮歌はCDが出てますね。ユーチューブでも聴けますし。便利な世の中です。小生が入学したときに最初に聴かされた

のが、北杜夫がいた松本高校の寮歌でした。この寮自体がヒマラヤスギの森の中にあって、そこで全学部の新人歓迎コンパが開

かれました。当時はまだ寮として使われていましたが、今は全国の旧制高校資料館みたいになっていて、森は公園として一般開

放しています。今の大学生はもう一校とか三校とか知らない人も多いのでは。
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ゆーちゅーぶ、見てみました。いろいろありますね。これもそのうち、J-POP風になったりして？
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　今日も一歩も外に出なかったおかけで、直立猿人アウストラロピテクスぐらいには歩けるようになった（歩い

ている姿は見たことはない）。

　ケガの功名というか、●風の巧妙というか、前から書かねばと思っていた論文を（高校野球を見ながら）書き

進めて、ほぼ出来てしまった。

　自分では面白い視点からのものと思うのだが、どうだろうか。とりあえず、そのうちに投稿したい。

　今日の出場校の校歌は、どこも昔風で、ティーンエイジの高校生らが歌っているのが、おかしく思えるほどだ

った。 
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« アウストラロピテクスの歩行 | トップページ | 大化石展、２万人記念セレモニー »

2011年8月14日 (日)

やる気の出し方

　野外調査の間、よくラジオを聞く。甲子園の高校野球が始まる前は、NHK第１で「夏休み子ども科学電話相

談」をやっていて、面白く聞いていた。昆虫の質問は、博物館の私のところへかかってくるものと、たいへんよく

似ている。

　講師の中には「心と体」の担当の方もおられ、小学生のひとりが「やる気が長続きする方法は？」と質問して

いた。

　答えは「とにかく５分続けてみること」だそうだ。

　私もやる気が続かなかったり、気の向かない仕事になかなか着手できなかったりするが、たしかに５分続け

てみると、それを乗り越えるための問題点、残りの作業量など、トンネルの向こうの灯りが見え始めるような気

がする。時には気分が乗ってきて、一気に終わってしまうこともある。

　とにかく５分・・・。千里の道も一歩から。 
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« 大化石展、２万人記念セレモニー | トップページ | アブラゼミ柄のchouchou（シュシュ） »

2011年8月18日 (木)

甲子園→京セラドーム大阪

　昨日は野球デー。ガキに夏休みの父親らしいことをしてあげられるのは、この日のみ・・・。

　朝６時に起きて、甲子園へ。高校野球の準々決勝２試合。兵庫県の東洋大姫路高校が出ることもあって

か、ずいぶんなにぎわい。

　おそろく暑いことを覚悟した。しかし、空いている席が最上段で、浜風がスタンドと銀傘で集約され、常に涼し

い風が吹いていた（写真１）。

　高校野球は午前で終わり、午後は阪神なんば線に乗って、京セラドームへ。午後２時からの京セラドーム見

学ツアーに申し込んでいた。グラウンドに立て、ベンチにも入れて、なかなかよかった。阪神の主力選手らが

練習している風景が間近で見られた（写真２）。前に自然史博物館の受付をやっていて、今は京セラドームへ

転勤になった知り合いのお姉さんにも会えた。

　夜は阪神－広島の公式戦。惜しかったが、阪神は連敗した。

　帰途の電車で、ガキに「そろそろ宿題、やったほうがいいで～」と言った。最近は「新聞づくり」が夏休みの宿

題になることが多いようだ（博物館に来る小学生らも言っていた）。今日のことを新聞に書くらしい。

2011年8月18日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

４８Kはえらい。小生は子供のサービスは虫捕りのみ。南アルプスにも連れてゆきましたが、あくまでオヤジの趣味の範囲。遊園地

とかはもっぱら家内の役目でした。

投稿: NI | 2011年8月18日 (木) 11時16分

申し訳ございません。４８Kさんの誤りです。敬称が抜けておりました。

投稿: NI | 2011年8月18日 (木) 20時11分

敬称の件、まあ無くってもいいです。何10年？も年下ですから。何10年ということはないか。

父親の趣味の範囲とはいえ、南アルプスとかのほうがワイルドでいいですね。「腕白でもいい、たくましく育ってほしい」とつぶやき

ながら、キャンプサイトでハムを切って焼いている姿が想像できます。

すみません。また古いネタで・・・。

投稿: ４８Ｋ | 2011年8月19日 (金) 05時11分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)
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アブラゼミ柄のchouchou（シュシュ）

・・・がこのほど、できました。

　今はショップ窓口限定で販売しています。630円。そのうちにネット販売も始まるとのことです。

　ご贈答にいかがでしょうか。

2011年8月24日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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« アブラゼミ柄のchouchou（シュシュ） | トップページ | 大化石展、閉幕 »

2011年8月28日 (日)

昆虫ペーパークラフト作家　斉藤卓治さん

　私の友人で、昆虫ペーパークラフト作家の斉藤卓治さんを紹介するテレビ番組があり、先だって、自然史博

物館にも撮影においでになりました。私は展示室の標本の前で、斉藤さんの鋭い観察眼を紹介する役？で

す。

　朝日放送テレビ「LIFE～夢のカタチ」という番組で、９月３日（土）午前9:30～10:00に放送です。関西ローカル

と思います。

http://asahi.co.jp/life/

　ぜひご覧ください。

2011年8月28日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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先日子どもが斎藤さんにペーパークラフトを教えてもらったので見ます！

投稿: ショコラ | 2011年8月31日 (水) 22時44分

今観ています。すごいです、、、斉藤さん

投稿: ミモザ | 2011年9月 3日 (土) 09時44分

素晴らしいです斎藤さん

投稿: や | 2011年9月 3日 (土) 09時46分

今観ています 素敵な作品に大ファンになりました  直接見たいです この世界観大好きです

投稿: みじゅ | 2011年9月 3日 (土) 09時47分

今観てますが、どれも生きてるみたい！！

感動しました(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

投稿: | 2011年9月 3日 (土) 09時55分

今観てますが、どれも生きてるみたい！！

感動しました(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))

投稿: | 2011年9月 3日 (土) 09時55分
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今、観ました。素晴らしい！コラボ作品も、魅力的です。たくさん夢のある作品つくって下さい！

投稿: 誠 | 2011年9月 3日 (土) 09時56分

子供のころを思い出しました。ぜひ５歳になる孫に見せたいです。すばらしい作品に乾杯

投稿: こてつ | 2011年9月 3日 (土) 10時01分

　今テレビで見ました。本当にすごい 　作品に物語性があり　とてもリアルでユーモラスで　

動きが人間的　こんなに小さな作品にこれだけ精巧に　技術の高さに感激　 ！！

投稿: あやばーば | 2011年9月 3日 (土) 10時07分

番組を家内と一緒にみました

ペーパークラフトの凄さの裏には

自然観察の基礎がしっかりしているのが

少ないセリフの中からよく伝わりましたﾖ！

斉藤さんの作品もすばらしいし

自然史博物館にも行きたいと思いました。

お会いしてお話を伺いたいです。

投稿: 堺の風車 | 2011年9月 3日 (土) 10時51分

　たくさんの書き込みとアクセス、ありがとうございます。いただいたメッセージは私から、斉藤さんのほうへお伝えしたいと思いま

す。

　斉藤さんの作品の魅力は、必ずや言語の壁を越え、世界に通じるものと思います。これからの幅広いご活躍を祈念し、また、ぜひ

ともバックアップしていきましょう。

投稿: ４８K | 2011年9月 4日 (日) 19時21分

斉藤さんの個展予定については、朝日放送のHP（以下）をご覧ください。

http://asahi.co.jp/life/backnum/110903.html

投稿: ４８K | 2011年9月 4日 (日) 19時38分

４８Kさん、この度は撮影に多大なるご協力いただきまして、

本当にありがとうございました。

お陰様で、電話やメール等、多くの反響があり、喜んでいます。

そして、今回、書き込みいただきましたみなさん、暖かいご意見、ご感想

ありがとうございました。

よかったら、また個展観にきてくださいね！

投稿: 斉藤 | 2011年9月 7日 (水) 19時33分

　　※個展の臨時開催のお知らせをさせてください

　９月３日に放映していただきました「LIFE 夢のカタチ」をご覧いただいた方から

多くのメッセージをいただき、「作品を観てみたい」と言う声が沢山聞かれました。

　そこで、当初は予定していませんでしたが、急遽作品展の開催を決定いたしました。

　日時：　９月3０日（金）～１０月５日（水）

　　　　　　午前10時～午後7時（最終日は午後5時まで）

　会場：　ギャラリーキットハウス

　　　　　　大阪市住吉区長居東３－１３－７

　TEL：　０６（６６９３）０６５６

　☆番組の中で紹介しました作品を中心に展示したいと思います。

　　又、随時制作の実演なども予定しています。

　是非、一度覗いてみてください！

　

投稿: 斉藤 | 2011年9月11日 (日) 01時10分
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48Kのブログ

« 昆虫ペーパークラフト作家　斉藤卓治さん | トップページ | ブーブークッション警報 »

2011年8月29日 (月)

大化石展、閉幕

　大化石展が閉幕した。入場者が展示成果のバロメーターでは必ずしもない、とはいえ、最終日に３万人を突

破したのは、たいへんめでたい。

　これまでの記録ホルダー（博物館独自プロデュースの主催展に限る）は、2007年の「世界一のセミ」展の２万

４千人。

　記録を抜かれたのは、本音を言うとちょっとくやしいが、まあ私自身も今回の展示には展示作成に少なから

ず参加したほか、広報担当として、かなり動いたので、部分的にではあるが、自分自身の手柄でもあると思っ

ている。

　・・・とか言うている場合でない今日１日だった。９時半から長居公園内や館内の看板・のぼり・ポスター類の

撤収、そのあと、他の学芸員らと、展示室の大型化石の運搬作業。自分の展示も片づけ始めたが、まだだい

ぶ残ってしまった。

　次の展示は９月10日からで、すぐにかたづけなければならないことになっている。

OCEAN展　海はモンスターでいっぱい 

http://oceanmonster.jp/index.html

2011年8月29日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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お疲れ様でした。同定会で時間がありましたので見学させていただきました。虫が閉じ込められたAmberは借り物ですか。海外で

は売買が盛んで、甲虫が封入されたものも沢山売りに出てるようですが。Puthzさんは、Amberの虫を記載されてました。バルト海

のような地質的に安定した場所でよく出るみたいですね。因みに雲南に行ったときに（仕事です）まがい物の化石を売ってまわる人

がたくさんいました。ということは化石がたくさん出るのでしょうね。

投稿: NI | 2011年8月30日 (火) 05時02分
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(ウェブ上には掲載しません)
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48Kのブログ

« 大化石展、閉幕 | トップページ | 靭公園セミのぬけがらしらべ2011 »

2011年9月 9日 (金)

ブーブークッション警報

　特別展「OCEAN!海はモンスターでいっぱい」が土曜日から始まるのを前に、今日はこれからプレスと招待客

向けの内覧会。お偉いさんらが来るとあって、少し緊張してきた。

http://oceanmonster.jp/index.html

　人間の心理として、堅苦しく、緊張している場所ほど、なぜか大笑いしたくなるものである。ガキの使いの「笑

ってはいけない温泉旅行」、古くは、鶴瓶の「テレビにらめっこ」の心理状態。 あるいは、枝雀の「緊張の緩

和」。

　というわけで、東急ハ●ズで「ブーブークッション」を買ってきた。210円。

　博物館まわりで、ブーブークッションが置かれていることがありますので、みなさん、どうぞご注意ください。

2011年9月 9日 (金) | 固定リンク

« 大化石展、閉幕 | トップページ | 靭公園セミのぬけがらしらべ2011 »
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« ブーブークッション警報 | トップページ | 京阪石坂線のアニメファン »

2011年9月10日 (土)

靭公園セミのぬけがらしらべ2011

博物館友の会のブログです（以下）。

http://blog.livedoor.jp/nature1955/archives/51893552.html
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48Kのブログ

« 靭公園セミのぬけがらしらべ2011 | トップページ | テントウムシグッズ（最近の収集品） »

2011年9月12日 (月)

京阪石坂線のアニメファン

　毎日、京阪石山坂本線という、京阪電鉄で最も東の果ての２両編成のローカル線に乗っている。同じ時刻の

電車に乗っていると、同じ人が乗っていることが多いので、言葉さえ交わさないものの、何となく顔なじみな感じ

になっている。

　ところが最近、色白で服装がさほど洗練されていない（人のことは言えないって？）20～30代の男性がやた

ら多い。以下のような、アニメのラッピングがされた電車だからである。早朝からご苦労なことである。

http://www.keihan-o2.com/topics/k-on.html

　１編成しかないはずだが、朝いつも乗ってくる電車は、なぜかいつも、この「けいおん！」仕様である。

　なりふりかまわず、動き回って写真を撮りまくるので、ちょっと迷惑に思っている。 

2011年9月12日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 靭公園セミのぬけがらしらべ2011 | トップページ | テントウムシグッズ（最近の収集品） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

坂本線から長居まで毎日通勤ですか。単身赴任は趣味が出来ず辛いですが、この距離を毎日通うのも相当な体力消耗ですね。多

分御堂筋線はラッシュアワーの後でしょうけれど、最後に駅から１０分弱の徒歩が待ってますからね。でもその割には体重が減って

いらっしゃらないような・・・。お前に言われたくないと言われそうですが。 　因みに路面電車の上町線（今は名前が変わっていま

すが）とか水族館に行く地下鉄にも派手派手のペイントが施されていますね。

投稿: NI | 2011年9月13日 (火) 04時58分

　朝７時半ごろに御堂筋線に乗りますので、ラッシュアワーよりは前です。本町か心斎橋で座席に座れます。職場には始業50分前

に着くので、一番遠いのに、たいがい一番乗りです。

　

　体重のことはお互い様（？）ということで・・・

　博物館の展示会宣伝のために、御堂筋線地下鉄全面ペイントの広告費を調べたことがありますが、ものすご～～～い値段でし

た。パチンコ業者がやってますが、そんなに払っているのだなあ、と思いました。
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・テントウムシの貯金箱（写真１） 

　体長20センチぐらい。オーストラリアからの輸入品とのこと。
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（海の）モンスター

　海のモンスター展が開催中である。

http://oceanmonster.jp/index.html

　鼻歌として、「嵐」ではなく、「ピンクレディー」であることが、ちょっと年齢的に悲しい。
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セミナー「都市の自然」シリーズ

　今年度２回目の月例セミナー担当・・・（１回目は６月の化石展関連）。都市の自然シリーズの第１回目。聴衆

は少なかった。

　1998年の「都市の自然」展の配置図を引っ張り出した。どんな展示コーナーだったか、覚えているところと、

そうでないところがある。

　来たる都市の自然展（仮称）では、家屋害虫コーナー（当時の通称、初宿邸）を、もっとグレードアップしたい

ものである。
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« セミナー「都市の自然」シリーズ | トップページ | 昆虫ペーパークラフト作家、斉藤卓治さんの個展情報 »

2011年9月18日 (日)

イノセントワールド

　今日の学芸課の出勤は３人。昼ご飯交替も、ままならない人数である。

　しかも、Ocean展は3,600人という開幕以降の 高の入場者を記録。特別展示室（ネイチャーホール）の下の

窓口当番だったので、終日おおわらわだった。

　長居スタジアムでMr.Childrenがコンサートをしている。長居公園内にがんがん響いている。

　帰宅時、少し回り道して、缶チューハイ片手に、スタジアム前の舗道に腰掛けた。周りには私と同じく、「ただ

ミスチル」を鑑賞している人も多い。知ってる曲が演奏されたら帰ろうと思っていたら、いきなり「イノセントワー

ルド」を歌い始めた。

　黄昏の街を背に、家路についた。 

2011年9月18日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« セミナー「都市の自然」シリーズ | トップページ | 昆虫ペーパークラフト作家、斉藤卓治さんの個展情報 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)
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Ｏｃｅａｎ展、盛況でなによりですね　　お疲れ様

やはり私も、犬の散歩ついでに長居スタジアムあたりをうろうろしていると、

イノセントワールドが聞こえてきて、随分な盛り上がりが感じ取れました。

スタジアム内には次男も居て、その後の雨でずぶ濡れで帰宅・・・

投稿: 斉藤 | 2011年9月20日 (火) 03時11分

　どこかですれ違ってたかも？　人はずいぶん多かったですね。出店まで出てましたから、完全にお祭りでしたね。

　長居スタジアムは 近、音楽イベントが増えてきて、きっと近所の人には迷惑な部分もあるんでしょうね。

投稿: ４８Ｋ | 2011年9月20日 (火) 18時06分

同定会の日に開催されたエイベックスのコンサートでも、場外客が結構いてはったです。外でも十分聞こえますからね。テキ屋さん

もたくさん出ていました。みんなおんなじことを考えるのですね。

投稿: NI | 2011年9月22日 (木) 06時58分

同定会のときも賑やかでしたね。音楽以外には、サッカーの試合のときも、すごい人出です。

うまく博物館の入館につなげたいんですが、長居にくる目的がだいぶ違う感じので、なかなか難しいところです。

投稿: ４８Ｋ | 2011年9月23日 (金) 04時47分
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48Kのブログ

« イノセントワールド | トップページ | アブラゼミ柄のタオルハンカチ »

2011年9月21日 (水)

昆虫ペーパークラフト作家、斉藤卓治さんの個展情報

　朝日放送（大阪）で紹介された昆虫ペーパークラフト作家、斉藤卓治さんの個展が近く開催されます。昆虫好

きはもちろん、そうでない方でも、きっとその魅力に惹き込まれます！

　開催場所は、大阪・長居公園のすぐ南側です。

　以下、斉藤さんからのメッセージです。 

---------------------------------------- 

　日時：　2011年９月3０日（金）～１０月５日（水） 

　　　　　　午前10時～午後7時（最終日は午後5時まで）

　会場：　ギャラリーキットハウス 

　　　　　　大阪市住吉区長居東３－１３－７

http://plaza.harmonix.ne.jp/~artnavi/02gal.pak/03gal-tikamiti/03rental-gal/16-kit/01-kit.html#Anchor-map

　☆番組の中で紹介した作品を中心に展示したいと思います。

　　又、随時制作の実演なども予定しています。

----------------------------------------

斉藤卓治さんのＨＰ

http://takujipapercraft.com/httop.htm

2011年9月21日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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斉藤さんの個展を是非見たいけど、木曜日をはずしてあるなあ！他の曜日に行くように考えましょうか。夏の近鉄での展示会も、孫

が来ていて行けなかったし・・

投稿: psylla38 | 2011年9月21日 (水) 22時40分

木曜日以外の６日間ということのようですね。

投稿: ４８Ｋ | 2011年9月23日 (金) 04時43分

48Kさん、PRいただき、ありがとうございます。

皆さん、長居公園の近くですので、自然史博物館に来られた帰りにでもお立ち寄りください！

ただ、ギャラリーが住宅街にあるので、少々見つけにくいかも・・・

道に迷われたら、ギャラリーにお電話ください

　ＴＥＬ　０６－６６９３－０６５６

投稿: 斉藤 | 2011年9月28日 (水) 03時56分

昆虫ペーパークラフト作家、斉藤さんへのお願い

斉藤さんの作品、テレビ番組で見て感動しました

もっとじっくり見たいです

中京地域のテレビ放映10月8日でギャラリー

展示に間に合いませんでした。そこで

マクロレンズ付３Ｄ(立体)ビデオカメラを使い

作品に対する斉藤さんのコメント付で撮影し

You Tubeにアップリングしてもらえませんか

有料動画でアップされたとしても僕は見て

みたいです。

（３Ｄ－ＤＳで見ることができる画像でおねがいします）

投稿: @ruto2ruto3 | 2011年10月 8日 (土) 10時53分
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48Kのブログ

« 昆虫ペーパークラフト作家、斉藤卓治さんの個展情報 | トップページ | 講演や原稿 »

2011年9月23日 (金)

アブラゼミ柄のタオルハンカチ

　2007年のセミ展のときに制作した、アブラゼミ柄のタオルハンカチが復活しました。自然史博物館ミュージア

ムショップで380円で販売しています。

2011年9月23日 (金) ファッション・アクセサリ | 固定リンク

« 昆虫ペーパークラフト作家、斉藤卓治さんの個展情報 | トップページ | 講演や原稿 »

「ファッション・アクセサリ」カテゴリの記事

アブラゼミ柄のタオルハンカチ(2011.09.23)
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48Kのブログ

« アブラゼミ柄のタオルハンカチ | トップページ | 採集標本の行方 »

2011年9月29日 (木)

講演や原稿

　研究者としても、教育者としても、たいした実力がない割に、講演や原稿やら頼まれることが何となく多い気

がする。

　休暇をつぶして、実力以上のことを人々に提供しなくてはならない（と感じつつ、提供できない）のは、体力的

にも精神的にも、結構つらいものがある。

　その解決のためには、体力をつけることと、精神力をつけることと、研究者・教育者としての実力をつけるこ

とが必要である。

2011年9月29日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« アブラゼミ柄のタオルハンカチ | トップページ | 採集標本の行方 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

でも業績目録に載せられるだけ良しとしましょう。企業では、論文を書いても学会で講演をしても、業績評価には一切繋がりませ

ん。というよりそんな暇があったら本来の開発業務に専念しろと叱られる始末で、むしろ考課が下がる場合もあります。まぁどんな仕

事につくかで必要なアウトプットは変わるのでしょう。

投稿: NI | 2011年9月30日 (金) 06時39分
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48Kのブログ

« 講演や原稿 | トップページ | 南アルプス紀行 »

2011年9月30日 (金)

採集標本の行方

　2011年度に、博物館のゴミムシ、エンマムシ、ハナカミキリ、ハムシの標本リストを出すべく、未整理標本の

作業をしている。

　しかし、採集した標本には、実際にはいろいろなレベルが存在している。

　(1)毒瓶に入れたまま、(2)アルコール瓶に入れたまま、(3)三角紙や四角紙やタトウに入れたまま、(4)針には

刺したが個々にラベルがついていない、(5)採集データのラベルがついている、(6)科レベル以下のところにおさ

められている、(7)種レベルのところに入れられてる・・・。

　すごーーーーく当たり前のことであるが、データの３原則（どこで、いつ、だれが）があれば、どのレベルでも、

(1)から(7)へ進めることができる。しかし、それができてない場合がすごく多い。古い標本の場合は、残念と言

わざるを得ない場面を目の当たりにすることも少なくない。

　実を言うと、私自身の採集標本で、上記の初期レベルにしか行っていないものが少なからずあった。

　その作業をするには、その当日または、その翌朝が限度である。

　鉄は熱いうちに打つ・・・。そのうちにやろうと思っても、無理である。その日のことは、その日にやりましょう。

2011年9月30日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 講演や原稿 | トップページ | 南アルプス紀行 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

ず～～っとむかし小生の師匠はデータの付いていなかった小生のクワガタやカブトムシの標本をあっさりゴミ箱へ捨てられました。

今はその意味が分かります。データのない標本は何の役にも立ちません。データをつける習慣をつけよということだったのでしょう。

丸ペンを使っての手書きは大変でしたが、今はレーザビームプリンタがあるのですぐに作れるようになって簡単にきれいなラベルが

作れますね。紙は中性紙を使いましょう。

投稿: NI | 2011年10月 1日 (土) 07時58分

NIさんの師匠が標本同定会に来られてたころ、小学生がデータのない標本を持ちこんで、「こんなもん、標本とちゃう、ただの干物

や！」とおっしゃってたのを思い出しました。

投稿: ４８Ｋ | 2011年10月 1日 (土) 08時26分

とても反省しています。20年前に戻れたらなあ。

投稿: psylla38 | 2011年10月 1日 (土) 11時06分

psylla38さんの採集標本は、スタンプで日付と採集者名が書かれているので、わかりやすいです（字が若干、解読しにくいことがあ

りますが・・・）。

投稿: ４８Ｋ | 2011年10月 7日 (金) 05時36分
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48Kのブログ

« 採集標本の行方 | トップページ | 掃除の秋 »

2011年10月 7日 (金)

南アルプス紀行

　昨日まで南アルプス方面へ出かけていた。携帯からアップした日記を追記する。

-------------------------------

その１

　北沢峠2030mから標高1000mをかけあがり、仙丈ヶ岳3033mへ。仙丈小屋で宿泊。寒気が来て、朝の気温

は氷点下3度。

　氷河時代の寒さを物語る小仙丈カールは朝日に映えて美しかった。

-------------------------------

その２

　仙丈ケ岳から北沢峠に戻ったあと、戸台まで歩いて下った。丸１日かかった。標高差1000ｍを上がったあ

と、2000ｍを下ったことになる。

　足に不安があったのだが、少しは自信を取り戻せたかな？

　探しているトウヒ属も、トウヒとヒメバラモミの２種があり、収穫があった。11月の植生史学会（弘前大学）で発

表予定です。

　写真は戸台川から見上げた甲斐駒ケ岳。

-------------------------------

その３

　戸台への道で、パイナップルのような何か見慣れないものが落ちていた。最初は気にとめてなかったが、拾

ってみると松ヤニくさい。

　もしかしたらチョウセンゴヨウマツの実かも、と思い、いくつか拾って帰った。調べたら、やっぱりそうだった。

　食べるか、標本に残すか、考え中。
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-------------------------------

その４

　仙丈ケ岳北側の薮沢カールにある仙丈小屋のまわりには、ライチョウ（雷鳥）がたくさんいて感激した。「ぐる

るるる・・・・」という独特の鳴き声が時折、聞こえていた。

　それにしても、山小屋の親爺というのは、人なつっこい人物が多いなぁ・・・。私の格好が登山に不向きであ

る点を、いろいろ指摘されてしまった。「また行きたいなあ」と思わせるところが、本当に憎いと思う。

2011年10月 7日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 採集標本の行方 | トップページ | 掃除の秋 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

まだ痩せていた学生時代に、夜叉神峠から南アルプス北部を一人でテント縦走しました。北アルプスと違ってアップダウンが１０００

ｍ以上あって大変でしたが、１０日で踏破しました。今はその時のテントと食糧分くらい体重が増えてもうそのような無謀な山行は

無理です。学生時代にやっといてよかったです。その時にタニグチコブヤハズカミキリを拾いましたよ。でもなぜ今ごろ南アルプス

へ？もう山の上は冬でしょう。その根性にも脱帽です。

投稿: ＮＩ | 2011年10月 7日 (金) 07時38分

成果があって、良かったですね。私も大学2年の夏休みに友人と南アルプス縦走をしました。キジラミ採りだったので、左手にビーテ

ィングネット、右手に四つ折り捕虫網、戸台から北沢峠へ登り（今回と逆ですね）、仙丈小屋に止まり、北岳小屋に止まり、農鳥を経

て、山梨側におりました。当時は米・缶詰・乾麺のインスタントラーメンなど持っての登山だったので、１５－２０kgくらいのキスリング

をしょって、しんどかったですね。キジラミは結構採れました。お花畑が綺麗だったですね。

投稿: psylla38 | 2011年10月 7日 (金) 11時38分

以前のことはわかりませんが、今の山小屋はどこも布団も食事もあるので、便利なものです。

psylla38さんの戸台でのようすが、Insecta Miyatakeanaの扉に出ますね。たしかに荷物が重そうです。

本当は夏に行きたかったですが、いろいろ雑務が入ったり、行けそうなタイミングに台風が来たりで、不運つづきでした。

７月の甲虫学会採集会は、中央アルプスを東から越えて、日和田高原に合流のつもりでしたが、特別展の雑務が入って断念しまし

た。

投稿: ４８Ｋ | 2011年10月 8日 (土) 04時15分
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確かに今の山小屋は随分豪華になりました。上高地の徳本峠小屋ではブランドものらしい（隣のおばさんが騒いでいました）食器

に冬瓜が出ました。でも南アルプスは、山小屋間の距離が長くて、たとえ小屋泊り縦走するとどうしてもテントが必要になるところが

あります。ともかくも、しんどいことは学生時代にやっておくべきですね。山以外では40日間真夏の台湾に採集に行きました。富士

山より随分高い3997ｍの新高山（今の名称は玉山）にも登りました。40日は働きながらでは到底無理ですし、体力もついてゆきま

せん。今なら完全に高山病になるやろなぁ。何しろ一番楽々コースで、2000ｍを少し超える阿里山から３日かけて歩いて登るしかな

い山です。

投稿: NI | 2011年10月10日 (月) 07時19分

かつてはずいぶん山歩きを本格的にされていたのですね。玉山って、いっぺん行ってみたいです。

投稿: ４８Ｋ | 2011年10月11日 (火) 06時04分
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48Kのブログ

« 南アルプス紀行 | トップページ | 秋風の甲子園と僕 »

2011年10月17日 (月)

掃除の秋

　ここのところ、ずっと、掃除に時間をかけている。掃除は好きなほうではないが、必要に迫られてやっている

感じ。

　大掃除には適した季節があると思う。

　まず、みんながやっている年末は向かない。何かと忙しいし、そもそも寒い。また、物をたくさん動かしたりす

るので、汗をかく夏も向かない。掃除をやらない人は、これらを理由にサボる。

　春は虫が多いので、外に行きたくなるので、向かない。

　必然的に秋だと思う。

2011年10月17日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 掃除の秋 | トップページ | 長居公園1974のオオムツボシタマムシ »

2011年10月18日 (火)

秋風の甲子園と僕

・・・に吹かれに、明日（19日：水）、行きます。

さっき、テレビで中日ドラゴンズの優勝、落合監督の胴上げを見た。

全チームの順位が決まって、ただの消化試合です・・・。真弓監督はじめ、何人かは縦縞のユニフォーム見納

めになるのだろうねえ。

ペナントレースの始まりと、虫シーズンの始まりを、待ちわびてシーズンが始まるものの、何かどちらも満たさ

れないまま秋を迎え、１年１年が過ぎていくように思う。

まあ、シーズンオフも有意義に過ごしたい。 

2011年10月18日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 秋風の甲子園と僕 | トップページ | ウメサオ標本 »

2011年10月19日 (水)

長居公園1974のオオムツボシタマムシ

　相変わらず、標本整理作業中・・・。

　1974年に博物館館内で採集された（？）というオオムツボシタマムシの標本を見つけた。すごい・・・。当時は

こんなんが長居にいたのか、と思った。

　でも、第１展示室と書いてある。しかも、７頭も。

　採集された当年４月15日は、博物館が靭から長居に移転オープンする直前（４月27日）。想像するに、第１

展示室のジオラマ（シイかクヌギ）から出たのだろう。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tour/vt_1/4/

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tour/vt_1/5/a.html

　現在では全員、リタイアされている当時の若き学芸員らが、展示室で競って（？）、オオムツボシタマムシを

拾っているようすも、何となく目に浮かぶ。

2011年10月19日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 秋風の甲子園と僕 | トップページ | ウメサオ標本 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

かような珍品ではないですが、小生は、阿倍野区に住んでいたころ家の中でマスダクロホシタマムシを捕まえました。古い家長屋

でしたから、柱から出てきたというのはありえないのですが・・・・。近所で新築の家が建っていればありうるとは思うのですが、もう４

８年くらい前の話で記憶は全く定かではありません。そういえば建て替えがあったかなぁ。いまだにあいつの出生は謎です。

投稿: ＮＩ | 2011年10月19日 (水) 15時45分

第1展示室でのオオムツボシタマムシは、照葉樹林のジオラマに使われているシイの幹から出たものです。この株（枯れたもの）は

確か春日山のをもらってきたと思います。かなり出てきて、拾うのが愉しみでした。タマムシだけでなく、カミキリなども出たように思

いますが、もう38年前だから当時35歳！４８Ｋさんより若かったんだねえ。

投稿: psylla38 | 2011年10月20日 (木) 10時10分
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博物館で見つかったおおむつぼしたまむしは出所が明確なので、データラベルは春日になるのでしょうね。けど小生の家で採れた

出所不明のますだくろほしたまむしのデータは、大阪市にせざるを得ません。でも大阪市のファウナには入れづらいですね。材を収

集して羽化する成虫を採集される方は、かなり気をつけないとまずいですね。山の中に家がある場合、明らかにそこから出たかどう

か不明になる可能性があります。目的の虫以外のものが結構出てくるでしょうから。

投稿: ＮＩ | 2011年10月21日 (金) 18時21分

ラベルはこういう場合、どうすべきなんでしょうか・・・。まあ、わかっていることを記すということですかね。

投稿: ４８Ｋ | 2011年10月21日 (金) 22時08分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)
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48Kのブログ

« 長居公園1974のオオムツボシタマムシ | トップページ | 旧・甲虫学会「ねじればね」総目次 »

2011年10月25日 (火)

ウメサオ標本

　標本整理作業を継続中。

　ウメサオ・タダオ氏が採集したカンボジア産のゲンゴロウを見つけた。どういう経緯で入って来たかは不明。

2011年10月25日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 長居公園1974のオオムツボシタマムシ | トップページ | 旧・甲虫学会「ねじればね」総目次 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

　名城大学で保管されていた中条道夫コレクション（大阪市大などの探検時の採集品が多く含まれている）を引き取ってきた時の中

に含まれていたものと思います。この時のコレクションの内容は、なんらかの記録を残していたと思いますが、受け入れ記録か何か

あると思います。確かコウチュウが多かったと思いますが、一部セミなども入っていたと思います。ただ、中条先生が預かっていた

標本類と言うことで、「中条コレクション」というラベルをつけるのは、ちょっとどうかなというものでしょう。こういうときは、受け入れ番

号を標本につけて、ソースがわかるようにしておかないといけないかもしれませんね。昔はそうしているときもあったのです。

　コレクションを名城大で引き取った時は、中条先生は名城大の非常勤講師をされていて、お目にかかって預かって帰ったと記憶し

ていますが、もう30数年前になるからﾈ・・・・・・

投稿: psylla38 | 2011年10月26日 (水) 10時30分

　コレクションラベルも含めて、ソースの表示はやはり必要ですね。場合によっては点数がものすごく多いので、しんどいことがあり

ますね。

投稿: ４８Ｋ | 2011年10月26日 (水) 21時53分

中條お父さん先生のコレクションは九大だけではなかったのですね。ご退官を迎えられた香川大にもあるのでしょうか。因みに私の

定年後の仕事の一つは未マウントの標本作成になりそうです。絶望的なくらい溜まっています。それにマウントした標本もここ１５年

くらいはソーティングが出来ていません。箱がいくつくらい必要か恐ろしくなります。誰かアルバイトでやってくれる方がほしいのです

が、年金支給額も減り支給時期も延びてしまった私世代ではそのようなお金の余裕もないかなぁ。

投稿: ＮＩ | 2011年10月27日 (木) 15時09分

名前：(任意)
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2011年10月27日 (木)

旧・甲虫学会「ねじればね」総目次

　旧・甲虫学会の和文誌「ねじればね」の総目次を完成させた。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/jcs-nejirebane.html

　次は昆虫学評論の予定。旧・鞘翅学会の英文・和文誌の総目次も、遠からず作りたい。
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お金もかかりますが。
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« 旧・甲虫学会「ねじればね」総目次 | トップページ | 新幹線に５時間半 »

2011年11月 1日 (火)

植生史学会2011

・・・（11月5-6日：弘前大学）でポスター発表をします。

ポスターは勢いで、もうプリントまでしてしまいました。

標題部分は、こんな感じです。

2011年11月 1日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 植生史学会2011 | トップページ | Monzen記載の虫 »

2011年11月 5日 (土)

新幹線に５時間半

　青森へ行く用事があり、飛行機にしようか、新幹線にしようか考えたが、旅費を比べて新幹線にした。早朝

の京都から乗車し、東京で乗りつぎ、新青森まで５時間半も新幹線に乗った。

　率直な感想は、意外に快適だということ。座席の間隔は飛行機より、はるかに広い（ヒザに良い）。パソコン

を持参したので、東京までは無線LANが使えるので、メールの返事を書いたりできる。東京からの「はやぶさ」

も窓際席を無事にゲットできたので、原稿書きがすご～く進んだ。

　むかしは青春18きっぷで、札幌から滋賀の実家まで、今回と大部分が重なるルートを、普通列車を乗り継い

で帰った。泊まりは青函連絡船と東京発大垣行きの夜行快速・・・。東北の乗継駅は重い荷物を持って、走っ

て乗り替えた（夏休みなので、空席を目指すライバルの若者がいっぱいいたのだ）。

　日本は狭くなったのか、それとも自分が若くなくなったのか。

写真１：曇天で頂上部だけが見えた富士山

写真２：東京駅（東北新幹線ホーム）

写真３：仙台市広瀬川

2011年11月 5日 (土) | 固定リンク
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« 植生史学会2011 | トップページ | Monzen記載の虫 »

かなり以前、仕事で秋田のＴＤＫに出張したとき、同行した人が飛行機が嫌で（こういう方結構いらっしゃいますよね）往路は時間を

合わせる都合上しぶしぶ飛行機で行ったものの、帰りはまだ東北を新幹線が走ってなかったので特急で東京まで出て、東京から

新幹線で帰りました。10時間くらいかかったようです。そこまでするかと思いました。もう一人の強者は赴任先の豊川から毎週大阪

の自宅とを行き来するのに、新快速を乗り継いでいました。単に経費削減が目的ですが、毎週のこととなると流石にしんどくなって

今は新幹線に乗ってるようです。名古屋から近鉄を使って難波まで行く人もいました。結局みんな新幹線になったようです。単身赴

任はサラリーマンの宿命かもしれませんが、悲哀を感じずにはいられません。通勤距離は遠いですが、遠い地方への転勤はない４

８Ｋさんは恵まれていますぞ。

投稿: ＮＩ | 2011年11月 6日 (日) 07時37分
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48Kのブログ

« 新幹線に５時間半 | トップページ | 赤松の郷　昆虫文化館 »

2011年11月12日 (土)

Monzen記載の虫

　エゾマツカサアブラムシの記載命名者がMonzen(1929年)で、ドイツ系かイタリア系か、どこかの国の人かと

思ってたら、門前（もんぜん）弘多という日本人だった。

　まあ、人のことは言えない・・・。Shiyakeって、こんな名前、日本人にはない。どこの国の人？って思われるだ

ろう。

　外国で飛行機が落ちたとき、日本大使館・領事館の人は、乗客名簿を見て、「日本人は乗ってません」と判

断するのだろうか？　こういうとき、Shiyakeさんが乗ってたら、きっとスルーされるの違いない。

2011年11月12日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 新幹線に５時間半 | トップページ | 赤松の郷　昆虫文化館 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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最近の記事
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評価されたら嬉しい
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【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）
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【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« Monzen記載の虫 | トップページ | 休館中のマスコット »

2011年11月22日 (火)

赤松の郷　昆虫文化館

・・・へ、身近な虫屋数名と行ってきた。館長とはセミ展の前に少しやりとりをさせていただいたことがあった

が、直接お会いするのは初めてだ。

とにかく、すごいコレクションである。セミはもういいので、テントウムシグッズに絞って見学させていただいた

が、途中で未入手の物の写真を撮るのを止めた、といえば、そのボリュームを理解してもらえるだろうか。

江戸時代のものも多い。浮世絵、掛け軸、着物の帯などは、みんな実物で、貴重なものばかりである。

コレクションは若いころに始めたそうだが、途中からは、「この世の誰かがこれらを残さなくては・・・」という思い

も手伝って、ずっとコレクションを続けているそうである。

赤松の郷昆虫文化館 

〒678-1273 赤穂郡上郡町赤松418

2011年11月22日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« Monzen記載の虫 | トップページ | 休館中のマスコット »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 赤松の郷　昆虫文化館:

« Monzen記載の虫 | トップページ | 休館中のマスコット »
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48Kのブログ

« 赤松の郷　昆虫文化館 | トップページ | OCEAN展、終わる »

2011年11月25日 (金)

休館中のマスコット

　大阪市立自然史博物館は2012年１月15日（日）から2月29日（水）の期間、展示室の内装工事と照明器具取

り替えのため、休館します（予定）。残念ながらリニューアルではありません・・・。

　休館中にお客さんが来てしまってはいけないので、広報担当としては、広く伝える必要があります。

　そこで、休館中のマスコット「きゅうかん虫」というのを作ってみました。九官鳥のような昆虫です。今のとこ

ろ、メスのみで、オスは未発見です。

　採用されるかどうかは未定です。

2011年11月25日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 赤松の郷　昆虫文化館 | トップページ | OCEAN展、終わる »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)
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(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)
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携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-23ed.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/ocean-3590.html
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2011/11/25/01.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-07e7.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-23ed.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/ocean-3590.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5ff9ee.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-275535.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/2018-5289.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 休館中のマスコット:

« 赤松の郷　昆虫文化館 | トップページ | OCEAN展、終わる »

トラックバック
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48Kのブログ

« 休館中のマスコット | トップページ | 自然史博物館・大喜利＜や行＞ »

2011年11月28日 (月)

OCEAN展、終わる

　長居公園で、看板やのぼりの片づけ作業を行った。準備したころは暑かったけど、今日は寒かった。

　季節はめぐる・・・。市長も変わる・・・。

　

2011年11月28日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 休館中のマスコット | トップページ | 自然史博物館・大喜利＜や行＞ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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自然史博物館・大喜利＜や行＞

１年ぶりの更新です（すみません）。
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大先輩のI井さんの顔、とってもよく似てますね。最初は自分の顔を描くのかと思ったけど。
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« 自然史博物館・大喜利＜や行＞ | トップページ | 樹上性甲虫捕獲網（その２） »

2011年12月12日 (月)

樹上甲虫捕獲網

　樹上性の昆虫を採るには、通常は叩き網といって、右手に棒、左手に受け止めるためのシートを持って行

う。

　しかし、実際には樹はとても高いことが多い。今までは５～６ｍのタモ網の柄の先に昆虫網（口径は最大で

60cm）を取り付けていたが、枝にはボリュームがあるので、採りこぼしている虫が多い気がしていた。

　そんな話をしていたら、工作の得意な地学系の某先輩学芸員が、「作ったる」といって、竹やアルミで口径約

１ｍの巨大網の枠を作ってくれた。

　これにナイロン網３枚分を縫い合わせたネットを取り付けた。

　昨日、そのデビュー戦だった。高槻へオオサカマキムシモドキの採集・・・。来日中のカナダ人共同研究者

は、前日の奈良は１人で7頭だったそうだが、昨日はこの網が効力を発揮し、11頭が採れた（写真）。

　６ｍのカーボンファイバーの柄（ものすごく高価！）を使ったが、折れてしまうと心も折れてしまうので、気を付

けて作業する必要がある。素早く振る必要はないので、撓（しな）るものの安価なグラスファイバーのほうが無

難か？

　訪花性甲虫（ハナカミキリやハナノミ）にも使えると思う。わさっと咲いている木本の花（ノリウツギなど）に、わ

さっと被せれば、わさっと採れるような気がする。

　んん、早く夏にならないかなあ。

2011年12月12日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

早速実験、初戦は成功ですね。けどこれを持って大峰山の稜線やら南アルプスを登るのはかなりの体力が・・・。東南アジアや熱帯

アジアは高木に花が咲くので効果が期待できそうです。高さは５本つなぎに更に竹をつないで届く高さです。普通の市販のネットで

は小さすぎます。

投稿: Harpalini | 2011年12月12日 (月) 06時07分
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土曜日に昆虫研の側に立てかけてあったのを、制作者の説明で見ました。巨大すぎて、男盛りの人にしか使えないだろうなと思い

ました。効果があって、良かったですね。共同研究者の方には、長居のコンビニでお会いしました。加藤さんと一緒だったので、ちょ

っと挨拶だけで分かれましたが・・・重装備だったので、これからフィールドへ調査だろうなと思ったのですが、奈良だったのですね。

投稿: psylla38 | 2011年12月12日 (月) 12時36分

かさばりますが、重さはさほどではないです。だいぶ軽くなるよう、製作者が工夫してくださいました。

psylla38さんとコンビニで会ったという話は聞きました。私がお話ししてなかったせいだと思いますが、たいそうびっくりしておられた

様子だったと言ってました。

投稿: ４８Ｋ | 2011年12月13日 (火) 21時33分
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« 樹上甲虫捕獲網 | トップページ | カナダのサンタクロース »

2011年12月14日 (水)

樹上性甲虫捕獲網（その２）

　今日、２回目の出動。北摂方面へ。

　柄のほうを安物に変更したが、その分、心おきなく強く揺すれたため、枠の一番根元が折れてしまった。

　職場に帰ったら、アフターケアも万全のTルノ工務店が、すぐに直してくれた。５センチ短くなったけど、また明

日から使える。

　今日のオオサカマキムシモドキは５頭どまり。昨年と今年の猛暑が影響していると見えて、餌のカサアブラム

シがものすごく少ない。

　アメリカへたくさん連れて帰る予定だった共同研究者は、ややあきらめモード・・・。

2011年12月14日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 樹上性甲虫捕獲網（その２） | トップページ | アメリカへのお土産は（その２） »

2011年12月15日 (木)

カナダのサンタクロース

　今日は京都方面で、オオサカマキムシモドキ探し。10数頭採れたから、まあまあの結果。

　晩はカナダ人共同研究者に大津まで来てもらって、ウチの家族と夕食。ウチのガキらがぶつけた素朴な質

問のひとつに、「カナダにもサンタクロースが来るのか？」というのがあった。

　「むこうのほうが、キリスト教の本場じゃい！」と思ったが、おもしろかったのは、カナダではサンタクロースは

北極点からやってくることになっているんだそうだ。

　日本ではサンタクロースはフィンランドから来ることになっているが、どうやらサンタクロースたるもの、自分

の住んでいるところより、ずいぶん寒いところから来ないといけないものらしい。フィンランドはカナダと気候が

変わらないので、それではダメなんだそうな。 

2011年12月15日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 樹上性甲虫捕獲網（その２） | トップページ | アメリカへのお土産は（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： カナダのサンタクロース:

« 樹上性甲虫捕獲網（その２） | トップページ | アメリカへのお土産は（その２） »

コメント

コメントを書く

トラックバック
@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« カナダのサンタクロース | トップページ | テントウムシの切手 »

2011年12月16日 (金)

アメリカへのお土産は（その２）

　昨日の夕食での話題。アメリカで買えないor買いにくいもので、喜ばれるもの。

(1)ごまドレッシング 

　こういうものは原則、ないらしい。

(2)ポッキー 

　私たちには身近なお菓子すぎて、お土産という発想には至らない。

(3)みかん 

　カナダではクリスマスごろに輸入品が出まわるらしいが、アメリカで買うことはできないとのこと。ただし、両国

とも、個人でも持ち込みは不可。おみやげ情報にはならないが、念のため。

アメリカへのお土産は（その１）、はこちら 

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-b75e.html

2011年12月16日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« カナダのサンタクロース | トップページ | テントウムシの切手 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： アメリカへのお土産は（その２）:

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信
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« カナダのサンタクロース | トップページ | テントウムシの切手 »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/post-8780.html
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48Kのブログ

« アメリカへのお土産は（その２） | トップページ | 旅情 »

2011年12月18日 (日)

テントウムシの切手

　訳あって（？）、目下、ハチの切手を集めている同僚Ｍさんから、おすそわけでいただいたテントウムシの切

手。日本でも普通切手（18円）であるぐらいだから、もしかして、世界中あるのかなあ？

2011年12月18日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« アメリカへのお土産は（その２） | トップページ | 旅情 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

テントウムシの切手は、どこの国のものでも多分、丸い輪郭＋盛り上がった体型＋いくつかの斑点　ばっかりであまり芸がなさそう

な。このファミリーのあるtribeはこの範疇に当てはまらないけど、一般的には全く知られていないあまりにマイナーな小さい虫(1-

2mm)やし。

投稿: ＮＩ | 2011年12月23日 (金) 08時09分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： テントウムシの切手:

« アメリカへのお土産は（その２） | トップページ | 旅情 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/post-85a2.html
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48Kのブログ

« 旅情 | トップページ | 休館中のマスコット（その２） »

2011年12月19日 (月)

旅情

　カナダ人共同研究者がご帰国・・・。「空港まで荷物の運搬をしようか？」と申し出たが、微妙なニュアンスだ

った。考えた挙げ句、いちおう、手伝うことにした。１人では運べない、おそろしい量だった。

　うちの家族が、ごまドレッシングとポッキーを持たせたのも、よくなかったかなあ・・・。

　関西国際空港の出発ロビーは、海外へ出発する人々がたくさんいて、旅情をそそられた。 

2011年12月19日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 旅情 | トップページ | 休館中のマスコット（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 旅情:

« 旅情 | トップページ | 休館中のマスコット（その２） »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 旅情 | トップページ | きゅうかん虫に遭遇 »

2011年12月20日 (火)

休館中のマスコット（その２）

　休館のお知らせを掲示する作業をした。

　マスコット「きゅうかん虫」は、さらにキモかわいく（？）、グレードアップされました。

2011年12月20日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 旅情 | トップページ | きゅうかん虫に遭遇 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 休館中のマスコット（その２）:
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48Kのブログ

« 休館中のマスコット（その２） | トップページ | きゅうかん虫のオス »

2011年12月22日 (木)

きゅうかん虫に遭遇

　ひさびさに、たまっている図書資料探索のため、大阪市大のライブラリーへ行った。 

　 

　蔵書整理日で、休館だった。

2011年12月22日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 休館中のマスコット（その２） | トップページ | きゅうかん虫のオス »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： きゅうかん虫に遭遇:
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48Kのブログ

« きゅうかん虫に遭遇 | トップページ | あの世の痛風 »

2011年12月23日 (金)

きゅうかん虫のオス

　「きゅうかん虫にオスはいないのか？」と思われるらしい・・・。おやっ？と思わせる・・・。まあ、こちらの思惑

通りだ。

　ところが、「きゅうかん虫のオスは、禁酒を命じられた４８K（＝休肝中）にすればよいではないか」とかいう話

になったらしい。

　２作品が描かれた。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/chioujiou.html

　何か悲しそうな顔をしている・・・。

2011年12月23日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« きゅうかん虫に遭遇 | トップページ | あの世の痛風 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

No.4の似顔絵が似ているという声、私もそう思います。目のあたりの特徴をよく掴んでいます。私も休肝虫ぎりぎりです。尿酸値は、

数か月前は少し低かったのですが、一か月前にはUpper limitになってもうた。まぁ振れはあるみたいですが。

投稿: ＮＩ | 2011年12月24日 (土) 20時24分

んん～、４は好きくない(古い）ですね。

尿酸値は年末年始はやや要注意ですね。

投稿: ４８Ｋ | 2011年12月29日 (木) 09時45分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： きゅうかん虫のオス:
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トラックバック
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48Kのブログ

« きゅうかん虫のオス | トップページ | 2012年、年頭にあたりまして »

2011年12月28日 (水)

あの世の痛風

　職場でいっしょに働いていた方が、急に亡くなり、葬儀に行ってきた。いつも足を引きずる私に、声をかけてく

ださってた。ご本人も痛風持ちで、ときどき｢このごろ、痛いんや」とおっしゃってた。

　棺に、尿酸値を下げる薬と痛みどめを、１錠ずつ入れてあげた。

　あの世で発症したら、少しずつ使ってください。

2011年12月28日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« きゅうかん虫のオス | トップページ | 2012年、年頭にあたりまして »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： あの世の痛風:

« きゅうかん虫のオス | トップページ | 2012年、年頭にあたりまして »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« あの世の痛風 | トップページ | トランプの大富豪 »

2012年1月 4日 (水)

2012年、年頭にあたりまして

　新年のごあいさつを申しあげます。

　昨年は３月に友の会担当が終了し、普及３人組と呼ばれる重い任務から解放されました。その傍らで進めて

いた甲虫目録I（208pp.）を協力者の支援のもと、無事に発行することができ、ゲンゴロウ科、ゴミムシダマシ

科、ナガクチキ類について、数万点の収蔵標本の所在を広くお知らせできるようになったことは、ひとつの大き

な成果だったと感じています。

　また、与えられた大きな任務のひとつに広報の仕事があり、夏の大化石展では、展示の担当の傍らで、展

示会のことを広く知っていただくためのアイディア出しに力を注ぎました。夕方のニュース番組に、展示会名の

プリントをしたTシャツで出たりしたことは、今となっては、ほろ苦い思い出となっていますが、館独自の主催展

としては過去最大の動員を記録したことで、努力が報われたと感じました。

　研究論文としては、数年来の懸案であったオオサカマキムシモドキ Laricobius osakensis の記載論文が共著

で出せたことが、最大であったと思っています。

　現在は、甲虫目録IIを出すべく、努めているところであります。ゴミムシ類、ハムシ科、カミキリムシ科の一

部、可能ならプラスアルファ、という状況です。昨年の目録は未整理標本を多く積み残したまま、出版してしま

ったので、今度はそうならないよう、秋のうちから未整理標本の処理作業を行いました。博物館創立以来、60

年の時が積み重ねてきた歴史は長く、貴重な標本も多く「発掘」することができました。

　今年は他にも、やらなければならないこと、やりたいことがたくさんあります。でも、「時間がない、忙しい」と

言ってばかりでは仕方がありません。長い目で見て、自分にとって必要なものは何か、また、自分がやらなくて

もよいものは何か、それぞれを見極めながら、日々を過ごしていこうと考えています。

　本年もよろしくお願いいたします。

写真：南アルプス・甲斐駒ケ岳の夕景。2011年10月、仙丈ケ岳より。 

2012年1月 4日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« あの世の痛風 | トップページ | トランプの大富豪 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

ゴミムシは、チェックが厳しいかもしれませんので、ご留意ください。これ以上はメールでお知らせします。
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48Kのブログ

« 2012年、年頭にあたりまして | トップページ | 甲虫学会HP »

2012年1月 5日 (木)

トランプの大富豪

　年末は、ずっと大掃除をしていた。年始は挨拶まわりなど・・・。

　挨拶まわり先の実家で、トランプ大会がはじまった。私の実父や実弟も交えて、６人で大富豪・・・。なつかし

い。

　帰宅した後も、家族４人で大富豪。やがて、妻と娘が参加しなくなり、小学３年のガキと２人でやる羽目になっ

た。

　２人での大富豪はおもしろくない。相手がどんなカードを持っているか、まるわかりだ。また、４枚ぞろいの

「革命」がしばしば起こるので、わけがわからない。

2012年1月 5日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 2012年、年頭にあたりまして | トップページ | 甲虫学会HP »
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48Kのブログ

« トランプの大富豪 | トップページ | 冬の枚岡公園 »

2012年1月 6日 (金)

甲虫学会HP

　甲虫学会HPの更新作業が何とか終了。新シリーズの目次もテキスト付きpdfで貼り付けた。さらに、mixiのチ

ェックやfacebookのいいねやtweetやら、グーグルマップを貼りつけたりもしてみた（大阪例会ページ）。

　まだまだ不十分だが、今日はこれぐらいでご勘弁を。

http://kochugakkai.sakura.ne.jp/index.html

　ぜひ、チェックしてくださぁい！ 

2012年1月 6日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« トランプの大富豪 | トップページ | 冬の枚岡公園 »
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名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 甲虫学会HP:

« トランプの大富豪 | トップページ | 冬の枚岡公園 »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事
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評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 甲虫学会HP | トップページ | 2012年、ハチ占い »

2012年1月 9日 (月)

冬の枚岡公園

　１月15日（日）に月例ハイキング「冬姿の昆虫さがし」の予定があり、担当者３人で枚岡公園（大阪府東大阪

市）へ下見に行ってきた。

https://www3.mus-nh.city.osaka.jp/cgi-bin/event.cgi?

mode=L2&M=%8C%8E%97%E1%83n%83C%83L%83%93%83O%81i%82P%8C%8E%81j%81u%93~%8Ep%82%CC%8D%A9%

　平年よりも暖かい気温で、風もない良いコンディションだったが、見つかったフユシャク類は１頭のみ。当日、

たくさんの眼で、それなりの数が見つかることを期待したい。

　私はビーティングネットを使って歩いた。写真はテングチョウ。枯れ葉に紛れていて、しばらく、チョウがいる

ことに気付かなかった。

2012年1月 9日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 甲虫学会HP | トップページ | 2012年、ハチ占い »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

下見ご苦労さまでした。枚岡公園は私の絵本「ふゆのむしに　あいたくて」の舞台で、懐かしいです。シニア自然大学の冬の虫観察

会でも、ここを選びました。フユシャクが多いのは（特に♀）、公園内の擬木の上で、特に渓流ぞいのところ（寺の裏側）です。杭のて

っぺんや、展望台まで行くようだったら、壁に止まっていることもあります。トイレの壁も。下見はなんだかアフターが凄かったよう

で・・・

投稿: psylla38 | 2012年1月10日 (火) 09時21分
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を
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平岡公園は大阪の虫屋さんはよく行かれますね。お手軽で且つ面白いということでしょうか。同定を頼まれる虫のデータに平岡公

園というのがたくさんあります。蜘蛛のＮ川さんもよく行かれるみあちです。
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2012年1月10日 (火)

2012年、ハチ占い

　2012年のあなたの運勢を、ハチ占いで、どうぞ！

http://homepage3.nifty.com/shiyake/hachi-uranai00.html
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48Kのブログ

« 2012年、ハチ占い | トップページ | 標本の少ない県 »

2012年1月14日 (土)

やる気の出し方（その２）

　博物館の収蔵目録パート２の作業に追われている。１月末までに目途をつけなくてはならないが、残務量が

膨大だ。

　休日の自宅で早朝から、入力作業をしている。「ここまで終わったら、朝ごはんを食べよう」とかしながら、前

に進めている。

　君原健二みたいでしょ？　若い人は知らんやろうねぇ。

　やる気の出し方（その１）はこちら

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-aa2a.html
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48Kのブログ

« やる気の出し方（その２） | トップページ | テントウムシのハンコ »

2012年1月17日 (火)

標本の少ない県

　引き続き、標本目録の作業中・・・。

　県別で多いor少ない、がある。土地柄から近畿は多いが、たぶん最も多いのは奈良県だと思う。自然環境

が豊かな分、地元の大阪府より多いと思う。大阪の人がよく奈良に行っているようだ。大阪府最高峰の金剛山

の頂上部が、すべて奈良県であることも、少なからず関係している。

　少ない県はどこだろう、と考えた。結論として、以下の６県はすごく少ない。

秋田県：最北の青森や、さらに北海道を目指す人には、通過県か？　南隣の山形県は、月山や鳥海山（なぜ

か秋田ラベルでなく、山形が多い）があって、標本は少なくない。

茨城県：隣の栃木県は日光や渡良瀬周辺の標本も多い。

埼玉県：私自身、唯一、宿泊したことのない県である。

福井県：となりの石川県は白山関連が多いのだが・・・。

島根県：隠岐は少しあったかも。本土は驚くほど少ない。いい自然環境があるんだろうけど・・・。

香川県：なぜか小豆島のほうが多いぐらいだ。 

2012年1月17日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« やる気の出し方（その２） | トップページ | テントウムシのハンコ »
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島根県出身の虫屋は意外といらっしゃいますが、近畿や関東在住です。島根在住の虫屋が少ないのでは。それと東北は基本虫が

少ない気がします。東北裏日本側の主要峰の、月山、鳥海山、朝日連峰、飯豊山は全部登りましたが、飯豊山以外はさっぱりでし

た。因みに、飯豊山と鳥海山から一種類ずつニューを記載しました。Ｍ田さんも小生の飯豊山の標本も使ってニューを記載されてい

ます。

投稿: ＮＩ | 2012年1月19日 (木) 13時29分

東北の山をずいぶん精力的にまわっておられるんですね。私はどれも登ったことがないです。
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« やる気の出し方（その２） | トップページ | テントウムシのハンコ »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-1b06.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-60c5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-cbcf.html


48Kのブログ

« 標本の少ない県 | トップページ | 冬の大阪南港 »

2012年1月20日 (金)

テントウムシのハンコ

・・・を注文していたのが、きのう届いた。

行事時のサインや回覧に使うつもり。

送料込み1,000円でした。

（48Kで「しやけ」と読みます）

2012年1月20日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 標本の少ない県 | トップページ | 冬の大阪南港 »
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

エビ抜きのAKB48ですね。

投稿: psylla38 | 2012年1月20日 (金) 18時02分

エビはプリン体含有量が多いので、ダメです。

投稿: ４８Ｋ | 2012年1月21日 (土) 07時48分
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1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）
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の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-1b06.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-c0c3.html
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/01/20/48ktentoustamp.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-cbcf.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-1b06.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-c0c3.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5ff9ee.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-275535.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/2018-5289.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： テントウムシのハンコ:

« 標本の少ない県 | トップページ | 冬の大阪南港 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-cbcf.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-1b06.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-c0c3.html


48Kのブログ

« テントウムシのハンコ | トップページ | やる気の出し方（その３） »

2012年1月21日 (土)

冬の大阪南港

　プロジェクトU（自然史博物館の「都市の自然」調査グループ）の昆虫調査会（非公式？）が19日（木）にあり、

大阪南港の中央公園へ行った。

　フユシャク類はオスだけが、いくつか見つかった。写真はウスバフユシャクかな？

　テントウムシ類やカメムシ類が樹皮下や落ち葉下から、いくつか見つかった。

　小雨が降って、かなり寒かった。

2012年1月21日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« テントウムシのハンコ | トップページ | やる気の出し方（その３） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

埋め立て地のフユシャクは、やはり植栽される木の根まわりの土中にいる蛹の運搬で、運ばれるのでしょうかね。長居公園や長居

植物園なども同様かと。

投稿: psylla38 | 2012年1月21日 (土) 10時11分

南港の野鳥園は結構面白ろまっせ。ジョウカイモドキには驚きましたが、中根さんの時代には、大阪湾沿岸各地で採集されていま

す。

投稿: ＮＩ | 2012年1月21日 (土) 15時03分

＞psylla38さま

　フユシャクはメスがあのような形態なので、そういう入り方なんでしょうね。

　南港はもともと海だったので、すべての虫はどこかからやってきた（多くは自力飛翔？）わけですが、生きたフユシャクの姿を見て

いると、人為運搬か自力飛翔かという経路よりも、ということよりも、今ここに棲んでいるという事実が大事なことなのかなあ、と思え

てきました。

＞NIさま

　野鳥園には行ったことがないです。当日、希望者で行こうかという話になりかけましたが、雨がしっかり降り出したので、解散しま

した。
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48Kのブログ

« 冬の大阪南港 | トップページ | プロジェクトU甲虫班HP »

2012年1月22日 (日)

やる気の出し方（その３）

　原稿などの類の仕事を、自宅や出張先でやろうと思って持ち帰っても、手を付けずにそのまま職場へ持って

くることがよくある。そこまでひどくなくても、持ち帰った宿題をすべてこなせたことって、これまであるだろう

か？と思うぐらい、とっても少ない。

　しかし、今日はやりました。やれればいいなぁと思っていたノルマを、先ほどすべて達成し、標本目録がよう

やく4000データを超えた。とっても晴れ晴れした気分。こういう達成感が、次への「やる気」に繋がることを、い

ま強く実感している。

　でも、がっかりなのは、今日という休日が、あと２時間弱しかなくなってしまったことである。しかし、今ガンバ

リ時・・・。この仕事が終わったら、「ひとりカラオケ」に行くぞぉ！ 

2012年1月22日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 冬の大阪南港 | トップページ | プロジェクトU甲虫班HP »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

達成感て、やはりその人しか分からないよね。他人には、なんとなく分かる程度かな？でも、ご苦労さん！

投稿: psylla38 | 2012年1月22日 (日) 23時27分

よくありますね。オフィスにいるときはテンションが高くて家に帰ってもやる気でいるのですが、ビールを飲むと一気に死後のテンショ

ンが無くなり、結局翌日そのままオフィスへみたいな感じですね。新幹線での論文チェックや原稿作成は結構はかどりますが。

投稿: Harpalini | 2012年1月24日 (火) 07時24分

コメントありがとうございます。

達成感が次のやる気につながるのは間違いないと思います。いっぺん、最後までやってみるというのは大事だと思います。

新幹線など列車は、仕事がはかどりますね。ひとりだと、誰も話しかけて邪魔してくる人はいません。ときどき、ご婦人方の旅行グ

ループが近くにいて、ひどいめに遭うこともありますが・・・。

投稿: ４８Ｋ | 2012年1月24日 (火) 08時36分
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2012年1月23日 (月)

プロジェクトU甲虫班HP

・・・・を９カ月ぶりにデザイン一新＆更新しました。今年はもう少し、野外調査ができればと思います。

http://homepage3.nifty.com/shiyake/project-u.html
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の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-9e43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-36a8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/uhp-299e.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-9e43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-36a8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5ff9ee.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-275535.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/2018-5289.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/uhp-299e.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-9e43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/02/post-36a8.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf




48Kのブログ

« プロジェクトU甲虫班HP | トップページ | ミュージアム・グッズ図鑑 »

2012年2月 1日 (水)

テントウムシのストラップ

　標本目録はデータ拾い出し作業を１月末で（強制）終了。２月に入ったら編集を始めないといけない。たくさん

積み残してあるが、ちょっと、もう仕方がない感じ・・・。

　昨日は誕生日だった。

　家に帰ったら、テントウムシのストラップが・・・。娘（中学生）の手作りだそうな。

　自作品はテントウムシグッズとは呼ばないが、まあいいか。

2012年2月 1日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« プロジェクトU甲虫班HP | トップページ | ミュージアム・グッズ図鑑 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： テントウムシのストラップ:

« プロジェクトU甲虫班HP | トップページ | ミュージアム・グッズ図鑑 »
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48Kのブログ

« テントウムシのストラップ | トップページ | 標本の少ない県（その２） »

2012年2月 2日 (木)

ミュージアム・グッズ図鑑

　本屋の棚をプラプラながめていて、発見した。

http://designwork-s.com/article/170564666.html

　ミュージアムグッズ・デザイナーとしては、買わずにはいられなかった。

　もし関西版を作るなら、デザイン提供の協力を惜しみませんヨ！

2012年2月 2日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« テントウムシのストラップ | トップページ | 標本の少ない県（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ミュージアム・グッズ図鑑:

« テントウムシのストラップ | トップページ | 標本の少ない県（その２） »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« ミュージアム・グッズ図鑑 | トップページ | 冬の枚岡公園（その２） »

2012年2月 4日 (土)

標本の少ない県（その２）

　標本目録の編集作業中・・・。Tさんのまとめられたハムシのリスト（マメゾウ・ネクイハムシを除く）は、２万６

千点もあって、けっこうなページ数になってしまった。

　都道府県別のまとめができた。

多い順５つ

1. 大阪府 4,880点

2. 兵庫県 2,904点

3. 京都府 1,876,点

4. 奈良県 1,825,点

5. 鳥取県 1,798点

※結果的には地元の大阪府が最も多いことが判明した。鳥取県が多いのは青木コレクションのためである。

一般的にはどちらかというと、標本の少ない県だろう。

少ない順５つ

43. 宮城県 15点

43. 埼玉県 15点

45. 千葉県 14点

46. 茨城県 9点

47. 愛知県 8点

※東日本の比較的人口の多い県ばかり。

2012年2月 4日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ミュージアム・グッズ図鑑 | トップページ | 冬の枚岡公園（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 標本の少ない県（その２）:

« ミュージアム・グッズ図鑑 | トップページ | 冬の枚岡公園（その２） »

トラックバック
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48Kのブログ

« 標本の少ない県（その２） | トップページ | 代打 »

2012年2月 6日 (月)

冬の枚岡公園（その２）

　少し遅くなってしまいましたが、枚岡公園での昆虫観察会のようすを、博物館友の会ブログにアップしまし

た。

http://blog.livedoor.jp/nature1955/archives/cat_631119.html

2012年2月 6日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 標本の少ない県（その２） | トップページ | 代打 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 冬の枚岡公園（その２）:

« 標本の少ない県（その２） | トップページ | 代打 »

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936
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48Kのブログ

« 冬の枚岡公園（その２） | トップページ | 手作りチョコ品評会 »

2012年2月13日 (月)

代打

　土日は友の会会員向けの「収蔵庫バックヤードツアー」が開かれた。土曜日は案内役の予定で、日曜日は

休暇になる予定だったが、このところのインフルエンザの流行で、同僚学芸員の数名がかかってしまい、土日

とも案内役で、かつ、全体の仕切り役まで廻ってきてしまった。なんとか、こなせてよかった・・・。 

　急な代打を務めるというのは、こういう小さな職場ではとても必要なことなので、やはり普段から、他の人の

仕事にも目配りしながら、仕事していないといけないと思った。

友の会公式ブログでの行事記録はこちら。

http://blog.livedoor.jp/nature1955/archives/51931841.html
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48Kのブログ

« 代打 | トップページ | 現代美術館でテントウムシグッズ »

2012年2月14日 (火)

手作りチョコ品評会

　今日はバレンタインデーだったが、中２の娘から父親である私あてのチョコは、特に何も準備されていなかっ

た。この日は女子が男子に告白する場所だと思っていたが、今どきの女子中学生は、「友チョコ」といって、女

子同志で手作りのチョコやクッキーを渡しあう場になっているらしい。

　今日はクラスメートや部活の先輩・後輩らから、ずいぶんたくさんもらってきたようだ。夕食後にデザートがて

ら、品評会が始まった。

　中には、生キャラメルやトリュフなど、自作とは信じられないぐらい美味しいものがあった（でも確かに自作

だ。キャラメルの包み紙の巻き方が逆だ）。

　また、「しっとり感」が演出なのか失敗なのか、わからないクッキーもあった（粉っぽいので多分、後者だ）。

　ちなみに、3月14日には、特に何もしないらしい。
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48Kのブログ

« 手作りチョコ品評会 | トップページ | ３万歩 »

2012年2月19日 (日)

現代美術館でテントウムシグッズ

　とある現代美術館を見に行った。現代アートはユーモアがあって、面白いと、いつも思う。

　ミュージアムショップで、テントウムシを発見。アクセサリー入れかなあ？　1470円なり。
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48Kのブログ

« 現代美術館でテントウムシグッズ | トップページ | 近畿甲虫同好会会報の第１巻１号 »

2012年3月 1日 (木)

３万歩

　昨日と今日は、ほぼ終日、３月10日から始まる「新説・恐竜の成長」展の看板や表示の取り付け作業をし

た。特に今日は長居公園内での作業だったので、ずいぶんな歩数を歩いた。携帯電話に内蔵されている万歩

計は、３万歩を超えた数値を示している。

　昨夏の大化石展プレビュー前日で20,196歩、昨秋に南アルプス・北沢峠～戸台を歩いた日が25,628歩。今

日はそれを上回る歩数だったことになる。たしかに長居駅まで何度、往復しただろうか・・・？

　作業の結果である入場口付近の懸垂幕や階段蹴込みのスリット表示も、見栄えのする素晴らしいものなの

で、ぜひ見に来ていただきたい。（もちろん、展示そのものも！←こちらは展示準備が始まったばかりなので、

まだ見ていないけど・・・）。

　写真１は懸垂幕を下ろす瞬間。

　写真２は蹴込みの表示作業中（２段目までが出来たところ）。

2012年3月 1日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

歩くのは体に良いんだけど、風邪気味のなかご苦労さまでしたね。季節も良くなるし、恐竜展ていうと、ものすごい人が来るんだろう

なあ？休館虫ももう出番が終わったかな？

投稿: psylla38 | 2012年3月 2日 (金) 09時59分

　３万歩というと、20kmほど歩いたことになるようです。

　いろいろ他にすることもたくさんあるので、こういう類にはエネルギーを余り使いたくないのが本音ではあります。

　苦労した分、たくさんお客さんが来ていただけると、うれしく思います。

　休館虫は渡って行きました（見届けました）。

　

投稿: ４８Ｋ | 2012年3月 3日 (土) 08時58分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)
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48Kのブログ

« ３万歩 | トップページ | 甲虫目録（２）の校正作業 »

2012年3月 2日 (金)

近畿甲虫同好会会報の第１巻１号

　日本甲虫学会という組織の最も始めの会誌「近畿甲虫同好会会報」は1946年に創刊された。序文には敗戦

の中で、前に進もうという意気込みある言葉が並んでいる。

　バックナンバーの閲覧がたいへん困難なようなので、１号と２号のPDFを甲虫学会のHPにアップしてみた。

ぜひご利用いただきたい。

http://kochugakkai.sakura.ne.jp/archive/esj/jcs-erj.html

　こんな具合に、PDF化と公開は、入手困難なバックナンバーから始めようと考えているが、んん、行くべき道

程は長いなあ・・・。

2012年3月 2日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ３万歩 | トップページ | 甲虫目録（２）の校正作業 »
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 近畿甲虫同好会会報の第１巻１号:

« ３万歩 | トップページ | 甲虫目録（２）の校正作業 »
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48Kのブログ

« 近畿甲虫同好会会報の第１巻１号 | トップページ | 世界２（？）のセミ展 in 東京 »

2012年3月 5日 (月)

甲虫目録（２）の校正作業

　大阪自然史博の甲虫目録 (Part 2) は、370ページになる予定である。前回のPart 1は208ページだったが、

今回はページ数も大幅に増える上、字のポイントも7p.と小さくなっており、１ページに71行ある。

　ざっとした計算で全体で約25,000行あることになる。校正に１行あたり５秒かかるとして、１ページあたり６分

かかり、目録全体の校正には35時間前後を要する。

　現在、その校正作業中である。何だか目も頭も、おかしくなってきた。

2012年3月 5日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 近畿甲虫同好会会報の第１巻１号 | トップページ | 世界２（？）のセミ展 in 東京 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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この記事へのトラックバック一覧です： 甲虫目録（２）の校正作業:
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評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« 甲虫目録（２）の校正作業 | トップページ | テントウムシ柄のキューピー人形 »

2012年3月 7日 (水)

世界２（？）のセミ展 in 東京

　関東方面へ行く機会があったので、東大総合研究博で開催されている「蝉學―加藤正世の博物誌」を見に

行った。

http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2011kato.html 

　 

　「蝉の生物学」(1956)や「Fauna Japonica: Cicadidae」(1961)の原図が展示されていたほか、エゾゼミのタイプ

標本もあった。広くはない展示室だったが、加藤氏の由緒ある標本や私物などが並んでいて、人となりを知る

いい機会になった。特にいつもヘルメットをかぶっていたことや、航空機に興味を持っていたことなど・・・。

　セミの展示会としては、知る限りでは、世界史上で過去２番目の規模であると思う（ちなみに、私は２つしか

知らない）。

　開催期間は３月25日（日）までです！

2012年3月 7日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 甲虫目録（２）の校正作業 | トップページ | テントウムシ柄のキューピー人形 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

世界で2番目の規模の加藤セミ展、見られて羨ましい！国内巡回とかしてくれたら良いんだけど。

投稿: psylla38 | 2012年3月 7日 (水) 18時30分

　貴重な標本が多いようなので、巡回とかは難しいのかなあ。コンディションもあまりよくない感じがしました。

投稿: 48k | 2012年3月 8日 (木) 12時54分

コメント
@niftyが提供する

無料ブログはココログ！
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【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-d7fe.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-9cff.html
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/03/07/semitokyo2012_2.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/in-3332.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-d7fe.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-9cff.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848677/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5ff9ee.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/12/post-275535.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/02/2018-5289.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 世界２（？）のセミ展 in 東京:

« 甲虫目録（２）の校正作業 | トップページ | テントウムシ柄のキューピー人形 »

コメントを書く

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/in-3332.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-d7fe.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-9cff.html


48Kのブログ

« 世界２（？）のセミ展 in 東京 | トップページ | プロジェクトＵ 甲虫班研修会（第１回） »

2012年3月 9日 (金)

テントウムシ柄のキューピー人形

　関東で訪れた博物館がもうひとつあった。群馬県の「伊香保　おもちゃと人形自動車博物館」。館長の横田

正弘氏が著書で、自信たっぷりに紹介されていたので、どうしても見に行きたくなった。

　コレクションの量がすごい。自動車などはもちろん、レトロな小物までが、すごい分量である。ボリュームで

「魅せる」ことが、始めから終わりまで、徹底されている。

　ふつうは博物館に来ると、途中で飽きてきたり、他のことを考えながらまわったりすることがあるが、ここはず

っと飽きることなく、展示物を見た。著書に書かれているように、照明など細かいところまで演出が行き届いて

いるからだろう。

　入館時にキューピー人形をくれて、帰り際に絵付けコーナーで好きに色を塗ることができる。私はテントウム

シ柄にしてみたが、んん、ちょっと変だなあ。

横田氏の著書 

「博物館はマーケット―個人経営ミュージアムの集客と黒字経営のしくみ」 

春日出版 (2009年)

2012年3月 9日 (金) 博物館展示 | 固定リンク
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2012年3月10日 (土)

プロジェクトＵ 甲虫班研修会（第１回）

プロジェクトＵ 甲虫班研修会（第１回）の記録 

　日時：2012年3月10日（土）　午前10時～午後４時ごろ 

　参加者：８名。 

　内容：食葉性コガネムシの勉強会。ヒゲブトハナムグリ亜科、スジコガネ亜科、カブトムシ亜科まで、館蔵標

本の同定と整理を行った。

http://homepage3.nifty.com/shiyake/project-u.html
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2012年3月11日 (日)

プロジェクトＵ 甲虫班研修会（第２回）

　コガネムシ勉強会の２日目。７名の参加があった。市内在住のコガネムシ分類研究者（Ｍさん）も来てくれた

ので、標本整理は、だいぶ進んだ。

　写真はシラホシハナムグリ、ミヤマオオハナムグリなどの標本箱。このグループには南西諸島方面にたくさ

んの種・亜種がいるが、たくさんの標本と比べながらやると、同定作業も楽だ。

　だいぶ勉強にはなったが、明日には忘れているだろうなあ・・・（実際に、昨日まなんだことは、もう今日はもう

覚えていなかった・・・）。
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« プロジェクトＵ 甲虫班研修会（第２回） | トップページ | テントウムシの靴 »

2012年3月18日 (日)

コガネムシ標本整理終了

　食葉コガネムシの標本整理大会。２週にわたった土日の４日間が終了した。今日は先週に引きつづき、分

類研究者のMさんが来てくれた。ビロウドコガネ、チャイロコガネなど、時間をかけて同定する必要のある分類

群を積み残してしまったが、まあだいぶ片づいたと思う・・・。

　見分けの難しい分類群の同定ポイントも、だいぶ学べた（明日忘れそうだが）。

　写真はヒメコガネの色彩バリエーション。戦前（1934年）の住吉（神戸）や武庫川などの標本である。
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無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： コガネムシ標本整理終了:

« プロジェクトＵ 甲虫班研修会（第２回） | トップページ | テントウムシの靴 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-1501.html
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48Kのブログ

« コガネムシ標本整理終了 | トップページ | セミ下敷き »

2012年3月20日 (火)

テントウムシの靴

　西松●にて、発見。幼児用。11.5センチ。

　うちのガキに履かせるには、小さすぎるゼェ～（スギちゃん風に）。

2012年3月20日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« コガネムシ標本整理終了 | トップページ | セミ下敷き »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： テントウムシの靴:

« コガネムシ標本整理終了 | トップページ | セミ下敷き »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-a9fb.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-1501.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-55ae.html


48Kのブログ

« テントウムシの靴 | トップページ | 福井県２カ所目のヒメハルゼミ産地 »

2012年3月28日 (水)

セミ下敷き

　甲虫目録２がようやく一段落・・・。予想以上にたいへんな作業だった。

　あおりで、いろいろ仕事がたまっている。連休前に再販ときつく言われていた「セミ下敷き」の作業に着手。な

んとか一両日のうちには入稿したい。

2012年3月28日 (水) | 固定リンク

« テントウムシの靴 | トップページ | 福井県２カ所目のヒメハルゼミ産地 »

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： セミ下敷き:

« テントウムシの靴 | トップページ | 福井県２カ所目のヒメハルゼミ産地 »
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48Kのブログ

« セミ下敷き | トップページ | 甲子園→京セラドーム大阪（その２） »

2012年3月29日 (木)

福井県２カ所目のヒメハルゼミ産地

　同僚 I さんから、標題の論文が出ていることを教えていただいた。

和田茂樹 2011．福井県おおい町（旧名田庄村）でヒメハルゼミの生息を確認。福井市自然史博物館研究報

告 (58): 63-64.

　おおい町奥坂本・口坂本で2011年７月中旬に、成虫と抜け殻が採集されている。日本海側としては、新潟県

糸魚川市能生、福井県御神島に次ぐ、３番目の東限記録となる。

　すごい偶然であるが、実は福井県に未知の産地がある気がして、同年７月８〜９日ごろ、福井県へ調査に出

ていた。著者と何処かで、すれちがっていたかもしれない。

　ただ、私は若狭湾の海岸近くの照葉樹林（おもに社寺林）を、抜け殻が無いか見て回っていた。導かれたと

ころまでは正しかったが、詰めが甘かったようだ（とはいえ、そんな内陸部というのは全く考えなかった）。

　著者も記しているように、まだ産地が発見される可能性はあるだろう。また、空白となっている石川県、富山

県でも発見されないものか、と、更なる夢もみてしまう。

2012年3月29日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« セミ下敷き | トップページ | 甲子園→京セラドーム大阪（その２） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

福井県にヒメハルゼミの新産地が見つかったというのは、嬉しいニュースですね。先を越されたのは悔しいでしょうけど。地元で熱心

に探してくれる人がいれば、まだ見つかるかも知れませんね。

投稿: psylla38 | 2012年3月30日 (金) 09時11分

まだ見つかるかもしれないですね。

あと、若狭湾内の島も要チェックでは？と思っています。

投稿: ４８Ｋ | 2012年3月31日 (土) 06時40分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 福井県２カ所目のヒメハルゼミ産地:

« セミ下敷き | トップページ | 甲子園→京セラドーム大阪（その２） »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-8d39.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-55ae.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-0d13.html


48Kのブログ

« 福井県２カ所目のヒメハルゼミ産地 | トップページ | テントウムシ観察会下見 »

2012年3月31日 (土)

甲子園→京セラドーム大阪（その２）

　昨日（30日）は、春休みのガキとの野球デー。プロ野球は開幕日で、切符を早くから押さえていた。

　午前は甲子園で選抜高校野球の準々決勝。大阪桐蔭と浦和学院の、緊迫したいい試合だった。

　午後は京セラドーム大阪へ。裏方見学ツアーのあと、阪神－DeNAの開幕戦。延長10回のドローという結果

で、六甲颪は吹かず・・・。まあ、こちらもいい試合だった。

写真１は甲子園の桜。もう咲きそうな感じ。

写真２は京セラードーム大阪での開幕式。和田監督に花束を渡している人は誰だ？

その１はこちら。 
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« 甲子園→京セラドーム大阪（その２） | トップページ | 科研費採択の通知 »

2012年3月31日 (土)

テントウムシ観察会下見

　テントウムシの観察会を４月14日（土）に行うにあたり、今日は補助スタッフ（５名）と共催の「あくあぴあ芥川」

のスタッフの方と一緒に下見に行ってきた。あいにくの大雨で、いちおうコースの確認をしたのみ。みんな、ず

ぶ濡れになってしまった。

　帰途に西武百貨店（高槻）のボーネルンドで、テントウムシのシャボン玉製造器を発見。420円なり。

　今日、見つけたテントウムシは、これ１匹のみというのも情けないけど・・・。
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2012年4月 3日 (火)

科研費採択の通知

　科研費の採択内定の通知が来た。我ながら、たいへんめでたいことであると思う。テーマは「甲虫化石を用

いた最終氷期最寒冷期における気温低下の推定」というものである。

　化石とはいっても、最終氷期は種レベルでは現生と全く同じなので、９割以上は甲虫分類の仕事になる。関

連のみなさまのご協力を、改めてよろしくお願い申し上げます。

　ありがたいことに、2006年から連続して、科研費の研究費をいただいているが、特別展の主担当や、友の会

などの普及の仕事など、重い任務（雑務）の中での調査研究活動であったので、これまでは、最低限のことを

こなすだけだったように思う。

　今回はどちらも外れているので、できるだけ「攻め」にまわった研究活動ができるように、がんばりたいと思っ

ています。
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芝田太一・甲虫コレクション

　故・芝田太一氏のホロタイプ404点を含むコレクションが、本日付けで大阪市立自然史博物館で保管される

こととなりましたので、お知らせします。現在は大阪甲虫同好会からの寄託として、お預かりする形になってい

ます。
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48Kのブログ

« 芝田太一・甲虫コレクション | トップページ | ナナホシテントウのシーソーあそび »

2012年4月13日 (金)

買えなかったテントウムシグッズ

　いろいろなかわいいグッズのある店に引き寄せられたら、テントウムシの乗り物（9000円台）とテントウムシ

のスーツケース（6000円台）。写真だけ撮って、買うのはあきらめた。

　となりにハチの乗り物（同値段）もあり、この夏に展示される可能性を感じつつも、断念・・・。

2012年4月13日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 芝田太一・甲虫コレクション | トップページ | ナナホシテントウのシーソーあそび »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 買えなかったテントウムシグッズ:

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« 買えなかったテントウムシグッズ | トップページ | 日本産Laricobius属3種の解説（マキムシモドキ科） »

2012年4月16日 (月)

ナナホシテントウのシーソーあそび

大阪市立自然史博物館／あくあぴあ芥川（合同）のテントウムシ観察会（2012年4月14日）にて。

http://www.youtube.com/watch?v=p7gdq66eUME

2012年4月16日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 買えなかったテントウムシグッズ | トップページ | 日本産Laricobius属3種の解説（マキムシモドキ科） »
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評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を
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48Kのブログ

« ナナホシテントウのシーソーあそび | トップページ | 大阪・住吉大社の御神田 »

2012年4月18日 (水)

日本産Laricobius属3種の解説（マキムシモドキ科）

　日本産Laricobius属が2011年に正式に記録され、３種となっています。これらの見分け方、採集法のほか、

さらなる追加種の可能性にも言及しました。

「さやばね N.S」第５号（目次） 

http://kochugakkai.sakura.ne.jp/publication/sayabane/sayabane05.pdf

　別刷PDFご入り用の方は個人的にご連絡ください。

2012年4月18日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ナナホシテントウのシーソーあそび | トップページ | 大阪・住吉大社の御神田 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 日本産Laricobius属3種の解説（マキムシモドキ科）:

« ナナホシテントウのシーソーあそび | トップページ | 大阪・住吉大社の御神田 »
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« 日本産Laricobius属3種の解説（マキムシモドキ科） | トップページ | 友の会昆虫合宿「和歌山県みさと」 »

2012年4月22日 (日)

大阪・住吉大社の御神田

　21日（土）は「西日本ハチ研」と「勝手にプロジェクトU」のジョイントで、住吉公園と住吉大社（大阪・住吉区）に

行くというので、ついて行くことにした。

　マツのビーティングで、ムツキボシテントウがたくさんいた。

　６月にお田植え神事が行われる住吉大社の御神田は、レンゲの花でいっぱいだった。

2012年4月22日 (日) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 日本産Laricobius属3種の解説（マキムシモドキ科） | トップページ | 友の会昆虫合宿「和歌山県みさと」 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

住吉公園・住吉大社へは、昨日行って正解でしたね。今日だったら、大変だったでしょう。私は昨日は池田の下山さんと、鵜殿へキ

ュウシュウツチハンミョウの1齢幼虫群探しに行きましたが、ボーズでした。随分以前と様子が変わっていますね。もういなくなった

のかな？下山さんは、武田尾と池田市伏尾でヒメツチハンミョウの調査をせっせとされていて、今度は1齢幼虫をねらうそうです。大

和葛城山のマルクビツチハンミョウも見に行くと言っておられました。今日は橿原市昆虫館友の会の里山観察会だったのですが、

小雨決行だったので行きました。カブトムシの幼虫やクワガタの幼虫、チビクワガタなどが見つかりました。お昼休みの時、テントウ

ムシのシーソー遊びを再現できるセットを持って行き、うまく再現できてみんな喜んでくれました。残念ながら、雨で子どもの参加が

なかったのですが。

投稿: psylla38 | 2012年4月22日 (日) 16時55分

　1991年の淀川展解説に書いてあるキュウシュウツチハンミョウは、鵜殿で見たことがないです。いっぺん見てみたいものと思って

ましたが、やはり環境が変わってしまったのでしょうか。

　テントウムシシーソーがうまくいってよかったですね。

　日曜日は私らは、和歌山方面へ行ってました。少し記しますので、またご覧ください。

投稿: ４８Ｋ | 2012年4月23日 (月) 03時41分
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【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 大阪・住吉大社の御神田 | トップページ | 「靭公園の自然と歴史」展 »

2012年4月23日 (月)

友の会昆虫合宿「和歌山県みさと」

　大阪自然史博友の会の昆虫合宿が、5月19日（土）・20日（日）に和歌山県紀美野町美里で開催される。応

募は定員以内だったので、応募者は全員当選です（業務連絡）。

　22日（日）は、その下見に行ってきた。天気予報は最悪だったが、ほとんど雨に降られずに済んだ。

　宿舎は明治初期に創建された小学校を利用。レトロな雰囲気がいい。

　近くの高台には天文台がある。星もきれいだろう。

　貴志川には清らかな水が流れていた。川原にアイヌハンミョウやコニワハンミョウがいそうな感じ。

　世話役の一人はマレーゼトラップも設置。当日はライトトラップやピットフォールトラップもやる予定。

　当日、天気に恵まれれば、いろいろな昆虫たちに会えそうな予感・・・。

2012年4月23日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 友の会昆虫合宿「和歌山県みさと」 | トップページ | ボルシチ »

2012年4月25日 (水)

「靭公園の自然と歴史」展

　大阪科学技術館（大阪市西区靱本町1丁目）で開催中の「靭公園の自然と歴史」展を見に行ってきた。

　靭公園はセミのぬけがら調査を1993年から行っているところ。多くの標本を見れば、ここが大阪の都市昆虫

研究の中心地であり、Kさんはその中心人物であると感じる。

　中にはジュウサンホシテントウのように、湿地性の珍しい種類も靭公園で見つかっているようだ。

　 

　6月30日（土）まで。入館無料。 

　 

2012年4月25日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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1947年）
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 「靭公園の自然と歴史」展:
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48Kのブログ

« 「靭公園の自然と歴史」展 | トップページ | 愛知川河辺林のキツネ »

2012年4月27日 (金)

ボルシチ

　平日の休日だったので、夕食を担当した。メニューはボルシチ。

　牛肉や野菜をトマトピューレとニンニクで煮込み、塩と胡椒で味付けするだけの簡単なものである。沿海州で

ロシア人共同研究者らが作ってくれたボルシチは、フィールドワークのあとのウォッカにも合って、実にうまかっ

た。

2012年4月27日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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入った野菜ジュースを足してもよい）やセロリを入れると、美味しいです。

投稿: psylla38 | 2012年4月28日 (土) 00時02分

ビーツってあんまり売ってないですね。

セロリは確かに合いそうで、美味しそうですね。
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48Kのブログ

« ボルシチ | トップページ | 種子島合宿2010記事 »

2012年5月 1日 (火)

愛知川河辺林のキツネ

　30日（月振休）の震災標本レスキュー研究会で、北海道から来阪されていた閻魔（虫）大王（先生）から、滋

賀県内で湿った森で調査したいとのお話しで、東近江へお供した。 

　 

　愛知川の河辺林と、やや上流のE源寺（ヒメハルゼミの産地）の社寺林。どちらも、探しているアリは見つか

ったもよう。

　愛知川河辺林については、同郷のM先生の記事がある。

http://www.omnh.net/ns_online/html/v37/37-07_006.html

　ここでなんと、キツネを目撃・・・。本州でキツネを見たのは２回目だと思う（１回目は同じく滋賀県の安曇川河

辺林）。

　写真は愛知川の広い河原。夏にはカワラバッタがたくさんいます。

2012年5月 1日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 愛知川河辺林のキツネ:

« ボルシチ | トップページ | 種子島合宿2010記事 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-fa03.html
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48Kのブログ

« 愛知川河辺林のキツネ | トップページ | テントウムシの子供シャツ３つ »

2012年5月 2日 (水)

種子島合宿2010記事

　博物館友の会月刊誌 Nature Study のいくつかの記事が、購読お試しページに選ばれ、私の担当した2010

年8月の種子島合宿の記録記事（2011年1月号）が、そのひとつになった。

　当時はほんとに、ドタバタで必死だったが、今となってはホロ苦いどころか、けっこう楽しかったなぁなどと思

えてしまう。

　海岸にはイカリモンハンミョウが最普通種、水たまりにコガタノゲンゴロウなんて・・・。

　あっ、ぜひ友の会にも入ってくださいね。

http://www.omnh.net/ns_read/index.html
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48Kのブログ

« 種子島合宿2010記事 | トップページ | テントウムシのエプロン »

2012年5月 7日 (月)

テントウムシの子供シャツ３つ

　子供服やおもちゃなどの西●屋の前を通る。「入ったらあかん、何か見つけてまう」と思いつつ、引き寄せら

れるように中へ・・・。

　シャツを６枚みつけたが、セレクトして３枚に。

　赤ちゃん用の歩行器は6000円ぐらいしたので、こちらは断念・・・。

2012年5月 7日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 種子島合宿2010記事 | トップページ | テントウムシのエプロン »
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【電子書籍】私のみた科学者の生活　
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評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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この記事へのトラックバック一覧です： テントウムシの子供シャツ３つ:

« 種子島合宿2010記事 | トップページ | テントウムシのエプロン »
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48Kのブログ

« テントウムシの子供シャツ３つ | トップページ | ハチミツ店の看板 »

2012年5月 8日 (火)

テントウムシのエプロン

　高槻のイナさんから教えてもらったテントウムシのエプロン（写真１）を採集に、梅田ロ●トへ・・・。茶屋町は

若者が多いなあ。道も難しい。

　無事に採集しました（写真２）。

　エプロンというのは初めてかも・・・？ 

2012年5月 8日 (火) テントウムシグッズ | 固定リンク

« テントウムシの子供シャツ３つ | トップページ | ハチミツ店の看板 »

「テントウムシグッズ」カテゴリの記事

Shops/restaurants/facilities with names "LADYBIRDS"てんとう虫の店/レストラン/施設(2018.09.08)

テントウムシのエプロン(2012.05.08)

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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(ウェブ上には掲載しません)
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この記事へのトラックバック一覧です： テントウムシのエプロン:

« テントウムシの子供シャツ３つ | トップページ | ハチミツ店の看板 »

コメント

コメントを書く

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-078d.html
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48Kのブログ

« テントウムシのエプロン | トップページ | 虫採り女子？ »

2012年5月 9日 (水)

ハチミツ店の看板

　大阪自然史博の今夏の特別展は「ハチ」がテーマです。長居ブランドのハチミツも登場します。

　看板を作ってみました。

●ハチ展開幕まで、あと79日

2012年5月 9日 (水) 博物館展示 | 固定リンク

« テントウムシのエプロン | トップページ | 虫採り女子？ »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ハチミツ店の看板:

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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« テントウムシのエプロン | トップページ | 虫採り女子？ »
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48Kのブログ

« ハチミツ店の看板 | トップページ | 虫採りダンディ »

2012年5月14日 (月)

虫採り女子？

　博物館友の会の「昆虫採集入門講座」が今週末の土日、和歌山県紀美野町で開かれる。

　捕虫網は適当に買ってきてもらうとしても、三角紙ケースはなかなか売ってないし、売っていても、すごく高価

で、なかなか勧められるものではない。

　そんなことを考えていたら、やはり同じ気持ちで、自作を試みている人がいることを知った。

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/7869/tips/cdc/cdc.htm　

　倣って作ってみたが、なかなか良さげである。いくつか作って、当日、実費販売の予定である。

　ケースは水玉模様、ヒモはかわいく、ピンクにしてみた。

　虫採りガール（女子）が増えたら、うれしいなあ（？）。

2012年5月14日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ハチミツ店の看板 | トップページ | 虫採りダンディ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 虫採り女子？:

« ハチミツ店の看板 | トップページ | 虫採りダンディ »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-7184.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-998e.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-ff1e.html


48Kのブログ

« 虫採り女子？ | トップページ | 千島公園のハナムグリ類 »

2012年5月15日 (火)

虫採りダンディ

　百均のCDケースを利用した三角紙ケース・・・。リアクションがとてもいいので、余るのを覚悟で、15箱ぐらい

作って、合宿に望もうと考えている。余ったら、冬のバザーで売ればいいし。

　虫採りダンディ向けのレザー風・三角紙ケースを作成。これも百均です。

　内箱が意外に経費がかかっているので、売価は400円ぐらいかなあ。

2012年5月15日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 虫採り女子？ | トップページ | 千島公園のハナムグリ類 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 虫採りダンディ:

« 虫採り女子？ | トップページ | 千島公園のハナムグリ類 »

トラックバック
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48Kのブログ

« 虫採りダンディ | トップページ | アメリカにおけるクズ（葛）の脅威 »

2012年5月17日 (木)

千島公園のハナムグリ類

　千島公園（大阪市大正区）でのプロジェクトU調査会。参加者はとても少なかった。

　昭和山（標高33m)で咲いていたトベラの花に、たくさん虫が来ていた。ハナムグリ類もアオヒメハナムグリ（オ

キナワコアオハナムグリ）やクロハナムグリも確認。

　

 

2012年5月17日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 虫採りダンディ | トップページ | アメリカにおけるクズ（葛）の脅威 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 千島公園のハナムグリ類:

» ケノーベルからリンクのご案内(2012/05/18 09:09) [ケノーベル エージェント]

大阪市大正区エージェント：貴殿の記事ダイジェストをGoogle Earth(TM)とGoogle Map(TM)のエージェントに掲載いたしました。訪

問をお待ちしています。 [続きを読む]

受信： 2012年5月18日 (金) 09時09分

« 虫採りダンディ | トップページ | アメリカにおけるクズ（葛）の脅威 »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-8ca1.html
http://www.kenovel.com/Agent/27/108/27108_120517.html
http://www.kenovel.com/Agent/27/108/27108_120517.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-ff1e.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-2241.html


48Kのブログ

« 千島公園のハナムグリ類 | トップページ | 京阪の快速急行 »

2012年5月25日 (金)

アメリカにおけるクズ（葛）の脅威

　毎年５月の某団体の講座（屋内と野外の計６回）。そのうちの２回を済ませたところ。

　講師自身の研究例も交えてほしいとのことで、アメリカでの外来種問題（カサアブラムシやその天敵のマキ

ムシモドキ）のこともお話ししている。

　ついでに、クズ（葛）がアメリカで有害植物になっていることにも触れている。検索していたら、面白い（？）写

真を見つけた・・・。巨大な人が釣りをしているようだが、これは元は電柱である。

http://www.firehow.com/201002259293/how-to-plant-and-grow-kudzu.html

　野外講座では、日本ではたくさんの昆虫がクズに集るので、これでもまだ繁殖が抑えられていることを伝える

つもりである。 

2012年5月25日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 千島公園のハナムグリ類 | トップページ | 京阪の快速急行 »
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48Kのブログ

« アメリカにおけるクズ（葛）の脅威 | トップページ | ニホンアカズヒラタハバチ？ »

2012年5月31日 (木)

京阪の快速急行

　某団体の講座が京都府八幡市で本日、開かれた。６回講座のうちの５回目だった。 

　 

　京都市営地下鉄東西線の三条京阪で、京阪電鉄に乗り換えた。快速急行なる電車が来た。

　京阪「八幡市」駅は特急は停まらないが、急行は停まる。

　JR派の感覚では、快速急行は急行と快速の間なので、急行より下のランクの電車だと思った。当然ながら

八幡市に停まると思った。でも、停まらなかった。急行より上のランクの電車らしい。樟葉まで行く羽目になっ

た。

　砂地にかけたトラップに、オサムシモドキがたくさん入っていた。 

2012年5月31日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 京阪の快速急行 | トップページ | 昆虫合宿みさと記録ブログ »

2012年6月 1日 (金)

ニホンアカズヒラタハバチ？

　比叡山山頂で一見、マメハンミョウか？という虫がたくさんいた。毒があるかのように、悠然と歩いている。ハ

バチの類で、帰って調べたらニホンアカズヒラタハバチ？かなと思った。

　全然違う模様のハバチもいて、「こいつも悠然と歩いているなあ」と思っていたら、どうも同種の雄らしい。

　「大阪府のハバチ・キバチ類」(吉田浩史, 2006)に載っていないので、少なくとも大阪府にはいないものなの

だろう。近畿では珍しいのかなあ。私はとにかく、初めて見た気がする。

●ハチ展開幕まで、あと56日

2012年6月 1日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ニホンアカズヒラタハバチ？:

« 京阪の快速急行 | トップページ | 昆虫合宿みさと記録ブログ »
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48Kのブログ

« ニホンアカズヒラタハバチ？ | トップページ | お絵かき（カニ・イカ） »

2012年6月 2日 (土)

昆虫合宿みさと記録ブログ

博物館友の会昆虫合宿の記録ブログです。私は後ろのほうで、口径１メートルの巨大網を持っています。

http://blog.livedoor.jp/nature1955/archives/51955578.html

2012年6月 2日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク
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48Kのブログ

« 昆虫合宿みさと記録ブログ | トップページ | お絵かき（昆虫の社会性の始まり） »

2012年6月 6日 (水)

お絵かき（カニ・イカ）

　昨日はハチ展解説書＆パネル用のお絵かき・・・。なぜか、カニやイカまで登場する。

　地球上の動物のうち、ハチはこんなに種数が多いんだぞぉ〜という円グラフ・・・。軟体動物や甲殻類を出す

必要があるためである。

●ハチ展開幕まで、あと51日

2012年6月 6日 (水) 博物館展示 | 固定リンク

« 昆虫合宿みさと記録ブログ | トップページ | お絵かき（昆虫の社会性の始まり） »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： お絵かき（カニ・イカ）:

« 昆虫合宿みさと記録ブログ | トップページ | お絵かき（昆虫の社会性の始まり） »
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コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« お絵かき（カニ・イカ） | トップページ | お絵かき（ハチのシルエット） »

2012年6月 7日 (木)

お絵かき（昆虫の社会性の始まり）

　依然、マンガの作成中。

●ハチ展、開幕まで、あと50日

2012年6月 7日 (木) 博物館展示 | 固定リンク

« お絵かき（カニ・イカ） | トップページ | お絵かき（ハチのシルエット） »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： お絵かき（昆虫の社会性の始まり）:

« お絵かき（カニ・イカ） | トップページ | お絵かき（ハチのシルエット） »
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携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« お絵かき（昆虫の社会性の始まり） | トップページ | クマバチ（今ごろ）営巣開始 »

2012年6月 8日 (金)

お絵かき（ハチのシルエット）

　ハチのシルエット。展示用パネル。生命の歴史年表の中で、「社会性のハチの出現」のところで使用予定。

　関連グッズとして「和風の手ぬぐいにしよう」と提案したが、却下された。

●ハチ展、開幕まで、あと49日

2012年6月 8日 (金) 博物館展示 | 固定リンク

« お絵かき（昆虫の社会性の始まり） | トップページ | クマバチ（今ごろ）営巣開始 »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： お絵かき（ハチのシルエット）:

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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« お絵かき（昆虫の社会性の始まり） | トップページ | クマバチ（今ごろ）営巣開始 »
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48Kのブログ

« お絵かき（ハチのシルエット） | トップページ | お絵かき（イヌビワコバチ） »

2012年6月11日 (月)

クマバチ（今ごろ）営巣開始

　滋賀県内某所を歩きまわって、クマバチの巣がたくさんあるところを見つけた。ただし、ヒラズゲンセイの姿

は見られず・・・。

　中には今日（！）、穴を掘り始めるクマバチメスもいた（写真）。木くずをまといながら、掘る姿はまさに

carpenter （大工） bee （ハナバチ）である。

　ずいぶん遅いけど、近くのクリの花がよく咲いていて、クマバチの訪花もたくさん目撃。こういうのがいるか

ら、夏になってから出てくるヒラズゲンセイが寄生できるのであろうか。

●ハチ展、開幕まで、あと46日

2012年6月11日 (月) 博物館展示 | 固定リンク

« お絵かき（ハチのシルエット） | トップページ | お絵かき（イヌビワコバチ） »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信
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この記事へのトラックバック一覧です： クマバチ（今ごろ）営巣開始:

« お絵かき（ハチのシルエット） | トップページ | お絵かき（イヌビワコバチ） »

トラックバック
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48Kのブログ

« クマバチ（今ごろ）営巣開始 | トップページ | 焼肉を食べながらハチのことを考えた »

2012年6月12日 (火)

お絵かき（イヌビワコバチ）

　この生活史も複雑なので、図を準備中・・・。イヌビワの雄株で産卵したイヌビワコバチの雌。

●ハチ展、開幕まで、あと45日

2012年6月12日 (火) 博物館展示 | 固定リンク

« クマバチ（今ごろ）営巣開始 | トップページ | 焼肉を食べながらハチのことを考えた »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)
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クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936
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【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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この記事へのトラックバック一覧です： お絵かき（イヌビワコバチ）:

« クマバチ（今ごろ）営巣開始 | トップページ | 焼肉を食べながらハチのことを考えた »
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48Kのブログ

« お絵かき（イヌビワコバチ） | トップページ | ハチ展解説書のコラム »

2012年6月15日 (金)

焼肉を食べながらハチのことを考えた

　若干、くたびれぎみなので、景気づけに焼肉を食べてみた。しかし、予算は限られているので、肉ばかりでお

腹をふくらせるわけにはいかず、焼き野菜も少なからず交える・・・。

　肉はうまい。野菜も嫌いではないが、肉の焼ける合間に焼いて食べる感じ・・・。人間が雑食性とはいえ、肉

嗜好に偏っているのは間違いないだろう。

　ハチは植物食から始まって、寄生やら肉食やら真社会性やら、地球で一番の様々な生き様を進化させてい

ったのが、不思議でならない。

　最初に食うのは肉じゃないのか？　なぜだ？

　とりあえず、俺は肉を食いたい。

　ハチ展、開幕まで、あと42日。

2012年6月15日 (金) 博物館展示 | 固定リンク
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博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　
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評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 焼肉を食べながらハチのことを考えた | トップページ | ハチ展解説書 »

2012年6月16日 (土)

ハチ展解説書のコラム

　ハチ展の解説書の編集作業中・・・。

　コラム執筆者を、池上彰（？）風に似顔絵で出してみたらどうだろう、という意見に基づき、作成中。

　「そうだったのか！」という感じで、ハセガワさん、登場！

　

●ハチ展、開幕まで、あと41日

2012年6月16日 (土) 博物館展示 | 固定リンク

« 焼肉を食べながらハチのことを考えた | トップページ | ハチ展解説書 »

「博物館展示」カテゴリの記事
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博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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最近の記事
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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この記事へのトラックバック一覧です： ハチ展解説書のコラム:

« 焼肉を食べながらハチのことを考えた | トップページ | ハチ展解説書 »
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48Kのブログ

« ハチ展解説書のコラム | トップページ | ハチ展クイズ »

2012年6月21日 (木)

ハチ展解説書

・・・の編集作業中。今日はとりあえず、そんだけ。

●ハチ展、開幕まで、あと36日。

2012年6月21日 (木) 博物館展示 | 固定リンク

« ハチ展解説書のコラム | トップページ | ハチ展クイズ »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ハチ展解説書:

« ハチ展解説書のコラム | トップページ | ハチ展クイズ »
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評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« ハチ展解説書 | トップページ | 長居駅３号出口看板 »

2012年6月22日 (金)

ハチ展クイズ

　コイノバイオントはどっち？

　答えは7月28日からのハチ展で。

　正解者には担当者から何かもらえるかもしれません。

●ハチ展、開幕まで、あと35日

2012年6月22日 (金) 博物館展示 | 固定リンク

« ハチ展解説書 | トップページ | 長居駅３号出口看板 »

「博物館展示」カテゴリの記事
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名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）
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【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936
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【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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この記事へのトラックバック一覧です： ハチ展クイズ:

« ハチ展解説書 | トップページ | 長居駅３号出口看板 »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-785b.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-c531.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-0117.html


48Kのブログ

« ハチ展クイズ | トップページ | 風が吹けば桶屋が儲かる »

2012年6月23日 (土)

長居駅３号出口看板

大阪市営地下鉄「長居」駅３号出口看板が「ハチ展」仕様になりました。

●ハチ展、開幕まで、あと34日

2012年6月23日 (土) 博物館展示 | 固定リンク

« ハチ展クイズ | トップページ | 風が吹けば桶屋が儲かる »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)
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48Kのブログ

« 長居駅３号出口看板 | トップページ | ハチ展クイズ（その２） »

2012年6月25日 (月)

風が吹けば桶屋が儲かる

　カギバラバチが葉に卵を産めば、スズメバチの巣から羽化する。

●ハチ展、開幕まで、あと32日

2012年6月25日 (月) 博物館展示 | 固定リンク

« 長居駅３号出口看板 | トップページ | ハチ展クイズ（その２） »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)
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(ウェブ上には掲載しません)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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この記事へのトラックバック一覧です： 風が吹けば桶屋が儲かる:
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http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-3c74.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-0117.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-85f7.html


48Kのブログ

« 風が吹けば桶屋が儲かる | トップページ | 滋賀でヒラズゲンセイ »

2012年6月28日 (木)

ハチ展クイズ（その２）

　環境省が絶滅のおそれのある野生生物として作成しているレッドリストにおいて、絶滅種、絶滅危惧(I, II)、

準絶滅危惧、情報不足として掲載されているハチ目(Hymenoptera)の種は何種か？

(1)30〜39種

(2)40〜49種

(3)50〜59種

　正解者には何かもらえるかもしれません。

●ハチ展、開幕まで、あと29日

2012年6月28日 (木) 博物館展示 | 固定リンク

« 風が吹けば桶屋が儲かる | トップページ | 滋賀でヒラズゲンセイ »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： ハチ展クイズ（その２）:

« 風が吹けば桶屋が儲かる | トップページ | 滋賀でヒラズゲンセイ »
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« ハチ展クイズ（その２） | トップページ | ハチ展展示解説書 »

2012年6月29日 (金)

滋賀でヒラズゲンセイ

　ヒラズゲンセイが滋賀県内で見つかったと連絡がありました。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/hirazugensei.html

　新聞にも掲載されました。

http://www.asahi.com/kansai/sumai/news/OSK201206270035.html

　ゲンセイの展示はハチ展でも行います。

●ハチ展、開幕まで、あと28日

2012年6月29日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« ハチ展クイズ（その２） | トップページ | ハチ展展示解説書 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)
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« ハチ展クイズ（その２） | トップページ | ハチ展展示解説書 »

コメント

コメントを書く

トラックバック
@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を
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48Kのブログ

« 滋賀でヒラズゲンセイ | トップページ | ハチ　まるごと！図鑑 »

2012年6月30日 (土)

ハチ展展示解説書

　「ハチ展」展示解説書の編集作業は、さしあたりゴールまで走り切りました（途中、飛ばしたりしましたが、そ

れは後で修正ということで・・・）。

A5版、フルカラー、136ページ。きれいな写真も豊富で、類書のない、たいへん魅力ある出版物になっていると

思います。

乞うご期待！

●ハチ展、開幕まで、あと28日

2012年6月30日 (土) 博物館展示 | 固定リンク

« 滋賀でヒラズゲンセイ | トップページ | ハチ　まるごと！図鑑 »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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夢の中で飛びまわる
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48Kのブログ

« ハチ展展示解説書 | トップページ | プロジェクトＵ　扇町公園 »

2012年7月 5日 (木)

ハチ　まるごと！図鑑

　ハチ展解説書のタイトルは「ハチ　まるごと！図鑑」です。 

　 

　図鑑（標本写真）パートあり、面白い生態写真あり、イラストありの、カラフルで賑やかな136ページです。少し

だけ中身を紹介します。販売価格は800円前後になるのではないかと思います。ぜひ買ってくださいね。

　で、今日、その最後の原稿を印刷所へまわしました。編集作業の追い込みだった、この５日間は、ずっとつ

ながっている感じ・・・。今日が何曜日かわからないぐらいです。

　とりあえず、大きなヤマのひとつは超えました。

●ハチ展、開幕まで、あと22日

2012年7月 5日 (木) 博物館展示 | 固定リンク

« ハチ展展示解説書 | トップページ | プロジェクトＵ　扇町公園 »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

「 ハチ展」　楽しみです！

「ハチまるごと図鑑」も買いたいです！

頑張ってください！！！

投稿: サイトウ | 2012年7月19日 (木) 00時17分
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« ハチ展展示解説書 | トップページ | プロジェクトＵ　扇町公園 »
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48Kのブログ

« ハチ　まるごと！図鑑 | トップページ | イマイ？　マイマイ？ »

2012年7月12日 (木)

プロジェクトＵ　扇町公園

　月例の市内の公園めぐりが昨日（11日）、行われた。今回は北区扇町公園。

　梅田の高層ビル街がすぐ近くに見える。典型的な都会の公園だが、こういうところに、どういう虫がいるのか

を調べることは大切だ。アブラムシ、クモ、身体に集る蚊まで、普段は採集する習慣のない虫をたくさん採っ

た。名前のわからない虫は、かなり多いものである。

　イトカメムシは都会の虫だということがわかった（たくさんいた）。保育社の図鑑に載っている標本は、西区靱

産だった。

●ハチ展、開幕まで、あと15日

2012年7月12日 (木) 博物館展示 | 固定リンク

« ハチ　まるごと！図鑑 | トップページ | イマイ？　マイマイ？ »
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48Kのブログ

« プロジェクトＵ　扇町公園 | トップページ | ライトトラップ »

2012年7月19日 (木)

イマイ？　マイマイ？

　マイマイツツハナバチと同属に、イマイツツハナバチというのがいるとは、いかに？

　ついでながら、イマイマイマイというカタツムリがいたら、おもしろいのにと思ったが、黙って仕事しよう・・・。

●ハチ展、開幕まで、あと8日

2012年7月19日 (木) 博物館展示 | 固定リンク
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48Kのブログ

« イマイ？　マイマイ？ | トップページ | アラスカ自然紀行 »

2012年7月20日 (金)

ライトトラップ

　昨晩、今季初の水銀灯の出動でライトトラップをした。場所はというと・・・、長居植物園の自然史博物館前！　

ライトで2014年の「都市の自然」展の標本資料を集めながら、「ハチ展」の展示も作る感じ・・・。

　コガネムシは４種が来た。アオドウガネ、ナミビロウドコガネ、オオクロコガネ、セマダラコガネ。テントウムシ

も４種。ナミテントウ、ムーアシロホシテントウ、キイロテントウ、クモガタテントウ。

　収穫だったのは、イネネクイハムシが飛来したこと。長居植物園の大池にもいるらしい。桃ヶ池で1991年に

記録され、Nature Studyに載っている。

　ライトを撤収しようと思ったところ、白幕のロープにクマゼミの幼虫がつかまって、羽化を始めようとしていた。

しかたなく、翌朝まで待って撤収することにした。

　朝、ロープのセミは、ぬけがらだけになっていた。

　「朝顔に釣瓶とられて・・・」みたいな、夏らしい一句をひねろうと思ったが、残念ながら、浮かばなかった。

2012年7月20日 (金) 博物館展示 | 固定リンク

« イマイ？　マイマイ？ | トップページ | アラスカ自然紀行 »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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【新刊紹介】「格助詞に着目した地名
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48Kのブログ

« ライトトラップ | トップページ | 鮒寿司（ふなずし） »

2012年8月18日 (土)

アラスカ自然紀行

ブログに書いた分に写真などを加えて、博物館のサイトから公開にしました。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/alaska2012.html

2012年8月18日 (土) | 固定リンク

« ライトトラップ | トップページ | 鮒寿司（ふなずし） »

どうもご苦労様でした。25年ほど前にオーロラ見物にフェアバンクスはチェナに行きました。ヘラジカは道を走っていました。ところで

エスキモーはOKなのですね。当時は差別用語でイヌイットでした。

投稿: 親子@豊中 | 2012年8月19日 (日) 21時28分

エスキモーは現在ではOK？と思い、使ってしまいましたが、本当に大丈夫かどうか、よくわからない？です。

アラスカ西部のユピク族はイヌイットとも違うみたいなので・・・。ちょっとややこしいですね。

オーロラ見物ですか。

アンカレッジより北方面には行かなかったので、ぜひいっぺん行ってみたいです。

投稿: ４８Ｋ | 2012年8月20日 (月) 03時16分
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48Kのブログ

« アラスカ自然紀行 | トップページ | テントウムシ観察会の場所選定 »

2013年1月 4日 (金)

鮒寿司（ふなずし）

 正⽉は滋賀県内の実家へ⾏った。ダイニングに⼊った瞬間、匂いでわかった。⾷卓に鮒寿司が乗っている。

 両親の知り合いに琵琶湖の漁師さんがいて、鮒寿司をつけておられるのを毎年、送ってくださる。⾼級珍味（しかも、美
味な⼦持ち）なので、この分量を店で買ったら、２万円ぐらいはするだろう。

 そんなことはさておき、遠慮なく⽇本酒とともにいただく。少年のころ、「おっさんらは何で、こんな腐った⿂を⾷って
いるのか」と思っていたが、今では⽇本酒のあてとしては、⽇本⼀の⾷べ物だと思っている。

 本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

※今年から、niftyのブログも更新をがんばろうと思います。
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48Kのブログ

« 鮒寿司（ふなずし） | トップページ | Toyonaka Joint Factory　-豊中共同制作所- »

2013年2月 8日 (金)

テントウムシ観察会の場所選定

　・・・のため、高槻市内の淀川べりを歩いた。立春を過ぎたとはいえ、まだまだ、寒々とした感じだったが、オ

オイヌノフグリが紫色のつぼみをつけていた。春が早く来ないかなあと思う気持ちと、春までに成すべき仕事が

あり、まだ来ないで欲しいという気持ちが相半ばしている。

 帰途のＪＲ⾼槻駅前の⻄●百貨店前で、テントウムシ２匹（バッグ）を発⾒。尋ねてみたが、ミシン屋が開いている裁
縫教室の作品らしく、販売してないとのこと（残念・・・）。

 テントウムシ観察会は4⽉28⽇（⽇）です。⼿伝ってくださる補助スタッフも募集しますので、よろしくお願いしま
す。

 
 昨年の観察会のようすはこちら。

 http://www.youtube.com/watch?v=p7gdq66eUME

2013年2月 8日 (金) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 鮒寿司（ふなずし） | トップページ | Toyonaka Joint Factory　-豊中共同制作所- »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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48Kのブログ

« テントウムシ観察会の場所選定 | トップページ | テントウムシ展 »

2013年2月 9日 (土)

Toyonaka Joint Factory　-豊中共同制作所-

　大阪自然史博のPRに、いつも協力してくださる馬場さん。何人かのアーティストさんらと一緒に、豊中で現代アート展をされているそうです。２月

17日（日）までです。

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/jinken_gakushu/bunka/hall/gallery/gallery.html 

2013年2月 9日 (土) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« テントウムシ観察会の場所選定 | トップページ | テントウムシ展 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)
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48Kのブログ

« Toyonaka Joint Factory　-豊中共同制作所- | トップページ | 2014年にやること »

2013年2月21日 (木)

テントウムシ展

 2⽉27⽇から伊丹市昆⾍館で「テントウムシ展」が始まる。展
⽰⽤標本が⾜りないとのことで、借⽤にお⾒えになった。

 私⾃⾝も将来的に「テントウムシ展」をやるつもりで、それなり
に気にかけながら資料を集めてきたから、リクエストには対応でき
るつもりだったが、フタスジヒメテントウが無かった。残念・・・
（たくさん持ってる⽅、くださぁ〜い）。
 会期は5⽉13⽇（⽉）までです。 

 http://www.itakon.com/html/saishin.html

2013年2月21日 (木) 博物館展示 | 固定リンク

« Toyonaka Joint Factory　-豊中共同制作所- | トップページ | 2014年にやること »

「博物館展示」カテゴリの記事
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評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« テントウムシ展 | トップページ | ガーナの棺桶 »

2014年1月 4日 (土)

2014年にやること

　一年の計は元旦にあり・・・。ということで、今年すべきことを書き出してみました。

さしあたり、収蔵目録（甲虫3）の編集・発行を2014年２月末までに完了することを目指して、作

業をしています。また平行して作業し、３月までの年度内のうちに、研究論文２編、夏までにさらに

２編の投稿を目指して、作業しています。

７月から「都市の自然」展（仮称）を開く予定にしています。展示会終了後に、一連の調査研究の

成果として、大阪市24区の甲虫リスト（過去のものや文献も含め）を出せればと考えています。年末

にまとめた集計では、372種になっています。過去に記録されている甲虫の中には、戦前のキベリマ

ルクビゴミムシやナミゲンゴロウなどもあるので、都市化の進行と生物多様性の減少を、甲虫相の変

遷から語れるようなものになれば、と願っています。

　「都市の自然」展では調査成果を紹介するだけでなく、来場者に高い満足度を持ってもらえるよ

う、広く話題を呼べるような面白い展示が作れれば、と思っています。限られた予算の中ですが、何

とか工夫して作りたいと考えています。

　このような内部的な学芸業務の他方で、科研費の研究テーマ「昆虫化石を用いた最終氷期最寒冷期

における気温低下の推定」が３ケ年計画の３年目になっていますので、いい研究成果を出せるよう

に、がんばらなくてはならないと思っています。

　学会などの活動も行いたいと思います。昨年は環境動物昆虫学会で担当させてもらった「絵解きで調べる昆

虫」がよく売れたことがよかったと思っています。今年は日本甲虫学会のHP担当の業務で、バックナンバーと

総目次の作成作業を完了させたいと思っています。

　また、次年度も収蔵目録の担当をすることになったので、「甲虫リスト４」を2014年度中（2015年

春まで）に発行する必要があります。博物館に来てくださるベテラン甲虫屋さんをはじめ、多くのみ

なさんのご指導・ご尽力を仰ぎながら、進めていきたいと考えています。

　写真：御上神社（滋賀県野洲市）に参拝してきました。近江富士（三上山）を御神体とする人気の

パワースポットで、たくさんの参拝客の列ができていました。
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2014年1月 5日 (日)

ガーナの棺桶

 KBS京都テレビで甲子園球場の阪神戦中継を見ていると、「公益社」のコマーシャルがよく流れ

る。アフリカのガーナではお葬式で楽しそうに、ライオンの形をした棺桶を担いでいるが、これは葬

送の方法が文化的に違っているだけで、死者を弔う気持ちは同じだ、というもの・・・。

　年末に、とあるテレビ番組を見ていたら、このガーナのお葬式が紹介されていたが、実は棺桶はラ

イオンだけではなく、飛行機やピアノなど、ありとあらゆるものがあるらしい。中にはクモやチョウ

などの棺桶もあった。基本的には生前に、自分の趣味で作っておくんだそうな。

　もしテントウムシの棺桶があったら、ぜひ入手したいものである・・・。来世での幸福を願っ

て・・・。探せば、きっと、ありそうな気がする。

　ガーナに行く予定のある方は、ぜひご一報ねがいます・・・。

http://mogchike.jugem.jp/?eid=217
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« ガーナの棺桶 | トップページ | 早春の上町台地 »

2014年3月18日 (火)

DTMで「黄金虫」

 夏の特別展会場で流す（︖）⾳楽の作り⽅の練習をしています。「こがねむしは~⾦持ちだ~」の歌です(Youtube)。博物
館の常設展PRも兼ねて・・・。

http://www.youtube.com/watch?v=Iy7sgNXxmpg
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« DTMで「黄金虫」 | トップページ | トリケラトプス展2014へのご案内動画 »

2014年3月22日 (土)

早春の上町台地

 昨⽇(3/21)はプロジェクトU甲⾍班の調査会。13⼈の参加があった。雪も舞う寒さだったが、梅やユキヤナギの花は春の到
来を感じさせていた。

 上町台地はひとりで歩いたことがあったが、やはり歩きなれた⼈の案内があると、いろいろ知ることができて⾯⽩かっ
た。お寺の裏には、落ち葉、枝、材などがそのまま置いてあるので、都市公園とは違って、⾃然度はだいぶ⾼そう。暖かく
なったら、また歩いてみたい。「⼤阪市甲⾍リスト」も、ここでだいぶ増やせそう・・・（今の集計では550種ぐらいになり
ました）。

 歴史探訪にも楽しいところ。写真は上⽅落語発祥の地、⽣国魂神社にある⽶澤彦⼋の碑。他にも真⽥幸村、井原⻄鶴、織
⽥作之助の像や碑。⼤江神社には「⻁」の狛⽝（本当に「狛⻁」というらしい）があり、阪神ファンがメガホンなどをたく
さん供えているのも⾯⽩かった。同神社のウェブサイトには、⼤阪⼤空襲での被害や、狛⻁を作り直したら阪神が優勝した
話などが書いてありました。

http://www.ooejinja.net/keidai.html
 

●トリケラトプス展、開幕２⽇⽬
 ●都市の⾃然展（仮称）開幕まで、あと119⽇
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この記事へのトラックバック一覧です： 早春の上町台地:
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48Kのブログ

« 早春の上町台地 | トップページ | トリケラトプス展 × ジュンク堂 »

2014年3月30日 (日)

トリケラトプス展2014へのご案内動画

トリケラトプス展2014へのご案内動画です。

https://www.youtube.com/watch?v=wjLnNqxc2y0

2014年3月30日 (日) 博物館展示 | 固定リンク

« 早春の上町台地 | トップページ | トリケラトプス展 × ジュンク堂 »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　
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長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936
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【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-a54a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-a649.html
https://www.youtube.com/watch?v=wjLnNqxc2y0
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat22797113/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/2014-68e4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-a54a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-a649.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat22797113/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-6d24ff.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-cea72f.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-6196.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/04/post-9d21.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/2014-68e4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-a54a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-a649.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf




48Kのブログ

« トリケラトプス展2014へのご案内動画 | トップページ | オオセンチコガネ本の紹介文 »

2014年4月 3日 (木)

トリケラトプス展 × ジュンク堂

 ⾃然史博物館のPRスペースを、常設で提供いただいているジュンク堂・難波店・・・。トリケラトプス展のPR告
知を出してきた（⾃作）。
 2011年の化⽯展以来、「キラキラ」モールを付けてきた。⽬⽴って⼊場者が増えますように・・・。
 ホントは「⾶び出す」恐⻯にしようと思い、発泡スチロールを切り出してみはじめたが、結果的には⼿作り感の
満載なものになってしまった・・・。
 時間あれば、⾒に⾏ったってください。市営地下鉄・四つ橋線「難波」駅近くで、「ホテルモントレ・グラスミ
ア⼤阪」の⼊っている同じビルです。
 あっ、⻑居公園の本展のほうも、もちろん⾒てくださいね︕

2014年4月 3日 (木) 博物館展示 | 固定リンク

« トリケラトプス展2014へのご案内動画 | トップページ | オオセンチコガネ本の紹介文 »
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評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/2014-68e4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-e6d7.html
http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2014/04/03/triceratopsjunkudo.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat22797113/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-a649.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/2014-68e4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-e6d7.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat22797113/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-6d24ff.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-cea72f.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-6196.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/04/post-9d21.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


この記事へのトラックバック一覧です： トリケラトプス展 × ジュンク堂:
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48Kのブログ

« トリケラトプス展 × ジュンク堂 | トップページ | 国会図書館 »

2014年4月 4日 (金)

オオセンチコガネ本の紹介文

http://mushi-sha.com/products/detail.php?product_id=676

「日本のオオセンチコガネ」（むし社：刊）の某誌での紹介文作成だん・・・。書き始めは「一番、きれいな虫って

何だろう・・・？」

すいません、ちょっとパクりました？。ごめんね、SクライKズトシさん・・・（♪GIFTです）。

2014年4月 4日 (金) | 固定リンク

« トリケラトプス展 × ジュンク堂 | トップページ | 国会図書館 »
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【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源
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48Kのブログ

« オオセンチコガネ本の紹介文 | トップページ | 自然史博物館プロモーションビデオ »

2014年4月10日 (木)

国会図書館

 関東⽅⾯へ⾏ってました。東京へ寄ったついでに、国会

図書館で⽂献調査・・・。関⻄館はちょくちょく⾏ってま

すが、東京本館は初めてでした。

 東京駅からの地下鉄丸の内線「国会議事堂前」から、⾸

相官邸や国会議事堂など、テレビでよく⾒る建物の前を少

し歩きます。周囲は警官だらけでした。広々とした京阪奈

丘陵に、ぽつっと建っている関⻄館とはエライ違い・・・

。

 並⽊のイチョウが、ちょうど芽吹き始めてました。

 

2014年4月10日 (木) 旅行・地域 | 固定リンク

« オオセンチコガネ本の紹介文 | トップページ | 自然史博物館プロモーションビデオ »

「旅行・地域」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

国会図書館(2014.04.10)
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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« 国会図書館 | トップページ | 都市部の野鳥と昆虫 »

2014年4月13日 (日)

自然史博物館プロモーションビデオ

　博物館友の会のプロモーションビデオを作ろうという話になり、学芸側の担当になってしまった。

　「撮影の雰囲気を盛り上げるには、カチンコがいるぞぉ」という話になり、T急Hンズで買ってき

た。ちなみに、販売コーナーのジャンルは「パーティーグッズ」だった。

　夏ごろにはYoutubeなどにアップし、世界中（？）の人に見てもらう予定・・・。
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48Kのブログ

« 自然史博物館プロモーションビデオ | トップページ | 1997年　秋のつどい »

2014年4月24日 (木)

都市部の野鳥と昆虫

 昨⽇、⽉例の学芸ゼミがあり、２題の話題紹介があった。そのうちのひとつは、この夏の「都市の⾃然」展に関連した⿃
の話だった。

 ⼤阪市街地でアブラゼミが減少した⼀要因に、都市部の野⿃が増えたことも挙げられるという研究事例があったので、こ
の点には注⽬していたが、データをみせてもらうと、種構成ではたしかに豊かになっているようだ。

 昆⾍はというと、都市部で種構成が豊かになっているとは考えにくい。東京、名古屋、⼤阪の各市内の甲⾍類のデータを
少し拾ってみているが、ゴマダラカミキリでさえ、最近は⼤阪市内で⾒なくなった。これらにも、⿃が増えたことと関係し
ているのか︖

●都市の⾃然展、開幕まで、あと87⽇
 

図は７年ぶりに登場させたい︖「やかま４（シー）」１号(クマゼミ)

2014年4月24日 (木) 博物館展示 | 固定リンク
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評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

いつも、色々情報をありがとうございます。

ゴマダラカミキリに関して、

大阪市北区の我が家の近所では、

以前ゴマダラカミキリがうじゃうじゃいてた街路樹

（カミキリによって穴があきまくりでした）が

シラカシに総入れ替えされたため、

見なくなってしまいました。

さびしい！

シラカシはシロテンハナムグリがたかる木ではありますが。

「都市の自然」展、楽しみにしています！
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いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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« 都市部の野鳥と昆虫 | トップページ | 京阪石坂線でまた「痛車」 »

2014年4月24日 (木)

1997年　秋のつどい

　「自然史博物館・大阪自然史センター活動報告会」の懇親会で、1997年「友の会・秋のつどい」のDVDを紹介

します。30分をダビングしただけのノーカット版のつもりです。各学芸員がステージの上でしゃべってます。年

取った人、そうでもない人、いろいろで、かなり面白いですので、乞うご期待！。

　４８K監督より（当日は欠席しますが）

●行事内容紹介

https://www3.mus-nh.city.osaka.jp/scripts/Event.exe?

C=0&G=%8Du%89%89%89%EF%81E%83V%83%93%83%7C%83W%83E%83%80

https://www3.mus-nh.city.osaka.jp/scripts/Event.exe?

C=0&G=%8Du%89%89%89%EF%81E%83V%83%93%83%7C%83W%83E%83%80
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2014年4月28日 (月)

京阪石坂線でまた「痛車」

 ふと⾒たら、ターミナル駅にとまっていた新しい「痛⾞」・・・。京阪電鉄・⽯⼭坂本線は、⽯⼭寺〜三井寺〜延暦寺
（坂本）という古刹を結ぶ鉄道路線なのに、このアニメ路線なのか︖・・・と、アニメに無関⼼な私などは思ってしまう。
でも、まあ、とりあえず撮影・・・。

 さほど服装の洗練されていない男性お３⽅が、休⽇の早朝から、写真の撮影をされていた。

 えっ、「あんたを含めると４⼈」って︖
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新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を
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48Kのブログ

« 京阪石坂線でまた「痛車」 | トップページ | 長居植物園案内「小さな甲虫いろいろ」 »

2014年4月28日 (月)

テントウムシ観察会＠高槻

 昨⽇(4/26:⼟）、あくあぴあ芥川と合同のテントウムシ観察会を開きました。⾼槻市の淀川べりは、⾵も弱く、絶好の⽇和
でした。

 以前は夏の芥川緑地でライト＆セミ⽻化観察だったので、春のテントウムシは３年⽬です。今回はヤナギ樹上で⼤型のカ
メノコテントウが複数、⾒つかりました。

 ストローのシーソーよりも⾼度な、ピタゴラスイッチ⾵（︖）の綱渡りに挑戦するも、やはりこちらの思い通りには歩い
てくれないですね・・・。

 

2014年4月28日 (月) | 固定リンク

« 京阪石坂線でまた「痛車」 | トップページ | 長居植物園案内「小さな甲虫いろいろ」 »
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48Kのブログ

« テントウムシ観察会＠高槻 | トップページ | LED照明装置を自作 »

2014年5月 4日 (日)

長居植物園案内「小さな甲虫いろいろ」

 表題⾏事を開催した。⼩⾖島合宿の裏番組ながら、50数⼈の参加があった。

 植物と昆⾍は深いつながりがあり、樹種により、ついている昆⾍が異なる。⾏事のメインは、いろんな樹を叩き網で10回
ずつ叩いてみて、落ちてくる⾍の違いを⾒る・・・・という予定だった。でも、まだ季節がやや早いせいか、叩き網に少年
たちがすぐに集まりすぎたせいか（写真１）、そのあたりはうまく伝わらなかったかも︖

 前⽇にかけたトラップに、ミイデラゴミムシが10頭近く⼊った（写真２）ので、定番の「おならショー」・・・。ピンセ
ットで挟んだら、お尻から⽩い煙を上げていた（多⼈数で⾒にくかった⼈はごめんなさいね）。
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この記事へのトラックバック一覧です： 長居植物園案内「小さな甲虫いろいろ」:

« テントウムシ観察会＠高槻 | トップページ | LED照明装置を自作 »
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48Kのブログ

« 長居植物園案内「小さな甲虫いろいろ」 | トップページ | プロモ動画撮影140510 »

2014年5月 7日 (水)

LED照明装置を自作

 博物館のプロモーションビデオ関連で近々、⼈物の動画撮影を⾏う予定・・・。照明装置が必要なのだが、照明
担当を作るのを忘れていた（監督がやるしかない・・・）。装置は⾃作できるとのことで、⼤阪・⽇本橋の電⼦部
品店へ⾏って、材料を購⼊してきた。経費は１基3,000円台で、しかも短時間で作れてしまった。かなり明るいで
す。

 マニュアル動画は以下です。標本撮影など、他⽤途にもいろいろ使えそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=LhIhCzjrfzE

2014年5月 7日 (水) 博物館展示 | 固定リンク

« 長居植物園案内「小さな甲虫いろいろ」 | トップページ | プロモ動画撮影140510 »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)
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この記事へのトラックバック一覧です： LED照明装置を自作:

« 長居植物園案内「小さな甲虫いろいろ」 | トップページ | プロモ動画撮影140510 »
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48Kのブログ

« LED照明装置を自作 | トップページ | 血ィ吸うた廊下（ろうか） »

2014年5月12日 (月)

プロモ動画撮影140510

　プロモ動画、進行中。先だって、館長室での撮影も敢行しました。ただし、さしあたりは静止画[動画のキャプ

チャー]のみ。公開時を乞うご期待！
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« プロモ動画撮影140510 | トップページ | 黄金御殿と蚊の模型の作製（再） »

2014年6月27日 (金)

血ィ吸うた廊下（ろうか）

　吸血昆虫の展示をする「血ィ吸うた廊下（ろうか）」・・・。

　たくさんの蚊の模型と、蚊の羽音を鳴らす不快感満載な展示コーナーにしたい。

●「都市の自然」展、開幕まで、あと22日
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« 血ィ吸うた廊下（ろうか） | トップページ | 【PV】都市の自然展2014（モスキート編）：大阪市立自然史博物館 »

2014年7月 8日 (火)

黄金御殿と蚊の模型の作製（再）

 7⽉5⽇（⼟）に作業しました。おいでいただいた⽅には感謝申し上げます。
 モーツァルトなどクラシック⾳楽をBGMに、ヒトスジシマカの拡⼤模型30匹を⽬標に、パーツごとに分担して作業しまし
たが、残念ながら終了しませんでした。来週⼟曜⽇（12⽇）も引き続き、作業したいと思いますので、可能な⽅はお⼿伝い
いただけますと幸いです。
 写真は吸⾎３段階です。これに脚と翅をつける予定です。
 ⻩⾦御殿のほうも屋根を⾦⾊にする段取りが少し進みましたが、こちらも終了していませんので、引き続きということ
で、どうぞよろしくお願いいたします。
 時間、場所、持ち物など、参加の要領はメーリングリストurban@mus-nh.city.osaka.jpとokan@mus-nh.city.osaka.jpに流
しましたので、ご参照ください。
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« 黄金御殿と蚊の模型の作製（再） | トップページ | 「ネコと見つける都市の自然」展 »

2014年7月20日 (日)

【PV】都市の自然展2014（モスキート編）：大阪市立自然史博物館

　本⽇、開幕しました。開幕時刻直前までバタバタと展⽰を作っていた学芸員は、私だけでした（ううう・・・）。

 開幕直後のネイチャーホールでは、Ｙ館⻑が穏やかな笑顔で、⼀番乗りのお客さんたちを迎えてはりました。⾃
主的にやっておられたようで、なかなか感じのええオッサンやなと、改めて思いました。
 リンクは特別展ＰＶ（第１弾︖）です。内容的に、公式アカウントにあげるのが、ちょっと憚られたので、個⼈
アカウントにしてあります。

https://www.youtube.com/watch?v=JWTiin_id7k

2014年7月20日 (日) 博物館展示 | 固定リンク
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48Kのブログ

« 【PV】都市の自然展2014（モスキート編）：大阪市立自然史博物館 | トップページ | 大阪自然史博＆友の会PV　再生1,000回！ »

2014年7月20日 (日)

「ネコと見つける都市の自然」展

　ネコと見つける都市の自然展(2014年7～10月)のうち、担当したコーナーを簡単に紹介します。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/2014toshinoshizen/

------------------------------

「都市の⾃然展 ご来場ありがとうございました 」 (2014年10月13日)
  「都市の⾃然」展は、とうとうフィナーレの⽇を迎えました。関連ブログも、９⽉２⽇から約40⽇間、意志を強

くもって、毎⽇つづけてきましたが、本⽇で終了します。お付き合いいただき、ありがとうございました。
 ネイチャーホールの次の使⽤予定（⾃然史フェスティバル）もあるので、明⽇から早速、⽚付けの作業に⼊りま
す。広報⼿段や展⽰内容などの総括、学術的な成果のまとめなどもありますが、これらも意志を強くもって、何と
かやり遂げたいと思っています。
 市内の都市公園を歩き回った⽇々や、ドタバタした準備の段階で多くの⽅々に⼿伝いいただいたことなどに、い
ろいろ思いをはせております。感謝いっぱいです。どうもありがとうございました。
●「都市の⾃然」展、本⽇終了︕（暴⾵警報が出たら閉館）

--------------------------------------

「ハレヤヒメテントウ」 (2014年10月10日)

　体長は約２ミリと、たいへん小さいですが、かわいらしい模様があって、なかなかいい感じのテントウムシで

す。昨日(10/9)、長居植物園のイロハモミジの樹上でたくさん採れましたが、「都市の自然」展で展示中の大阪

市甲虫リストには無い種でした・・・。プロジェクトUはまだまだ続くのです・・・？

●「都市の自然」展、終了まで、あと3日
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------------------------------

「自然史オープンセミナー」（10月11日：土）

　10月11日（土）午後１～３時に標題のセミナーを開催します。６月から毎月、開いてきた「都市の自然」シリー

ズの、私はトリ、松本学芸員が大トリです。お題は「都市の甲虫相」「移入種アカハネオンブバッタ」です。

https://www3.mus-nh.city.osaka.jp/Scripts/Event.exe…

●「都市の自然」展、終了まで、あと4日

------------------------------

「ブタクサハムシ、ヨーロッパへ」 (2014年10月8日)

　1998年の都市の自然展（パート１）の折、これから拡がる虫として、前年に国内侵入したブタクサハムシを紹

介した。16年後の本展では、その後どうなったかを展示しようと思ったが、スペースや時間の関係でかなわな

かった。

　解説書（￥1,000円）には本件も含め、展示に出せなかったことも、いろいろ書かれています。これからおいで

になる方も、そうでない方も、ぜひ買ってくださぁ～い！

ネットショップは下記へ

http://omnh-shop.ocnk.net/product/1464

●「都市の自然」展、終了まで、あと5日

------------------------------

「ケシツチゾウムシ」 (2014年10月7日)

　土壌性ゾウムシの一種。長居植物園内・雑木林のベルレーゼ（土壌動物の採集装置）によって見つかりまし

た。

●「都市の自然」展、終了まで、あと6日
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------------------------------

「動画再生6万回！」 (2014年10月6日)

　特別展会場のアンケートで「印象に残った」という方が多かったひとつが、「アシダカグモ vs. クロゴキブリ」の

動画・・・。それなりに時間かけて準備したものです。

　Youtube上では勿体ぶって、逃げ回るゴキブリまでで止めたあと、「都市の自然展」のポスターでPRをしてい

ます（会場ではちゃんと、捕まって食われるところまでを流しています）。

　このYoutubeの動画再生の回数が６月30日にアップして以来、約100日間で６万６千回になっています。１日

平均再生が600回以上！

　なぜこんなに数字が伸びたのかはわかりませんが、広報戦略上の何らかのヒントがあるような気はしていま

す。

動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=AhsjmX5Hm70

●「都市の自然」展、終了まで、あと7日

　（※本日は休館日です）

------------------------------

「黄金御殿の屋根の上」（その２）(2014年10月5日)

　神々しい鳳凰が飛来し、鎮座されました。

●「都市の自然」展、終了まで、あと8日

------------------------------

「大阪市24区の甲虫あれこれ」（その２） (2014年10月４日)

　自然史博物館友の会月刊誌 Nature Study 9月号の標題記事の別刷100部を置いていましたが、すべて無く

なりました。プロジェクトUレポート50部（４月号）も置いてましたが、こちらも無くなりました。箱と表示は撤収し

ました。

●「都市の自然」展、終了まで、あと9日
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------------------------------

「ニャンたろう ✕ ホネホネ」 (2014年10月3日)

　長居公園内の看板表示類を、張り替える作業をしました。ニャンたろうとホネサミットのコラボバージョ

ン・・・。サミット当日（10月12・13日＝「都市の自然」展のフィナーレ＝）にも、ニャンたろうがホネになる（！）と

いうコラボ企画があります。どうぞお楽しみに！

●「都市の自然」展、終了まで、あと10日

------------------------------

「黄金御殿の屋根の上」 (2014年10月2日)

　御殿の格調を高くするには、やはり金閣寺や平等院のような鳳凰が屋根の上にいるぞぉ？という話になり、

残り１週間あまりながら、姫路の I さんに作っていただいた（いつもありがとうございます！）。

　目下、取り付け方法を考え中・・・。今日は部分写真のみ載せます。週末には屋根の上に輝いていることでし

ょう。来てのお楽しみに・・・。

●「都市の自然」展、終了まで、あと12日

------------------------------

「ファーブルが卒倒？」  (2014年10月1日)

　世界の都市のセミ紹介もやっています。その中で、ファーブル昆虫記に出てくるトネリコゼミも展示していま

す。

●「都市の自然」展、終了まで、あと12日

------------------------------

「ヤマトシミ　生品展示」（その３） (2014年9月30日)

　扉を取り付けて２週間、シミはまだ生きています。やはり明るさが問題だったのかも・・・。あと13日、何とかが

んばってほしい・・・。

●「都市の自然」展、終了まで、あと13日
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「ヒゲブトゴミムシダマシ」 (2014年9月29日)

　別名＝ヒゲブトハムシダマシ。所属する科がハムシダマシ科かゴミムシダマシ科で和名が変わってしま

う・・・。学名に比しての、和名の安定性は有用なのですが、ややこしい逆の例のひとつかなと思います。

　大阪市内にも産する甲虫の一種で、「都市の自然展」で、標本を展示しています。昨日の大阪市甲虫リスト

では、そんなんで、同一種をダブルカウントしておりました・・・（とほほ）。

●「都市の自然」展、終了まで、あと14日

------------------------------

「プロジェクトUの最終まとめ」  (2014年9月28日)

　３年間のプロジェクトUにおいて得られた成果は、展示で出してor解説書に書いて終わりではなく、何らかの

学術的なまとめをするところまでやって、プロジェクトの意義があるというものである。

　というわけで、大阪市24区の甲虫リストのまとめ作業中・・・。特別展の展示を作った時点では610種だった

が、その後に625種に増加。さらに、昨日の甲虫学会で暫定リストを配布したところ、新たにいくつか同定して

もらったほか、抜けの大きい分類群について、古い記録などを追加してもらえそう。

●「都市の自然」展、終了まで、あと15日

------------------------------

「黄金御殿」原案（その２） (2014年9月27日)

　2012年6月のプロジェクトU中間発表会のパワーポイントより・・・。「黄金虫の歌」を会場で流すというのは、

2011年から12年の間に考えたようだ。

　この頃はコガネムシの翅で、玉虫厨子のようなものを作ろうと考えていたらしい・・・。

●「都市の自然」展、終了まで、あと16日
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「黄金御殿」原案 (2014年9月26日)

　2011年4月16日に開催されたプロジェクトU中間発表会・・・。この時のパワーポイントを見てたら、こんな合成

写真がありました。

　いちおう３年越しのアイディアなのです。

●「都市の自然」展、終了まで、あと17日

------------------------------

「都市の自然展1998」 (2014年9月2５日)

　都市の自然を扱った特別展は、今回２回目です。１回目は1998年でした。当時の特別展示室は、現在の常

設展第５展示室の位置にありました。拡大害虫模型を展示した"初宿邸"も当時からありました。

　メイキングのページが意外とおもろいです（下記）。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/tokuten/98tokuten/tokuten_july.html

●「都市の自然」展、終了まで、あと18日
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-------------------------------

「子どもワークショップ　いえのなか・きらわれものカード」(2014年9月24日)

　先月のイベントのレポートがアップされてしまいました（？）。どう見ても、なんか怪しい人物・・・。

●「都市の自然」展、終了まで、あと19日

http://www.omnh.net/event/2014/09/post_33.html

-------------------------------

「セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ」(2014年9月23日)

　東海大出版の「虫の名、貝の名、魚の名―和名にまつわる話題」（青木ら, 2002）では、「図鑑を開いたとこ

ろ、昆虫では17文字の和名が 長だ」と書かれている。ところが、北米原産のこの虫は19文字（！）。

　「都市の自然展」では外来生物のコーナーで展示しています（小さいので写真のみです）。

●「都市の自然」展、終了まで、あと20日

-------------------------------

「黄金虫様のお尻のモノ」(2014年9月22日)

　黄金虫（＝チャバネゴキブリ）は、その名の由来の一つが、お尻につけた卵鞘（＝がま口＝金持ち）です。背

中側からみると、左右非対称・・・。本殿にいらっしゃる黄金虫様は、このあたりも、I さんによって忠実に作ら

れています。

●「都市の自然」展、終了まで、あと21日

-------------------------------

「アシダカグモの飼育」（その後）(2014年9月21日)

　来館者アンケートをパラパラと見ていたら、「水槽が汚い」という意見があったので、アシダカグモの水槽を掃

除することにしました。その作業中、１匹の雌が「元の生息環境へ帰りたい」と強い熱意で訴えてきました。そ

の結果、そういうことになりました。

　「作業中に逃げられただけだって？」　んん、まぁ、そうなんだけど・・・。けっこう素早いのです。

　なんやかんやで、今は４匹に減っています。

●「都市の自然」展、終了まで、あと22日
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-------------------------------

「吻を付け忘れたヒトスジシマカ」(2014年9月20日)

・・・が１匹だけがいます。「都市の自然」展の会場で探してみよう。

●「都市の自然」展、終了まで、あと23日

-------------------------------

「標本点数」(2014年9月19日)

　今回の「都市の自然」展の展示標本点数の発表がありました。総計が約2,800点・・・。うち昆虫が約2,450点

ということで、87.5％（！）。点数が多いと、準備するキャプションのラベルなども多いわけで、我ながら、そりゃ

大変だったわい、と振り返っている次第です。

●都市の自然展、終了まで、あと24日

-------------------------------

「黄金虫様が占う　金運おみくじ」(2014年9月18日)

　都市の自然展の「黄金御殿」前に置いてます。中の棒がボロボロになってきたので、メンテをしました(材料

は菜箸＋白い紙です)。小吉と吉はどちらが上なのかと思いましたが、小吉のほうが上なのだそうな・・・。

●「都市の自然」展、終了まで、あと25日

-------------------------------
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セミ幼虫拡大模型（その２）(2014年9月17日)

　地中にいたのが、ふと見たら、地上に出てました・・・（？）。これから羽化をするつもりか？　どんなデカいセ

ミが現れるのだろうか？

●「都市の自然」展、終了まで、あと26日

-------------------------------

「ヤマトシミ　生品展示」（その２）

　休館日を利用して、ちょっと工作をしてみました。だいぶ暗いはずです。うまく飼えるといいのですが・・・。

●「都市の自然」展、終了まで、あと27日

-------------------------------

「大阪市24区の甲虫あれこれ」(2014.9.15)

　標題の記事を、友の会月刊誌Nature Studyの9月号に書かせていただきました。別刷をさきほど「都市の自

然」展の甲虫コーナーに置きましたので、ぜひ来場して、もらってください（100部限定）。

　オススメの変な虫は「ユウレイヒメマキムシ」です。

●「都市の自然」展、終了まで、あと28日

-------------------------------

「クマゼミ幼虫拡大模型」（その１）(2014.9.13)

　ちょくちょく貸し出したりはしていますが、当館では特別展２回目の出場です。前回は7年前（2007年）の「世

界一のセミ展」でした。メイキングのようすが、下記のサイトに残っています。

http://www.mus-nh.city.osaka.jp/shiyake/making-of-semi2007.html#070625

　４齢幼虫も左で展示しています。当時、本当は１～５齢まで、そろえたかったのですが、予算的な理由で１～

３齢の製作はあきらめました。

●「都市の自然」展、終了まで、あと30日

-------------------------------

「ヤマトシミ　生品展示」 (2014.9.12)

　去年秋ぐらいからずっと半年ぐらい、自宅で飼ってました。世話は極めて楽チン！　この間、紙（レジのレシ

ート）とティッシュペーパーをクリアケースに入れておくだけでした。乾燥にも強く、給水も無し・・・。きっと生品展

示も楽だと思っていました。

　ところが、来館者に見てもらえるようにと、隠れ家も何も無しでケース内に置いておいたら、わりとすぐに死ん

でしまいます。どうやら光が苦手のようです。
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　とある館内職員のお家で出没するとのことで、ちょくちょく採ってきてもらっていますが、こちらは会期終了ま

で維持は難しそうです。

●「都市の自然」展、終了まで、あと31日

-------------------------------

【PV動画】都市の自然展2014（ヒトスジシマカ編）(2014.9.11)

　タイトルを「モスキート」編にしていましたが、意図あって（？）「ヒトスジシマカ」編にし、サムネイルも衝撃画像

（！）へ変更してみました。再生回数が多少とも延びたようです。

●Youtubeへ

https://www.youtube.com/watch?v=JWTiin_id7k

●都市の自然展、終了まで、あと32日

-------------------------------

「初宿邸の裏話」(2014.9.10)

　家屋昆虫を拡大模型で紹介する、いわゆる初宿邸・・・。居間のテレビ画面で、アシダカグモが動いていま

す。

　実は私としては、大阪・道頓堀にある某カニ料理屋の「動くカニ看板」のイメージで作りました・・・。でも、ほと

んど誰も気づいてくれず、悲しい思いをしています。大阪の博物館の入口らしいと思ったのですが・・・。

　わかりやすいように、「♪ と～●●れ、ぴ～●●ち」のBGMをつけようかと思ったのですが、著作権はどうか

な・・・。作曲者は死んでから何年だっけ？

　えっ！何っ！　※＄＃♡￥△？[自主規制]

[動画はこちら]

https://www.youtube.com/watch?v=OdZn2j6hL54

●「都市の自然」展、終了まで、あと33日

-------------------------------

「セミぬけがら展示」(2014.9.9)

　土曜日にみんなで集めたセミのぬけがらを、追加展示しています。過去の調査会の分も含めて、合計8万１

千個です。こんなにたくさん、ぬけがらを展示した施設は、世界にも他には無いでしょう。

●「都市の自然」展、終了まで、あと34日

 

-------------------------------

「クマゼミはなぜ増えたのか」（その２）(2014.9.8)

　Tさんの学説を説明するためのイラストを描きました。くわしくは展示室で。

●「都市の自然」展、終了まで、あと35日
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-------------------------------

「靭公園セミのぬけがら2014」(2014.9.7)

　昨日（９月６日）、雨が心配されましたが、無事に降られずに終了できました。クマゼミ6,809、アブラゼミ6,885,

ニイニイゼミ2の合計13,696個でした。去年よりも、やや少なかったようです。

　都市の自然展で出すべく、天日干し中です。燻蒸したあと、火曜日には展示室に出している予定です。

●「都市の自然」展、終了まで、あと36日

-------------------------------

「クマゼミはなぜ増えたのか」（その１）(2014.9.6)

　Mさんの学説を説明するためのイラストを描きました。くわしくは展示室で。

●「都市の自然」展、終了まで、あと37日

-------------------------------

「アシダカグモの飼育」(2014.9.5)

　アシダカグモがゴキブリを食べる動画の横で、実際にアシダカグモを飼育しています。7月19日の開幕時は１

匹でしたが（左）、職員のみなさんが博物館内で見つけて捕獲してくださるおかげで、今日現在で合計７匹とい

う大所帯になっています（右）。

　博物館内のゴキブリが増える、という懸念はあるかも・・・。

 

●「都市の自然」展、終了まで、あと38日

（連続ブログ４日目。何とか３日坊主は克服）

 

-------------------------------

「黄金虫の歌の裏話」（2014.9.4）

　本展でボリューム的には最⼤︖の展⽰物、「⻩⾦御殿」・・・。この前で流れる「⻩⾦⾍」の歌はア･カペラで、
ほぼ３分ごとに流れます。
 しかし実は、10回に１回（つまり30分に１回）、伴奏やダブルボーカルなど、編曲を加えたバージョンが流れま
す。
●「都市の⾃然」展、終了まで、あと39⽇

http://48k.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/09/08/kumazemifueta02_3.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/09/07/nukegara2014.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/09/06/kumazemifueta01.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/09/05/140719.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/09/05/140905.jpg


-------------------

「甲虫標本追加」（2014.9.3）

「都市の⾃然」展でこの期に及んで、甲⾍標本８種14点を追加しました。１〜３ミリの⼩さなものばかりですが、
すべて⼤阪市内で最近３ヶ年で得られたものです。
●都市の⾃然展、終了まで、あと40⽇。

-------------------------------

「シロスジカミキリ　長居公園　1986年」（2014.9.2）

　長居公園で1986年に採集されたシロスジカミキリを展示しています。今は大阪市内にはまずいないでしょう。

東京都では絶滅危惧I類に選定されています。

-------------------------------

「⼤阪市24区の甲⾍」
  暫定リストは610種。標本だしているのは何％かな（未同定も多いのです・・・）。

 

----------------------------------------------------------------

「アシダカグモ　動画＆生品」

　アシダカグモ生品は開幕時は１匹でしたが、その後、博物館職員のみなさんのご協力のおかげさまで、4匹

になりました（要するに館内で見つけてもらったということ）[8月3日現在]。

　エサはモリチャバネゴキブリでいいか、と思ってましたが、それも成虫は野外で少なくなってきました。比較的

捕りやすかったショウリョウバッタを入れてみたところ、無事に食べてくれたようです。 も捕りやすかったダン

ゴムシのほうは、今のところスルーしておられます・・・（これがエサになるとなれば、楽でいいのだけれ

ど・・・）。

　遠からず、夢の対決「アシダカグモ vs. フナムシ」をやってみたい。
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博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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2014年9月15日 (月)

大阪自然史博＆友の会PV　再生1,000回！

 どれぐらいになっているかなあと思ったら、たまたまジャスト1,000回でした! Youtuberらによれば、動画投稿は
初速が⼤事というので、8⽇間でのこの数字は、なかなかいい感じと思っています。

●動画URLは以下
 https://www.youtube.com/watch?v=D94DvGIf5v4
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「都市の自然」展、新聞紙上で紹介
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« 「都市の自然」展、新聞紙上で紹介 | トップページ | 瀬田川のユリカモメ »

2014年12月 4日 (木)

系統樹の森　大阪展

　15年ぐらい前、ウチの博物館で常設展の展示更新の計画があって、そのひとつに、巨大な系統「樹」を立体

にして見せる展示案があった。でも結局は、日の目を見ることはなく、常設展はさらに古臭さを増して、今日

（こんにち）に至っている。

　標題の展覧会の開かれている梅田のグランフロント大阪へ行ってきた。「芸術工学とのジョイント」とのこと

で、勝手ながら、大きな立体の樹があるのかと期待していたが、すべて平面ものだった。それにしても、人々

は古くから、いろいろなものを体系だてて、樹を描いてきたものである。家系、知恵、言語・・・。もちろん生物

進化についても、ダーウィン、ヘッケルから、DNA分析による最新の全生物の系統樹も紹介されていた。

　おもしろいものはいくつもあったが、個人的に気に入ったのは「出版社の商標の系統樹」（N. フェルトン, 2007

年）。アメリカ大手出版社が用いる動植物の商標を、実際の近縁関係を示した系統樹に乗せて紹介している。

30ぐらいある中、昆虫はテントウムシのみだった・・・。

　12月7日(日）までです。入場無料。

http://www.kobe-du.ac.jp/2014/11/45975/
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48Kのブログ

« 系統樹の森　大阪展 | トップページ | 浜大津のユリカモメ »

2014年12月30日 (火)

瀬田川のユリカモメ

 ⾃宅の⼤そうじが早めに終了したので、瀬⽥川ベリを散歩・・・。ユリカモメに⾜環がついていました（いちば
ん右の個体）。拡⼤したら、⻩⾊で横線の上が「P」、下が「N」でした。
 場所は⼤津市唐橋町「アーブ滋賀」前です。「瀬⽥の唐橋」のかかる中之島の北端、後ろに⾒えている橋は、国
道１号線とJR東海道線です。撮影⽇時は2014年12⽉30⽇午前11時17分、撮影者は私。

（※報告項⽬はこれでいいのかな︖）

2014年12月30日 (火) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 系統樹の森　大阪展 | トップページ | 浜大津のユリカモメ »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 瀬田川のユリカモメ:

« 系統樹の森　大阪展 | トップページ | 浜大津のユリカモメ »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/12/post-60b3.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2014/12/post-2a14.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
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48Kのブログ

« 瀬田川のユリカモメ | トップページ | 十三（じゅうそう）の地名由来 »

2014年12月31日 (水)

浜大津のユリカモメ

  

 今⽇の午前はカラーリングに注⽬して、瀬⽥唐橋周辺を⾒てまわりましたが、前⽇と同⼀個体（P/N）を、東側
（瀬⽥川左岸）に停泊中の漁船の上で⾒ただけでした。
 午後は浜⼤津へ⾏きました。そしたら、１頭いました。

・⾜環の⾊︓⻩⾊︖（たぶん）
・⾜環の⽂字︓横線の上が「P」、下が「G」

 ・場所︓⼤津市浜⼤津５丁⽬・⼤津港
・撮影⽇時︓2014年12⽉31⽇ 14時41分

 ・撮影者︓初宿成彦

2014年12月31日 (水) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 瀬田川のユリカモメ | トップページ | 十三（じゅうそう）の地名由来 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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この記事へのトラックバック一覧です： 浜大津のユリカモメ:

« 瀬田川のユリカモメ | トップページ | 十三（じゅうそう）の地名由来 »

トラックバック
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48Kのブログ

« 浜大津のユリカモメ | トップページ | 中央アルプスで撮影した植物リスト »

2015年3月19日 (木)

十三（じゅうそう）の地名由来

　以前、研究サークルで青森県津軽地方へ行ったとき、目の前に広がる十三湖（ジュウサンコ）を、「ジュウソ

ウコ」と何回も言い間違える人がいた（当然ながら大阪人）。先だって、阪急電車で十三に行ったおり、そんな

ことをふと思い出した。

　十三湖の十三は、もとは「とさ」と呼ばれていて、アイヌ語（≒縄文語？）との関連が指摘されている。川尻の

湖という意味らしい。

　そういえば、大阪の十三も川尻に位置していて、かつては大小の湖が点在していたと考えられる場所であ

る。さらに、もしかしたら、高知県の「土佐」も同語源かも、などと思ってしまう。

　「とさ」が漢字で記されて十三となり、そのうちジュウサンと呼ばれるようになり、それがジュウソウになった可

能性はないだろうか。放出がハナテンになり、河堀口がコボレグチになってしまう、大阪人の気質である。そう

いえば、立売堀（イタチボリ）とかもある。

　そうなってくると、「ジュウソウコ」と呼び間違えていた方は、そんなに間違いじゃなかったことになるのかも？

しれない。

2015年3月19日 (木) 地名由来 | 固定リンク

« 浜大津のユリカモメ | トップページ | 中央アルプスで撮影した植物リスト »

「地名由来」カテゴリの記事

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会）(2021.05.08)

「コマ」と「ヤマ」：山の語源(2021.05.06)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について(2021.05.05)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 十三（じゅうそう）の地名由来:

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 十三（じゅうそう）の地名由来 | トップページ | 筒井家の嘉隆と康隆と同人誌「NULL」 »

2015年8月27日 (木)

中央アルプスで撮影した植物リスト

イワツメクサ、ウサギギク、ウメバチソウ、ウラジロナナカマド（実）、エゾシオガマ、オオヒョウタンボク（実）、オ

ヤマリンドウ、クルマユリ、クロトウヒレン、サンカヨウ（実）、シナノオトギリ、タカネグンナイフウロ、タカネスイ

バ、タカネヨモギ、チシマギキョウ、チングルマ（実）、トウヤクリンドウ、バイケイソウ、ハイマツ（実）、ミヤマア

キノキリンソウ、ミヤマコウゾリナ、ミヤマバイケイソウ、ミヤマホツツジ、ミヤマリンドウ、ムカゴトラノオ、ヤマブ

キショウマ、ヨツバシオガマ。

2015年8月27日 (木) 博物館展示 | 固定リンク

« 十三（じゅうそう）の地名由来 | トップページ | 筒井家の嘉隆と康隆と同人誌「NULL」 »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)
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2016年2月 5日 (金)

筒井家の嘉隆と康隆と同人誌「NULL」

　大阪市立自然科学博物館で館長を務めた筒井嘉隆氏が、有名作家・筒井康隆氏の父であることはよく知ら

れている。

　家族で立ち上げたというSF小説の同人誌「NULL」に父・嘉隆氏が、ニューカレドニアだったか、トカラだった

か、博物館での遠征旅行記を書いているということを、どこかで見たことがある（どこか忘れた）。どんな内容

か、ずっと気になっていた。

　いくつかの号について、国会図書館でデジタル資料として、館内限定で閲覧が可能になったというので、京

都府精華町の関西館へ見に行くことにした。

http://iss.ndl.go.jp/books/R100000039-I000359520-00

　 閲覧ができたのは・・・、

筒井嘉隆 (1960) S･F一家ご紹介　Null (1): 18-19。

筒井嘉隆 (1960) ホモという動物の話 Null (1): 20-22｡

筒井嘉隆 (1960) 光と裸の島(1)。Null (2): 27-31｡

※１つめには同人誌を始める経緯が書かれていた。３つめがニューカレドニア旅行記。複写を入手できたの

で、博物館書庫の筒井氏別刷のところに置きます。

　３つめには続編があるだろうし、トカラのこともたしか書いていたと思う。シリーズの前半３～５巻が欠けてい

て、おそらくそこにあるだろう。今回は閲覧がかなわなかった。第10巻（1964年）には、小松左京、平井和正、

眉村卓らの作品が掲載されていた。
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48Kのブログ

« 筒井家の嘉隆と康隆と同人誌「NULL」 | トップページ | 吾輩は47円である »

2016年2月10日 (水)

温泉神社と温泉寺

　熊本の歴史ある温泉地、日奈久温泉には温泉神社があった。シイの二次林らしい。ここは夏に、ヒメハルゼ

ミは鳴くのだろうか。

 

　栃木県那須でも、温泉神社に行ったことがある。流れ出る熱い水に、「神」を見た人たちの気持ちは、理解で

きる気がする。

図１．熊本・日奈久温泉、温泉神社の鳥居。

 

　でも、そういえば、奥日光や城崎には温泉寺があった。

 

　温泉に関した名を持つ社寺が、どれぐらいあるか調べてみた。

図２．赤：温泉神社、青；温泉寺

 

　中部～近畿は寺（青）で、東や西、中国～九州、北関東～東北は神社（赤）・・・。境界線が引けそうなくらい、

くっきり分かれているのは興味深い。

 

　拾えてないところがありそうなので、ぜひご教示ねがいます。湯神社、湯出神社、湯泉神社など、温泉との関

連が明瞭な場合も含めています。

※追記

＜2017/12/18＞

　明治期に神仏分離された社寺について書き加えると上記のようなクリアな地図にはなりませんが、傾向とし

ては同じと思います。

＜2018/4/28＞

　淡路島北部にも温泉寺があることを知った。分布傾向には変更なしですが。
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全国の温泉神社・温泉寺

利⽤規約
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2016年8月23日 (火)

吾輩は47円である

　今の時代の生物を調べている人たちの前で、化石を扱った話をすることがあるが、基本的にまったく興味を

持って聞いてもらえない。「むかしの生き物」という時点で、すでに聞く対象から外れされてしまうらしい。講演の

後、質問も何も出ず、しらけムードで終わる。地球上のいつの時代の話だったかも、あまり理解されていない

ようだ。

　アロサウルスとマンモスが隣り合って立っている、大阪市立自然史博物館の展示もよくなかったかもしれな

い。両者の生きていた時代は、数字の桁をみただけでも、まったく別の時代である。恐竜は数千万年前の生

き物、他方のマンモスは１万年前ぐらいまでは、地球上のどこかにいた、きわめて最近の古生物だ。

　私はしばしば、「地質年代の数字をリアリティもって理解するのに、お金に換算すればいい」と言っている。マ

ンモス（１万円）なら、私の今日の財布にも入っている。さすがに恐竜（数千万円）は、現金の塊さえ見たことも

ない。

　さて、自分の年齢に置き換える。この読者にも、自販機の飲料が買える人は、まずいないだろう。吾輩は47

円である。

　そういえば、今年2016年は夏目漱石の没後100周年だそうな・・・。読書の秋、書棚にある文豪の文庫本を、

ひさびさに開いてみるか。

＜シニア自然大学校：LOUPE＞

2016年8月23日 (火) 博物館展示 | 固定リンク

« 温泉神社と温泉寺 | トップページ | 諸説あります »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

トラックバック

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/post-73ab.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/post-db15.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat22797113/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/47-5cc8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/post-73ab.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/post-db15.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat22797113/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-6d24ff.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-cea72f.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-6196.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/04/post-9d21.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


この記事へのトラックバック一覧です： 吾輩は47円である:

« 温泉神社と温泉寺 | トップページ | 諸説あります »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2016/08/47-5cc8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/post-73ab.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/post-db15.html


48Kのブログ

« 吾輩は47円である | トップページ | 昆虫化石・遺体　文献リスト »

2016年10月25日 (火)

諸説あります

　どういう経緯か忘れたが、職場で「鎌倉幕府の年代が昔と違っている」というのが話題になった。

「いい国(1192)つくろう」じゃないのか？　「うそだと思うなら、家に中学生がいるなら聞けばいい

のでは・・・？」

帰宅してガキに聞いてみたら、たしかに1185年と習うらしい。「諸説あるが」という前置き

で・・・。

ずいぶんスケールが小さくなった話である。いい箱（1185）つくって、どうすんねん。いい国つく

れや、頼朝さん。そう習ったおじさんには、合点がいかないぞ。

そりゃ何でも、諸説あるだろう。どんなときも、答えはひとつではない・・・。１＋１だって、２

じゃなく、チームワーク次第で３になったり、４になったりする。

「こんどの期末テスト、解答欄に全部『諸説あります』って書いたら、全科目100点やぞ」と言っ

た。

ガキは相手にしてくれなかった。
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

【本の感想】「古代遺跡と神山紀行」井上 香都羅  (著)(2020.08.10)

彦根山の山岳信仰(2019.06.17)

人工のブナ林？(2017.10.23)
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2017年1月 9日 (月)

昆虫化石・遺体　文献リスト

[鮮新世]

・冨永修 2004. 3.昆虫化石。第４節　古琵琶湖層の古生物。上野市史 自然編：　137-140.上野市。

[縄文時代]

・宮武頼夫 1998. 6 昆虫遺体。京都大学北部構内BF30区の発掘調査。80-83.

[弥生時代]

・森勇一ら 1993.珪藻および昆虫化石群集から得られた静岡県・池ケ谷遺跡の古環境変遷。池ケ谷遺跡II（自

然科学編）: 133-199.

・宮武頼夫 1998. 第５章 昆虫・植物遺体の同定 第１節 堺市北花田遺跡から出土した昆虫遺体について。堺

市文化財調査概要報告 第69冊: 15。

[古墳時代]

・大築正弘 1996．第三章自然科学　第一節 昆虫遺体。金剛寺遺跡調査報告書: 28. 長浜市文化財調査資料

第13集。長浜市教育委員会。

今田広町遺跡 2011 昆虫遺体１点の記録あり
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自主企画（博物館非公式）行事の予定

「滋賀県大津市」4月4日（日）に予定してましたが、蔓延防止と天気もかなり悪いので、中止にします。
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« 自主企画（博物館非公式）行事の予定 | トップページ | 淳仁天皇陵にて »

2017年7月 7日 (金)

大阪府のヒグラシの分布、2020年3月にまとめました

2019年夏の調査を終え、2020年3月にまとめました。ご協力ありがとうございました。

下記をクリックするとPDFがダウンロードされます。

・初宿成彦(2020.3) 大阪府におけるヒグラシの分布　-市民調査「神社のヒグラシ」プロジェクトの結果報告-.大

阪市立自然史博物館研究報告(74): 45-63.

2017年7月 7日 (金) 博物館展示 | 固定リンク

« 自主企画（博物館非公式）行事の予定 | トップページ | 淳仁天皇陵にて »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

2017年8月16日1900頃に箕面市瀬川の瀬川神社でひぐらしの鳴き声を聞きました。

投稿: サブロー | 2017年8月17日 (木) 16時47分

こんにちは。

協力させて頂きたいと思いますが、グーグルの検索窓に名前を入れても出てこない場所があります。

出来ましたら、地図の座標の経度緯度を入れて頂いたら助かります。

例えば能勢町亀子神社の場合、34.966850,135.440748とか。。

投稿: 能勢の住人 | 2018年7月 3日 (火) 08時53分

昨夜というか今朝3過ぎにカナカナカナという鳴き声を聞きました。間違いなくヒグラシです。

投稿: 加茂浩一 | 2020年8月14日 (金) 08時54分

お知らせありがとうございました。朝3時というのはだいぶ早いですね。大阪府ですか？　もしさしつかえなければ、■市▲の●丁目

ぐらいまでの個人情報差し支えない範囲でお知らせいただけますと幸いです。４８K＠大阪自然史博物館

>加茂浩一さん

>

>昨夜というか今朝3過ぎにカナカナカナという鳴き声を聞きました。間違いなくヒグラシです。

投稿: 48K | 2020年8月14日 (金) 18時47分

2021/8/13

朝の4時にひぐらしがマンションの裏側で鳴いて、しばらくすると反対側で呼応するように鳴いていました。

ただ日にちは覚えてませんが、もっと早く7月頃の夕方にも聞きました

吹田市山田西3

(34.7999384, 135.5227659)

投稿: みやさん | 2021年8月29日 (日) 11時08分
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2017年7月31日 (月)

淳仁天皇陵にて

天皇陵は大阪府や京都府、奈良県には多数あるが、淡路島で唯一、淳仁天皇陵というのがある。平城京

(710年)と平安京（794年）の狭間の時代、「保良宮」を今の滋賀県大津市に建設した八世紀の天皇だったが、

政争から淡路島に流されてしまったそうだ。淳仁天皇の陵墓は「うず潮」で有名な鳴門海峡の程近く、南あわ

じ市にある。沿道を車で走らせると、田園地帯の中に緑濃いこんもりとした丘が見える。「ひょうごの森100選」

に選定されるほどの立派な森だ。

ここにヒメハルゼミがいるかどうか調べてみた。内部への立ち入りはできないが、鳴き声で判断できる。ヒ

メハルゼミは主にシイ・カシなどの照葉樹に覆われた森にすむセミで、大阪府では能勢町と泉佐野市の社寺

林に産地が知られるのみの珍しいセミである。淳仁天皇陵の周囲の山にはヒメハルゼミの産地があるので、

当然「いる」と予想して行った。しかし、盛んに鳴く時間帯の夕方から日没を狙って、ずっと待っていたが、ヒメ

ハルゼミは鳴かなかった。どうやらここにはいないようだ。

陵墓が作られたのが八世紀だとして、1000年以上の間、手付かずの状態で森が育ったはずである。しか

し、その時間スケールをもってしても、立派な森があるように見えても、中の生態系は完全に回復しないことを

ヒメハルゼミは教えてくれる。ヒメハルゼミは意外に保守的な生き物で、関西各地にシイ・カシ林が成立した縄

文時代からずっと存続した、文字通りの「原始」の森にしかいないようだ。伊勢神宮、奈良市春日大社、滋賀

県永源寺、熊野原始林など、必然的に神社や寺院の周辺の森となる。セミのような目立つ存在でさえそうなの

だから、目に見えないほどの小さな生物ならなおさらで、一度失われたものの完全な回復は困難（たぶん不可

能）なのである。

だからこそ自然を自然のまま保全し、後世へ伝えていくのは、とても大切なことなのだと思う。

＜シニア自然大学校：LOUPE149号＞
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外来種ムネアカオオクロテントウの調査重点エリアと既出文献リスト

まとめの論文が出ました。たくさんの方のご協力、ありがとうございました。

初宿成彦(2021.3)大阪市立自然史博物館・外来生物調査プロジェクト（Project A）によるムネアカオオクロテン

トウ・ユーカリハムシ・ヨツモンカメノコハムシの市民調査報告。大阪市立自然史博物館研究報告(75): 53-78.

https://omnh.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=1549&file_id=22&file_no=1

 

追加情報は集めないことにしました。
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« 外来種ムネアカオオクロテントウの調査重点エリアと既出文献リスト | トップページ | OMNH標本整理まつり »

2017年10月23日 (月)

人工のブナ林？

　琵琶湖の北に菅山寺というお寺がある。平安時代に菅原道真が再興したといい、自身で植えたというケヤキ

が太く育っており、県指定自然記念物になっている。

　ここには低標高（約500m）ながらブナ林がある（写真）。ブナは近畿では標高700～1000ｍぐらいでなければ

通常は出現しない。これに対して、ここは豪雪地帯であることなどから、氷期の名残としてここに存在する説明

がなされることになるのだろうか。自然科学の文献では「自然に分布する」という記述ばかりのようだ。

　一方、「ここのブナ林が、人の手で作られたのでは？」という記述をどこかで見たことがあった（思い出せず

にいる→※出典を発見：追記２）。

　もしそうだとして、ブナ林を人工的に作って、何がいいのかだろうか・・・。たとえば、山岳信仰のある他の山

頂の寺院（大阪でいえば金剛山や葛城山など）に対する思い入れから、同様の森をここに作りたいと思ったの

か？

　それでいうと、大阪府北摂の能勢妙見山（頂上にやはり神仏習合の寺院が存在）も、ずいぶん低いところに

ブナ林があるような気もしてくる。また、比叡山にもブナがわずかにあるそうだが、天梯権現社（標高約600ｍ）

や元三大師廟など、人と近い位置であるようにも思える。他にもあるかもしれない。

　写真：菅山寺のブナ林。2008年7月撮影。

追記1（10月25日）：比叡山の根本中堂と総持院前庭にはトウヒがあるようだ。伝えでは最澄（伝教大師）が唐

から持ち帰ったとされるが、植物分類学的には日本のものになるとのこと。滋賀県出身の植物学者、北村四

郎氏は植栽であろうことを述べているという。「ブナが植栽かもしれない」という仮説をサポートするかもしれな

い一例として追記。

追記２（2018年8月17日）：「北近江の山歩き」西岳人（著）サンライズ出版。菅山寺が往時には３院49坊からな

る大寺院で、多くの僧の滞在には水が欠かせない。保水力に優れているブナを植えて、水を確保したのでは

ないか？というもの。
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OMNH標本整理まつり

冬季に毎年、標本まつりを開催しています。たくさんの標本で同定能力が高まるかもと思います。非公式行

事ですので友の会会員証の参加サインはいたしません。

原則として要事前申し込みです。shiyake@mus-nh.city.osaka.jpあて

2020-21年度の予定

・10/10・11 昆虫標本まつり（内容未定）　集会室　パブリックビューイング（阪神-DeNA)

・10/24・25 昆虫標本まつり（内容未定）　集会室　パブリックビューイング（巨人-阪神)

この間未定（ネイチャーホールは改修工事のため使用不可）

野外

・ミカドテントウ　未定
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・タマムシまつり

・カメムシまつり２

・その他リクエストあれば
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「カメムシまつり」（2015年）

 

たくさんの未整理標本を見るので、「科」ぐらいは一目で見分けられるようになれるかな。

 

 

●過去の標本整理まつり：表示年は新年。括弧はサークル名。

 

2017年：トビケラ、ゾウムシ（野尻湖昆虫G）

 

2016年：バッタ

 

2015年：カメムシ（プロU）

 

2014年：ゴキブリ・脈翅・カワゲラ（プロU）

 

過去には・・・

 

オサムシ、糞虫、食葉コガネ、ネクイハムシ、ゲンゴロウ、ガムシなど（野尻湖昆虫G）
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博物館におけるボランティア(2021.02.09)

標本作りはかわいそうな殺生か？(2018.07.15)

OMNH標本整理まつり(2017.10.25)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

コメント

コメントを書く

http://48k.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2017/10/25/kamemushimatsuri01.jpg
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24187276/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/post-de63.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/post-a6f5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/post-97ef.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24187276/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-6d24ff.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-cea72f.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/07/post-11a6.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/post-de63.html


アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： OMNH標本整理まつり:

« 人工のブナ林？ | トップページ | ナミテントウの越冬準備 »

トラックバック

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/post-de63.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/post-a6f5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/post-97ef.html


48Kのブログ

« OMNH標本整理まつり | トップページ | 昆虫化石展1996の思い出 »

2017年10月26日 (木)

ナミテントウの越冬準備

　11月ごろ、ナミテントウが電柱など白いものに、やたらたくさん集まっているのを見たことがある。その日がい

つだったか、思い出してみた。

・1999年11月21日　京都府中部（忘れた）　最高気温17.4度（福知山）

・2014年11月5日　高槻市出灰（下記写真）　最高気温20.2度（枚方）

 

　観察会でいろんな人に見せられたらいいだろうなあ。ただ、観察会を企画するには厳しそう・・・。風の無い暖

かい日を事前に予想するのは無理だからだ。

2017年10月26日 (木) | 固定リンク
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48Kのブログ

« ナミテントウの越冬準備 | トップページ | 未収蔵の日本産テントウムシ標本（大阪市立自然史博物館） »

2017年11月 3日 (金)

昆虫化石展1996の思い出

　大阪市立自然史博物館に学芸員補として勤め始めたのが1993年、当時は24歳だった。

　そんな右も左もわからない若造が３年目の1996年に「昆虫化石展」の担当をすることが、入る前からすでに

決まっていた。

　甲虫の分類の勉強はしていたが、化石はあまり関心も知識もなかった。古生代も中生代も新生代も何のこ

とか、という状態・・・。しかし、採用されたからには、やるしかない。

　当時は地学系の大将にNという面倒くさいボケナスがいて、偉そうにしていた。協力してくれそうな雰囲気は

皆無だった。昆虫系は出入りのアマチュアを含め、みんなボケナスが大嫌いだった。そんな情勢の中で、昆虫

化石展の担当をするのは、ほんとに大変なことだった。

　もうひとり、昆虫研究室にKというアホがいて、「昆虫化石展にカイコだとか歴史に登場する昆虫（玉虫の厨

子など）の展示をしてはどうか」と言ってきた。スペースが埋まるか不安に思っていたので取り入れることにした

が、しばらくして後の課内の会議で「化石の展示なのに歴史資料が出てくるのはおかしい」と言い出した。当時

の課長からも「彼（K）の言う通りだぞ」とたしなめられる始末。

　「お前が言い出したんやろが」と言い返したかったが、開幕直前でその気力はなかった。アホのKは忘れた

のではなく、わざとやったのだ。たくさんの人の前で私のやったことを批判することで、自分の価値を高めたか

ったのだ。

　そんなこんなで昆虫化石展はオープンし、当時としては記録的な動員数を得られた。

　閉幕後、技術の人たちとお酒を飲む機会があった。彼らは遅くまで残って、私の考えていた電光装置（動画

参照）とか作ってくれた。酔いがまわって感謝の気持ちが抑えられず、堰を切ったように涙があふれ出て、帰

途の電車で２時間、ずっと泣きっぱなしだった。生涯であんなに泣いたのは現在まで、あの時が最大だと思

う。

YOUTUBEの動画はこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=q54UTvM6c7E
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収蔵です。ご協力いただける方ありましたらよろしくお願い申し上げます。

 

〒546-0034　大阪市東住吉区長居公園1-23　大阪市立自然史博物館

 

初宿成彦あて

 

shiyake@mus-nh.city.osaka.jp
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＜未収蔵種リスト＞残り56種（種番号は「テントウムシの調べ方」に基づく）

 

 

 

1. Scymnomorphus bicolor (H. Kamiya, 1965) フタイロチビテントウ 本、奄、徳、沖縄、宮、石、西；

台湾

 

3. Microserangium okinawense Miyatake, 1961. ヒメツヤテントウ 沖縄、久米、石、西；台湾

 

4. Serangium shikokense Miyatake, 1961. シコクヒメツヤテントウ 四

 

5b. Serangium japonicum tokaranum. クロツヤテントウ トカラ亜種 ト

 

7. Serangium ruficolle H. Kamiya, 1965 クビアカツヤテントウ 沖永

 

9. Jauravia limbata Motschulsky, 1858. ケブカメツブテントウ 沖縄；台湾、中国、ベトナム、タイ、

ネパール、インド、スリランカ→収蔵

 

10. Nesolotis amabilis (H. Kamiya, 1965) ナナホシメツブテントウ 石、西

 

11. Nesolotis azumai Sasaji, 1967. キイロメツブテントウ 沖縄　（本州産あり？）

 

12. Nesolotis impunctata Miyatake, 1966. クロメツブテントウ 奄

 

13. Nesolotis punctifrons Miyatake, 1966. ニセクロメツブテントウ ト；口之島
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16. Sticholotis pictipennis Lewis, 1896. ヨツボシメツブテントウ 九

 

19. Medamatento ocularis (Sasaji, 1988). メダマテントウ 沖縄

 

20. Medamatento secunda Sasaji, 1989. クロメダマテントウ 石、西、久米

 

21. Sasajiella amamiana Miyatake, 1994. ミヤタケメダマテントウ 奄

 

22. Plotina versicolor Lewis, 1896. クロジュウニホシテントウ 本、四、九；中国

 

23. Stethorus ( Allostethorus ) yezoensis Miyatake, 1966. ナガクロヒメテントウ 北

 

25. Stethorus ( Stethorus ) aptus tsutsuii Nakane et M. Araki, 1959 ツツイクロヒメテントウ ト中、

奄、沖縄、阿嘉、宮、石、西、鳩間

 

27. Axinoscymnus beneficus H. Kamiya, 1963 ネアカヒメテントウ 奄、沖縄、石；台湾

 

28. Axinoscymnus nigripennis H. Kamiya, 1965 クロバネヒメテントウ 沖縄、西；台湾

 

29. Axinoscymnus rai H. Kamiya, 1965 ライヒメテントウ 沖縄、石

 

31. Horniolus amamensis Miyatake, 1963. アマミフタスジヒメテントウ 奄

 

33. Horniolus kyushuensis Miyatake, 1963. キュウシュウフタスジヒメテントウ 九

 

34. Horniolus okinawensis Chujo et Miyatake, 1963. オキナワフタスジヒメテントウ 沖縄

 

35. Keiscymnus tosaensis Sasaji, 1971. トサヒメテントウ 本、四、九

 

36. Nephus boninensis Sasaji, 1982. オガサワラヒメテントウ 小

 

37. Nephus kaiensis (H. Kamiya, 1961) カイヒメテントウ 本

 

38. Nephus kompirasanus (H. Kamiya, 1961) ムモンヒメテントウ 本、四

 

43. Nephus ryukyuensis Sasaji, 1971. リュウキュウナガヒメテントウ 奄、徳、沖縄、久米、阿嘉、慶

留、宮、石、西；台湾、中国

 

45. Nephus tagiapatus (H. Kamiya, 1965) ニセセスジヒメテントウ 宮、石、西；台湾、マレー半島、

タイ、インド、アンダマン

 

48. Sasajiscymnus kurohime (Miyatake, 1959). リュウキュウヒメテントウ 伊八、奄、沖永、沖縄、

慶留、久米、宮、石、西；台湾、中国、インドシナ半島、ミクロネシア→収蔵

 

50. Sasajiscymnus nagasakiensis (H. Kamiya, 1961) ナガサキヒメテントウ 本、四、九、奄、徳、沖

縄、宮、石、西；台湾



 

51. Sasajiscymnus nakanei (M. Araki, 1963) ナカネヒメテントウ 本、九

 

54a. Sasajiscymnus quinquepunctatus quinquepunctatus (Weise, 1923). イツホシヒメテントウ 石、

西；台湾

 

54b. Sasajiscymnus quinquepunctatus okinawanus (H. Kamiya, 1965) イツホシヒメテントウ沖縄亜

種 奄、徳、沖縄、久米

 

71. Scymnus ( Pullus ) hatomensis H. Kamiya, 1965 ハトマヒメテントウ 石、竹富島、西、鳩間

 

75. Scymnus kimotoi H. Kamiya, 1965 キモトヒメテントウ 石、西

 

76. Scymnus miyatakei H. Kamiya, 1961 ミヤタケヒメテントウ ト中、奄、沖縄、石、西

 

77. Scymnus osakaensis M. Araki, 1963 オオサカヒメテントウ 本、九

 

84. Scymnus sapporensis (Ohta, 1929). サッポロヒメテントウ 北

 

86. Scymnus syoitii Sasaji, 1971. キイロヒメテントウ 本、小、九

 

90. Scymnus ( Scymnus ) marinus H. Kamiya, 1961 ハマベヒメテントウ 本、伊(新島)、九沖、甑

 

91. Scymnus miyamotoi Nakane et M. Araki, 1959 ミヤモトヒメテントウ 五、ト中

 

92. Scymnus nigrosuturalis H. Kamiya, 1961 クロスジヒメテントウ 本、伊、硫黄、奄、沖永、沖縄、

宮、石；台湾、マーシャル、マリアナ

 

94. Scymnus tsushimaensis Sasaji, 1970. ツシマクロヒメテントウ 本、対；朝鮮半島

 

96. Hyperaspis babai H. Kamiya, 1963 ババホシナシテントウ 本、対

 

99. Hyperaspis leechi Miyatake, 1961. ヨツボシツヤテントウ 九；朝鮮半島、中国、シベリア、モン

ゴル

 

101. Telsimia chujoi Miyatake, 1959. チュウジョウクロテントウ 九、屋、ト中、奄、徳、沖縄、石、西

 

102. Telsimia nagasakiensis Miyatake, 1978. ナガサキクロテントウ 伊八、九、対、平戸、天草、甑

 

104. Telsimia nitida Chapin, 1926. オガサワラクロテントウ 小；ミクロネシア

 

119. Rhyzobius forestieri (Mulsant, 1853). ハラアカクロテントウ 九；オーストラリア、ニュージーラ

ンド、ニューカレドニア、北米（移入）

 

125. Rodolia quadrimaculata Mader, 1939. ヨツボシヒラタテントウ 九？；台湾、中国

 

132. Bothrocalvia albolineata (Gyllenhal, 1808). シロスジテントウ 西；台湾、中国



 

137. Calvia ( Eocaria ) parvinotata (Miyatake, 1959). アマミシロホシテントウ 奄

 

145. Coelophora inaequaris (Fabricius, 1775). セボシテントウ 小父；台湾、蘭嶼、フィリピン、インド

ネシア、マレーシア、タイ、ミクロネシア、ニューギニア、オーストラリア、タスマニア、ニューカレドニ

ア

 

176. Coelophora pusillanima Mulsant, 1850. ミナミマダラテントウ 石；台湾、中国、フィリピン、タイ、ベト

ナム、インド、ネパール
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11が抜けているが外国にCoccinella undecimpunctata (undecimは11の意味）。またアイヌテントウはジュウイ

チホシテントウと呼ばれていた時期がある。
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仏教寺院における「神の依り代」

　シイ・カシ林など原始的な林相を好むヒメハルゼミが「鎮守の森」、すなわち神社の周辺に残されてきたのは

理解できるものの、なぜ寺院の周辺にすむのか、そもそもなぜ寺院の周辺に原始林があるのかがわからな

かった。私は下記の記事において、高僧が原始林を伴う神秘的な土地を譲り受けて寺院を開いたためではな

いかと述べた。

 

 

 

初宿成彦(2017) ＜小難しい学芸員のやさしい小咄＞ヒメハルゼミのすむ「お寺」の原始林と神仏習合。

Nature Study 63(11): 6．

 

 

　原始林を伴う神秘的な土地があるのは、そこに自然崇拝における何らかの神の「依り代」が存在し、その周

辺で森林の伐採が禁じられてきたからである。上記記事において、犬鳴山七宝滝寺（大阪府泉佐野市）にお

いては、それは「滝」ではないかと述べた。７世紀に役小角が寺院として開山する前は、そのような古神道によ

る原始的神社が存在したのではないか。

 

 

 

　テレビで西国観音霊場めぐり（三十三カ所）の一つ、観音正寺（滋賀県近江八幡市安土町：開基は聖徳太

子）が紹介されていたが、以前に行ったときには気づかなかったが、ここには巨岩を天然の祠を伴う「奥の院」

があるそうで、これが古神道時代の「神の依り代」ではないかと思った。湖東平野からよく見えるので山体そ

のものが神として見られていたこともあるだろう。

 

 

 

 

　そのように見ていくと、寺院の中にはそのような神社時代の「神の依り代」が残っているところが少なくないこ

とに気づいた。大津市内にある有名寺院をみても、三井寺は「御井＝霊泉」だし、石山寺は巨岩である。（※

このような寺院は、本尊が秘仏である傾向もあるように思う＝最下の＜付記＞参照）

 

 

 

　明治期以前の神仏習合時代から神社と寺院が併存している場合も、「神の依り代」が明白なところがある。

熊野那智大社／青岸渡寺（和歌山県那智勝浦町）＝滝、宝厳寺と都久夫須麻神社（滋賀県長浜市）＝島、と

いった具合。

 

 

　神仏習合により、社寺併存していたところもあれば、神社→寺院に完全に転換されてしまったところも多い

のではないだろうか。とくに下記の温泉神社と温泉寺（湯が湧く温泉は「神の依り代」であるといえる）は、かつ

てはすべてが古神道の原始神社だったではないかと考えている。分布から、関西～中部～関東だけで寺院へ
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の転換または併設が図られ、その影響の及ばなかったそれ以東・以西では神社のまま今日まで存続したと想

像できる。

 

 

 

 

温泉神社と温泉寺（当ブログ内）　2016年2月10日 (水)

 

全国の温泉神社・温泉寺

利⽤規約

 

 

 

 

＜付記：2018年2月3日＞

 

西国三十三カ所には秘仏が多いと感じていたが、5か所を除く28か所が秘仏なのだそうな。

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%9B%BD%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%89%80#%E6%9C%AD
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「研究」やめます

2017年5月ごろに書いた文章。踏ん切りがついてなかったですが、ついた気持ちになったのでアップします。

----------------------------

　心臓手術から２ヶ月、職場復帰から１ヶ月が経ちました。体調不良を起こして急に休むなど、周りの方にご迷

惑もかけ、順調とはとても言いがたいですが、心臓の機能が回復したせいか、足取りも軽くなったようで、まず

は安堵しています。

　身体を壊した今、思っていることは、「新しいことを始めるのはもうやめよう」ということです（※継続中のもの

は命のある限り、終わるまでやるつもりです）。

　研究という作業は、調べても調べても、また次の疑問が沸いて、尽きることのない大変やり甲斐のあることで

す。それがやりたくて研究職についたわけですし、私の性格や能力もそれなりに（?）、「研究に向いてる」と言っ

てもらえる自信はあります。

　しかし、本来すべきことが済まないままに次に行ったり、そこにハマって時間をかけ「それで忙しい」などと言

っていたりすることが、結果的に他の人に迷惑がかかり、後年の人の負担になり、それはとても無責任なこと

に思うようになりました。

　自分のことだけでも既に山のようになっていますが、半世紀以上の老舗の自然史博物館と、その周りにおら

れた先人たちが残されたものの中には、もちろん無価値のひどいものも少なくないわけですが、「すごい、この

ままではもったいない」と思えるものがたくさんあり、それは誰かが本当にやりたいことをやめて、鼻をつまみ

ながらでも、腹をくくってやらないと、そのかけがえのないものが永遠に失われてしまい、それは実にもったい

ないことだと思うようになりました。

　48歳の今、人生の半分の24年間、この施設に勤めて、ここのことを最もよく知るひとりになった私が、残りの

人生で世間のためになる自分の立ち位置は、ここなのかなと思っています。

　明石家さんま氏がよく言っているように、「人生、生きてるだけで丸もうけ」だと思います。昨年、死ぬような病

に２つ同時に見舞われた私も、心を鍛えるトレーニングをして、今は何をやってもポジティブに考えられるよう

になりました。だから、つらいとは思わずにできそうです。

　「研究やってないくせに」「外部資金を獲得の努力をしていない」「仕事内容が偏っていて、一人前の仕事をし

てない」と批判を受けることでしょうが、めげずにがんばろうと思っています。
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« 「研究」やめます | トップページ | まだ若い！ »

2017年12月26日 (火)

昆虫標本用ユニットボックス自作法

　自然史系博物館はどこも、増加する標本に悩まされていると思う。大阪市立自然史博物館における昆虫標

本は、先人たちの努力もあって1950年から2000年までの50年間で60万点の蓄積がなされたが、その後の10

年間で全体の５割にあたる30万点が追加されている。

グラフは初宿（2011）

 

　標本収蔵用の箱も常時不足している。予算はもちろん増えない・・・。そこで仕方なく、昆虫標本収蔵に用い

るユニットボックス（正しくはunit tray）を自作することを決意した。

　（※こちらも正確に述べれば、かつても自作を試みたことがあった。しかし、紙箱作りは紙屋にまかせたほう

が出来栄えもいいし、それは私の業務ではないし、ということでやらないことにした。そうも言ってられなくなっ

たというのが実情なのである）。

 

＜作り方＞2018.9.17改訂
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小＝９面(99mm*140mm)

2.大中小とも四辺を32mm折ればよい。大量に作るときは折りやすい工夫をするとよい。筆者はクリップボード

にあてがって、32mmのところで折れるように装置を作っている。

３．はさみで切れ目をいれて、ホッチキスで止める。一般的なものより太い高さ6mmのものを使っている。

 

４．底の大きさに切ったポリエチレンフォーム（またはポリスチレンフォーム＝100均の「デコパネ」）を文房具の

糊または木工用ボンドで貼りつける。以前はポリスチレン用接着剤を使用していたが、上記でよい（本当はポ
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リエチレン・ポリスチレンにはつかないが多孔質なので染み込んで貼ることができる。

　※２のデコパネは本当はポリエチレンフォームのほうがよいが入手が面倒。ハサミでのカットもこちらのほう

がきれいに出来る。

5．完成 左から大、中、小

６．ダイソーのシール容器（タッパー）の「揚げ物用1.4リットル」がおすすめ。大がちょうど２つ入り、高さもOK.

＜文献＞

初宿成彦 (2011）。増加し続ける標本／減り続ける収蔵スペース　－大阪市立自然史博物館における昆虫標

本保管－。博物館研究 46(7): 24-27。

2017年12月26日 (火) 博物館展示 | 固定リンク

« 「研究」やめます | トップページ | まだ若い！ »

「博物館展示」カテゴリの記事

評価されたら嬉しい(2021.05.31)

評価点０点の学芸員 ＝ 私(2021.02.13)

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献(2018.04.12)

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo

News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks fbekddddkegk

投稿: Johnd775 | 2019年5月 7日 (火) 05時27分

Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]generic viagra india pharmacy[/url]

投稿: Pharmc856 | 2019年5月13日 (月) 02時50分

Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy dedddfkacckc

コメント
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投稿: Johnd8 | 2019年5月21日 (火) 01時09分

Please add more movies related to cooking if you have, because I wish for to learn more and more about all recipes of

cooking. deeafebeaefk

投稿: Johnd48 | 2019年7月 4日 (木) 23時34分

whoah this weblog is wonderful i love studying your posts. Stay up the great work! You know, many individuals are searching

round for this info, you can aid them greatly. gdccdffdagdd

投稿: Johne148 | 2019年8月 6日 (火) 10時16分

是非お試しあれ！ 彼は、軍隊のような高い規律意識を持つ組織行動によって全世界における対抗宗教改革の尖峰となっていたイ

エズス会によって教育され、歴代の王のうちで最も熱狂的なローマ・カトリックの闘士となった。

”究極の実用時計”でありベル＆ロスが目指す”最高峰の腕時計”のカタチがBR-X1シリーズです。

2人の娘がいずれもポーランドの名門大貴族に嫁いでおり、自らもポーランドのジヴィエツに住み流暢なポーランド語を話したオース

トリア＝ハンガリー帝国の皇族カール・シュテファン大公（ポーランド名：カロル・ステファン・ハプスブルク）がポーランド国王の最有

力候補で、カール本人も積極的であった。

したがって彼らは自らの政府を持つ権利（国家主権）、平和に暮らす権利（生存権）、自らの財産に対する権利（財産権）を生まれな

がらに保有する。

2.ポーランド人のうちの極右思想（実際には他国よりはるかに稀で、ほとんどないのであるが、どんな民族にも全くないというわけで

もない）を、客観的な統計上のデータではなく、主観的選択によって個々の事件をあげつらい詳述することで印象が強調される効果

を狙い、ポーランド人がいかにも「野蛮で未開な人々」であるかのようなイメージを植え付ける陰湿な「理論的印象操作」の運動（こう

いう反ポーランド主義の「理論化」運動はドイツやフランスでは現代でも盛んに行われ、当地の一流メディアやインテリ層が中心とな

り、現在でも熱心に行っている。

流れるような美しいケースの四隅に配置されたビスや、シンプルなインデックスから感じられる機能美を追求したBELL＆ROSS(ベル

＆ロス)らしい雰囲気はまぎれも無くBRシリーズそのもので、そんな美しいダイバーズウォッチは渋い輝きのステンレススチールをケ

ース部分に使用し、ストラップはラバーベルトを使用する事で本格的な使用にも耐える事ができるオススメの腕時計です。

航空機に使用されている計器をそのまま腕時計にする事で、見やすさと正確性を確立し46mmという巨大なケースでインパクト抜群

にも関わらずデザインと質感を絶妙に合わせ、素晴らしく高い次元でバランスをとったシンプルで使い易くカッコいい腕時計を実現し

ました。

ムーブメントの機能や文字盤とインデックスの見やすさ、さらにサテン仕上げのケースなど腕時計のガラス面の微妙なふくらみま

で、当時の雰囲気を再現した腕時計は素晴しい出来映え。

<a href="https://www.yuku006.com/ProductList1.aspx?TypeId=241132803082215" >腕時計ショップ</a>

投稿: 腕時計ショップ | 2020年6月 8日 (月) 08時36分
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(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： 昆虫標本用ユニットボックス自作法:
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48Kのブログ

« 昆虫標本用ユニットボックス自作法 | トップページ | ハナノミ科Mordellidaeに関する最近の記事 »

2018年1月 8日 (月)

まだ若い！

　もうやめてしまったが、毎年９月始めに大阪市西区の靭公園で「セミのぬけがら調べ」をしていて、博物館実

習に来ている大学生らに手伝いをお願いしていた。一般参加者（親子連れが多い）と交われる貴重な機会に

なっていたようだ。

 

　大学生と小学生の会話を聞いていた。

大学生：「あああ、君らはええなあ。人生これからやもんなあ」

　私から見たら、大学生のあなたたちも人生これからやんけ。私から見たら、「君らはええなあ」と思う。

　そんな私も、たぶん年輩の方から見たら「君らはええなあ」と見えるのだろう、たぶん。

2018年1月 8日 (月) 心と体 | 固定リンク

« 昆虫標本用ユニットボックス自作法 | トップページ | ハナノミ科Mordellidaeに関する最近の記事 »

「心と体」カテゴリの記事

長所／短所「受入れ」の教育を(2021.05.31)

自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～(2021.03.15)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

オススメしません：21時間、闘う方法(2020.01.24)

【読書の感想】「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」(2019.10.21)
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アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

この記事へのトラックバック一覧です： まだ若い！:

« 昆虫標本用ユニットボックス自作法 | トップページ | ハナノミ科Mordellidaeに関する最近の記事 »

コメント

コメントを書く

トラックバック @niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/12/post-96ba.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/02/mordellidae-f1a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848672/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/post-2ecd.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/12/post-96ba.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/02/mordellidae-f1a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat21848672/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/03/post-02c976.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2020/09/post-3e2970.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2020/01/post-1e5e01.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/10/post-172844.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/post-2ecd.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2017/12/post-96ba.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/02/mordellidae-f1a.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf




48Kのブログ

« まだ若い！ | トップページ | 罪なる「やりかけ」 »

2018年2月20日 (火)

ハナノミ科Mordellidaeに関する最近の記事

＜順次加筆予定＞

畑山武一郎 2017。アジアで初めて記録されたスジアシハナノミ属について。Korasana (86): 33-36. Plate 1.

Conalia属を国内で記録。

鶴田健一 2016．京都府で初記録となる２種のハナノミ。insect 丹後・丹波 (128): 1-3.

2018年2月20日 (火) 自然史 | 固定リンク

« まだ若い！ | トップページ | 罪なる「やりかけ」 »

「自然史」カテゴリの記事

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために(2020.11.14)

大阪市24区の甲虫相（補遺）(2020.11.07)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

勝手にユーカリ図鑑(2018.10.23)
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長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« ハナノミ科Mordellidaeに関する最近の記事 | トップページ | コンプレックスをスルーしよう »

2018年3月18日 (日)

罪なる「やりかけ」

 得られた科学的知⾒を⼈類共有のものとするためには、験証が可能な状態にしなくてはならない。
私たちの分野で⾔えば、それは標本を残すことに他ならない。

 しかし、「やりかけ」のデータは実際にたくさん存在する。時間も経費もかけた痕跡があるので、
このまま葬り去られるのでは「もったいない」と思う。中途半端に発表されていることもあるので、
当然ながら引⽤もしにくいようで、時には「標本を詳しく調べさせてほしい」というリクエストが来
る。

   そこで、それらの標本が「きちんと」残っていればよいが、これがまた「やりかけ」だったりす
る。封筒や箱に⼊ったまま、乱雑な⼿書きデータが書かれているだけ・・・。閲覧不能の状態で、博
物館に残されている。

    バサッと捨ててもいいのかもしれないが、やはり「もったいない」と思う。なれば、誰かが それ
らを世に出すor残すための作業をしなくてはいけない。博物館であれば、その帳本⼈とは⾚の他⼈の
雑芸員がしなくてはいけない。しかし、その作業は実に⾮⽣産的で苦痛きわまりない。「中途のまま
残した⼈は、⽣産的で創造的で楽しかっただろうけどね」とボヤきたくもなる。

 雑芸員仲間の中にも、前向きな"いわゆる"「研究」活動に忙しく、このような後ろ向きな作業＝負
の遺産＝に全く向き合わない⼈もいる（少なくない）。

 新しい知⾒を伴わない作業だから、業績にもならず、時限採⽤ならor転⾝を予定していれば、この
作業は当然、後回しになるだろう。集客に結びつかないから業務評価は低い。後ろ向きな内容は予算
が確保できないから、⾃腹を切って対処したりする。内容が地味なので理解もされない。派⼿に学会
発表をやっているほうが、⽬⽴って楽しくて⾃由に使えるお⾦も得られて、承認欲も⾃⼰顕⽰欲も満
たされる。
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2018年3月22日 (木)

コンプレックスをスルーしよう

　この歳になって思うこと。

　やはり人間は一人で生きられない動物であるということ。ひと様のおかげで毎日、暮らせていると思う。それ

はもちろん、私だけじゃなくみんな。

　一方、 「他人のことをこれほどまでに知らない」ということも実感している。その人の心の羅針盤が、どこに向

いているのか、実際には私は驚くほど何も知らないみたい。ということは、それはすなわち、他の人は自分をこ

とをよくご存知ないことでもある。

　アドラー心理学や片田珠美さんの本などを読んで少しわかったのは、人はコンプレックスを克服しようと強い

力で動いているらしいこと。確かにそれは人類史上、技術を進歩させ、よりよい生活をもたらす大きな原動力

であったと思う。

　世間を見まわしてみると、コンプレックスを慰めるためのものを、人々が強く広く求めていることにも気づく。

進学予備校、ウィックや育毛剤、ダイエットのための諸々・・・。

　私もやはり、コンプレックスは持っていて、それを意識したり口にしたりするのは嫌だ。だが、「持たないよう

にしよう」「持ってはいけない」ではなく、「持つ必要のないものだ」と強く信じるようにしている。みんな長所短所

デコボコなんだから、それでいいじゃないか、と。

　そうすると、あらゆる人も地球上の生きものも、みんな上下関係はなく、実は平等に尊いことに気づいた。人

間のエゴで、野生生物がすみかを奪われてもいいのか・・・。それに（何の尺度か知らないが）自分が特別偉い

と思い込んで、上から目線で物を言ってくる奴が馬鹿に思えてきた。

2018年3月22日 (木) 心と体 | 固定リンク
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【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

オススメしません：21時間、闘う方法(2020.01.24)

【読書の感想】「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」(2019.10.21)
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2018年3月24日 (土)

氷期にも本土から離れていた島

　氷期には夏も冬も気温が下がり、大陸に氷河が形成されたため、海水準が下がった。最終氷期（最寒冷期

で３万年前）で120m程度下がった。瀬戸内海はすべて陸となり、本州四国九州はつながっていた。他にも・・・

・対馬（九州とつながる：朝鮮半島とはつながらなかったというのが定説）

・壱岐（同上）

・隠岐

・五島列島

・甑島

・種子島

・屋久島

・・・は本土とつながった。北海道はサハリン・大陸（ハバロフスク地方東部）とつながった。津軽海峡は存続。

　他方、間の海が深いため、島であり続けたところがいくつかある。海を渡るのが困難な生物は氷期であって

も、たどりつけなかった可能性がある。

・奥尻島

・佐渡島

・伊豆大島はじめ伊豆諸島

・男女群島

・黒島／薩摩硫黄島／竹島（鹿児島県三島村）

・口永良部島

＜以南は省略＞

　なお、現在は海面下に沈んでいるが、氷期にだけ現れた島も多数あり、屋久島・種子島程度の広い面積を

もった島も、宗谷沖日本海、山口県沖日本海、若狭湾沖、九州南西などにあったようだ。

下線は該当する島、括弧は本土とつながった島。
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« 氷期にも本土から離れていた島 | トップページ | ヨツモンカメノコハムシ（九州以北）について »

2018年3月31日 (土)

社寺におけるトウヒやハリモミの植栽

　比叡山にトウヒがある（最澄の大陸からの持ち帰りとして：実際は日本のトウヒの植栽らしい）ことを以前に書

いた（こちら）。同様にトウヒ属のハリモミが古い時代に、社寺で何らかの理由で植栽され、大木になっている

のに、かつてアメリカとの共同研究でカサアブラムシ関連で調べているときに気づいたことがある。

・宮城県松島　天麟院　ハリモミ（写真）

　幹の周囲が４ｍ、高さ４０ｍ以上で、枝下長８．５ｍ、枝張りが東西２０ｍ、南北１８ｍ以上に及び樹齢は３００

年以上（案内板より）　由緒不明　2008年6月10日訪問

・高知県梼原町　三島神社　ハリモミ

　樹齢400年、樹高37m。津野親忠と中平左京亮光義が長宗我部軍として豊臣秀吉の朝鮮出兵に従った際に

持ち帰ったとされ、現地では「朝鮮松」と呼ばれる。（案内板より）　2010年2月14日訪問。

・山形県遊佐町直世　永泉寺　ハリモミ 

　樹高32.57ｍ、目どおり4.45ｍ、根まわり22.10ｍ。由緒不明。未見。

・山形県米沢市　西明寺　ハリモミ

　薬師堂の脇。明暦４年（１６５８年）、上杉綱勝公が夫人の病気が治ることを願って会津から苗を取り寄せ手

植えしたと伝えられているという。未見。

・長野県塩尻市奈良井 鎮神社　ハリモミ

　鎮神社社叢は塩尻市天然記念物になっているが、見たところでは少なくともハリモミは、自然分布とは考え

にくく思えた。2011年4月訪問。

　トウヒもしくはハリモミの植栽に、どのような意味があったのだろうか。何かご存知の方は教えてください。

宮城県松島　天麟院にて。2008年6月10日訪問。
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« ヨツモンカメノコハムシ（九州以北）について | トップページ | すべての教育は「洗脳」である　21世紀の脱学校論（堀江貴文氏） »

2018年4月12日 (木)

クスベニヒラタカスミカメムシ関連の文献

※公開のブログ、ツイートはグーグルマップにリンクを貼っています。（こちら）

⻑島聖⼤・岩崎拓・⼭⽥量崇 2016．2015年に⽇本へ侵⼊したクスベニヒラタカスミカメMansoniella
cinnamomiの分布拡⼤状況 (特集 昆⾍をめぐる外来⽣物問題)。昆⾍と⾃然 51(14): 26-29,

奥野晴三（2016） 大阪市西区靭公園にて美しい不明のカスミカメを採集．かめむしニュース（47）：2-3．

奥野晴三・竹本卓哉・桂 孝次郎（2016） クスノキに発生しているアカヒゲクビナガカスミカメ（仮称）の分布調

査．かめむしニュース（50）：6-7．

奥野晴三・竹本卓哉・桂 孝次郎（2016）クスベニヒラタカスミカメの分布調査（2）．かめむしニュース（51）：12-

13．

桂 孝次郎（2016） アカクビヒゲナガカスミカメの生態的知見．かめむしニュース（49）：2-5．

（追記）クスノキとアカヒゲクビナガカスミカメの攻防について．同：6．

桂 孝次郎・奥野晴三（2016） 淡路島のクスベニヒラタカスミカメ調査（2016）．かめむしニュース（51）：10-11．

春澤圭太郎（2016） クスベニヒラタカスミカメの大阪府南部での分布情報．かめむしニュース（51）：8．

安永智秀・穆 怡然・長島聖大・山田量崇・高井幹夫（2016） 最近日本に侵入した外来カスミカメムシ：

Mansoniella cinnamomi．Rostria、No.60：17-20.

吉村俊彦（2016） ビルの屋上にてアカヒゲクビナガカスミカメを採集．かめむしニュース（49）：6．

奥野晴三・桂孝次郎・竹本卓哉・春澤圭太郎(2018)。靭公園における2017年のクスベニヒラタカスミカメの発生

状況と三重県の分布調査。カメムシニュース(55):4-5.

桂孝次郎(2018)淡路島のクスベニヒラタカスミカメ調査(2017)．かめむしニュース(55);6-7。

小橋絵理子(2018)岡山県に侵入したクスベニヒラタカスミカメ。しぜんくらしき(106): 11．
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2018年4月22日 (日)

すべての教育は「洗脳」である　21世紀の脱学校論（堀江貴文氏）

　中学生の子を持つ方と雑談。塾に行かせるかどうかの話・・・。いわく「塾には無理やりがんばって行かせて

いるのだ」とのこと。

　ウチでは、本人が「行きたい」というので行かせてた時期はあるが、 私たちから「行け」とは言ったことはな

い。 私自身が半世紀生きてきて思うに、 小中学生の時期にやっておくべきことは、「これ」では無いと強く思う

からだ。

　自分自身の現在の骨身を形成しているのは、この小中学生の時期に 何か（たぶん傍目から見たら「つまら

ない」と思われること）に「没頭」することで、「学び方を知った」ことだったように思うし、今となってはそれはとて

も良かったことだったと思える。中学・高校以後は部活や勉強など、いわゆる「学校の洗脳」に飲まれてしまっ

たし、規則とかも今思えば無意味に厳しかった。そうならずに「没頭」を継続しておいたほうが、もっと発想力も

豊かで、個性的で魅力的な人間になれたのではないかと思う。そして「今からでもそれを取り返そうか、まだ遅

くないぞ」とも思っている。

　ホリエモン氏の著書『すべての教育は「洗脳」である　21世紀の脱学校論』を読んで、共感した部分があった

のでメモ。

--------------------

追記（2018年8月20日）

　某大都市の市長が「学校の成績」に妙なこだわりを持ち、「策」を講じようとしているようだが、私の考えは上

述のとおりで、このような点数にはこだわるべきではないと思う。大都市という環境だからこそ育つものがある

はずで、そちらを大事にすべきではないだろうか。
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【読書】「アドラーに学ぶ　よく生きるために働くということ」（岸見一郎）ベスト新書(2019.12.02)
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2018年5月 3日 (木)

淡路島の山岳信仰

　淡路島へ行ってきた。2018年4月27-28日。

　気づいたのは山々が神々しいことである。著名な諭鶴羽山、先山はもとより、常隆寺山、摩耶山（鷲峰寺）、

高倉山、妙見山などなど、目立つ山にはみんな、山頂部に杜と社寺がある。

　淡路島は国生みの地として知られるが、神代の時代よりもっと前（たぶん縄文期）から、人々が確固としたコ

ミュニティを形成し、篤い信仰心を持っていたのだろうと思う。

　　

妙見山。淡路市長澤付近より。
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2018年5月11日 (金)

マヤサンオサムシの摩耶山にて

 神⼾の摩耶⼭へ初めて⾏った（5/10）。マヤサンオサムシ、マヤサンコブヤハズカミキリなど、種名をここに因む⾍がた
くさんあるところ。⽬的はハルゼミの⽣息確認だったが、⼀匹も鳴き声を聞けなかった。ケーブルカーの虹の駅、ロープェ
ーの星の駅、さらに天上寺周辺も歩き回ったが・・・。

 六甲⼭系そのものは、須磨浦ロープウェー（4/28）、布引ロープウェー（5/6）についで３回⽬だが、まだハルゼミに会え
てない。かつての記録を⾒れば、そこらじゅうにいたものと思われるが、その激減ぶりは凄まじいと思う。ロープウェーか
らも枯れたアカマツがあちこちで⾒られた（写真︓天上寺周辺には⽣きたアカマツはそれなりにあった）。

 ところで、「マヤ」という地名は、空海が天上寺に釈迦の⽣⺟・摩耶夫⼈（まやぶにん）像を安置したことに由来すると
いうが、私の直感でもっと古い時代の⾔葉だろうと思う。摩耶⼭という⼭は淡路島にもある。 天上寺そのものもおそらく
は、⾃然崇拝が盛んだったころの⼭岳信仰（原始神道）に基づく霊場を、寺院に置き換えたものではないだろうか。 ⼈名で
も真⽮・真野など同⾳異名がある。

 とはいえ、どういう意味であったかまでは、まだ思考が及んでいない。中⽶・マヤ⽂明のマヤ地域との関連は考えにくい
だろうが、アメリカ⼤陸の先住⺠は東アジアからベーリング陸橋を超えていったのなら、関連は「絶対に無い」とは⾔い切
れないかも︖ 

 

アカマツの⽴ち枯れが⽬⽴つ。摩耶⼭ロープウェーから。

2018年5月11日 (金) 地名由来 | 固定リンク

« 淡路島の山岳信仰 | トップページ | 相声で楽しく中国語学習 »
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【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会）(2021.05.08)

「コマ」と「ヤマ」：山の語源(2021.05.06)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について(2021.05.05)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)
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2018年7月 8日 (日)

相声で楽しく中国語学習

　語学に限らず、何事も「楽しく」学べれば上達すると思う。

　中国には「中国漫才」と訳されることもある舞台話芸、相声（そうせい／シャンション）がある。ボケとツッコミがいて、その掛け合いは観客の表情

からとても楽しそうだ（１人の漫談様式のものもあれば、３人以上のコント形式のものもあるらしい）。中国語学習の視点で相声を利用したいと思っ

たが、日本語できちんと紹介されているものがほとんど無く、下記ぐらい？のようだ。

戸張 東夫氏（著）「中国のお笑い―伝統話芸“相声”の魅力 」

https://www.taishukan.co.jp/book/b198208.html

　これを読んで、さらに興味をそそられた。しかし動画を見ても、何を笑っているのかさっぱりわからないし、字幕があってもすごい早口で、読むの

が追いつかない。

　聞き取れるようになるには、まだかなり鍛錬が必要なようだが、ストーリーを知った上で聞いたら、掛け合いを楽しめる上、いろんな中国語会話の

フレーズが覚えられるのではないかと思い、上記文献や百度（中国版google）を参考に集めてみた。（※上級者にはネタバレになってしまいますの

でご注意。）

・西征夢

・買猴児

===================================

「西征夢」

＜和文抄録＞

　国際テロリスト(恐怖分子)に対抗するため、世界各地の軍事問題のプロが中国に集まり、アメリカ（美国）の専門家を招いて特別訓練を行なっ

た。中国が選ばれたのは、スイス（瑞士）は中立国だから、フランス（法国）は女性が気になって訓練が身に入らない、日本は刺身（生魚片）

ばかりだと下痢をしてしまう、という理由。

　中国からは郭徳綱（舞台左=ボケ）が参加。軍事のプロで、昨日は地下鉄構内、今日は北京駅、明日は病院の待合室と、敵に見つからないよう

に住所を変えている（実はそれはただの住所不定ということだったりする）。 　訓練後は特殊部隊を組織した。その後、テロリスト集団がアメリカで

旅客機をハイジャックしてニューヨークのビルに突っ込むという衝撃的な事件が発生し、時のブッシュ(布什)大統領は大慌てで対策を練った。秘書

の助言で、中国に有能な対テロ戦争のプロ＝郭がいることを知った大統領は、郭を招請する。北京の米国大使館の金髪で青い眼？（金髪碧眼）

／金髪で盲目？（金髪閉眼）（発音は共にチンファアピイイェン）の女性がやってきて郭と接触。 　一千万ドルの報酬で郭にアメリカに来てもらうこ

とになった。迎えのヘリ！？（直昇飛機）は40分でガソリンが切れてしまい、街頭のガソリンスタンドで「いつもの」20元分を入れたり、途中で道を聞

こうと降りてみるとまだ中国だったりする。

　郭がアメリカに着くと、ブッシュ大統領（なぜか河南方言：中国語教師が河南の人だという）は大喜び。早速ホワイトハウス（白宮）で一緒に食事を

する。建物には「計画生育　人人有責」（産児制限　皆に責任）のスローガンが貼ってある。

　そこへ突然テロリストが襲ってくる。郭がテロリストに立ち向かって行こうとしたその時、傍らに寝ていたカミさんに横っ面を打たれて目が覚めた。

カミさんの最後のセリフは「吃饱了撑得不睡覚，你頂个痰桶美什么！」（腹いっぱい食っても眠らないで、なに騒いでいるのよ！）。 　

　全部夢だった・・・。

------------------------------------------------

＜中国語による概説とセリフ＞百度百科より（アドリブが多いので、下記動画と異なっているところも多い）

https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%BE%81%E6%A2%A6

------------------------------------------------

＜動画＞YouTubeより（字幕あり）

郭徳綱／于謙

https://www.youtube.com/watch?v=bY7EUG4aDG8&index=8&list=WL&t=938s

------------------

＜補足＞

　伝統相声「南征夢」を下敷きに郭が改作したものと考えられている。
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2018年7月11日 (水)

琵琶湖の西のシコブチ信仰

　春日神社、八幡神社など、同じ名前の神社が存在することがあるが、どういうわけか琵琶湖の西（高島市朽

木・大津市北部・京都市左京区久多のエリア）には「シコブチ」神社がいくつかある。漢字も思子淵、 志子渕な

どあり、由来が古いことが示唆される。

　神社の多くは律令制度の始まった奈良時代以降、日本神話の神を祀ることがになっていることが多いが、そ

れ以前の原始神道の時代には自然崇拝に基づき、岩、木、山、滝など畏敬を覚える自然物が祀る対象となっ

ていた。これらのシコブチ神社はいずれもシコブチ神が主祭神となっている。シコブチ神は川中の魔物を退治

してくれる、安全に筏乗りを祈った神さまだそうで、自然環境を背景に生まれた、より古い時代の信仰形態を

保っているといえる。

　同様に林業の盛んだった熊野地方にもいわゆる無神殿神社が多く残されており、共通性が感じられた。

写真：思子淵神社（高島市朽木平良）
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« 琵琶湖の西のシコブチ信仰 | トップページ | 標本作りはかわいそうな殺生か？ »

2018年7月14日 (土)

博物館における「研究」テーマとは

　生涯にわたって研究活動をしたいという場合、博物館の学芸員は就職口の一つである。そのためには、学

生の間にそれなりに研究の「業績」が必要である。

　さて、学芸員になったとして、そのテーマで研究をずっと続けるべきかどうか・・・。 私が思うに、やはり最終

的に市民向けに「成果報告」＝展示による紹介＝ができるようなものであったほうがいい。 他の研究施設でで

きるような研究テーマではなく、 博物館でしかできない研究テーマを考慮すべきである。私自身はテーマを大

きく変えた経緯がある。 きっと節操がない、忍耐力がないと思われただろう。強く意識したわけではないが、必

然的にそうなった。

　「私の研究テーマは展示には向いてまへんねん」 

　　長短はあれども、展示のできない分野は無いと思う。

　「私の研究は庶民は相手にしてまへんねん、 学界で目立ちたいからやってますねん、私は賢いから庶民相

手の低レベルのことはやってまへんねん、」 

　　置かれた場所で花を咲かせることを考えるべきでしょう（※）

　「ほんとは大学の先生になりたかったんやけど、しょうことなしにこんなとこ来ましてん」 　

　　それで？

※そんなあなたにお勧めの本

「置かれた場所で咲きなさい」渡辺和子 2017年　幻冬舎

https://www.gentosha.co.jp/book/b10794.html

天台宗を開いた最澄の「一隅を照らす」にも同様の意味があると思う。

「自分の置かれた場所で、目の前のことを精一杯やっていく、それがそのまま周りを照らすことになる」と。

2018年7月14日 (土) 博物館展示 | 固定リンク
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博物館におけるボランティア(2021.02.09)

博物館における「研究」テーマとは(2018.07.14)
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« 博物館における「研究」テーマとは | トップページ | おねしょ少年だった »

2018年7月15日 (日)

標本作りはかわいそうな殺生か？

　子どもから「なぜ人を殺してはいけないの？」と聞かれたら、どう答えるだろうか。「もし自分が殺される立場

だったら嫌だろう？」というのが、双方に最も手っ取り早く、理解されやすい答えかもしれない。しかし他方で、

「人類に限らず、どんな命も大切だろう、だから生き物を殺すことは全ていけない」と言ったところで、私たちの

食卓には植物を含め、たくさんの「命」が並んでいる。アリを踏みつぶさずに野山を歩きまわるのは不可能だ。

部屋に蚊やゴキブリがいても、窓を開けて外に逃がそうとする人はたぶんいないだろう。

　このように、ほとんどの人の立ち位置は両極[人を殺す⇔いっさい何も殺さない]の間にあって、個人によって

その[許す／許さない]の線を引く位置が異なっている。私自身の考えは生物を採集して殺し、標本にすること

について、深淵な自然界から未知のものを見つけ出す・その時々の自然環境を記録する、など「人類共有の

知識を得るために必要不可欠な科学的・文化的な活動」だと思っている。ただ、この考えに共感できない人が

いるのも、仕方がないとも思っている。

　目の前にいる子供たちに、「命」をどう教えればいいのかは難しい。とはいえ、偏った考えに固執して押し付

けにならないようには努める必要はあるのではないだろうか。「命の大切さ」を強調するあまり、子供たちの標

本作りを否定することは、未来の担い手たちに「科学する」心が育つのを、一方的に妨げてしまうことがあるか

もしれない。

写真：長居公園でセミ採り。セミが触れるようになった子も多かった。2017年7月29日、大阪市立自然史博物

館の観察会にて。撮影：川上弘子氏。

＜大阪市立自然史博物館：TM通信2018No.1＞

2018年7月15日 (日) 博物館行事 | 固定リンク
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2018年8月12日 (日)

おねしょ少年だった

　小学生のころ、夜尿症＝いわゆる、おねしょが治らなくて困っていた。小学校６年生まではしていて、たぶん

中学生の頃に治ったのだと思う。修学旅行を楽しみにしていたが、これでは行けないと思った。祖母が「隠れ

てついて来て夜中に起こす」と言ったが、担任の先生が「夜中に起こしたるから」ということになった。結局は枕

投げのあと、朝方までクラスメートと喋っていて、さいわい問題は発生しなかった。

　兄弟らからは揶揄われ、親や祖父母からは「わざとやっている」と疑いをかけられた。「罰」として濡れた布団

を背中に担いで、家の近所を歩き回らされたことがある。でも本当にわざとでは無かった。朝起きるたびに、

「ああ今朝も濡れている、叱られる・・・」と絶望的な気持ちになった。

　今になって気づいたのは、おねしょはわざとではないものの、たぶん「無意識」がさせていたのだろうというこ

と。私は兄弟が４人いて、親にかまってほしかったではないだろうか。

　あと、小学生のころは「忘れ物」の多い児童だったが、これも先生にかまってほしかったのだろうと思う。

　愛に飢えていた少年・・・。大人になった今は、愛を与えられる存在でありたいと思う。
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« おねしょ少年だった | トップページ | 地球の自然環境が時空を超えて凝縮＝自然史系博物館収蔵庫 »

2018年8月20日 (月)

琵琶湖の呼称由来

　琵琶湖は「琵琶の形に似ている」というのが呼称由来の主流だと思うが、異説もあるようだ。私もやはり、琵

琶の形になぞらえるのはすっきりしないように思っている。

 

 

　志賀高原の地図を見ていたら、山の中に沼があって、琵琶の形をしていない（※）のに「琵琶池」というので

不思議に思った。「びは」には古語？で、湿地だか沼だかの意味があるとどこかに書いていたように思う（出

典：追記４）。

 

 

 

　旧石器時代のナウマンゾウなどの化石で知られる野尻湖には、琵琶島（びわじま）という島があるが、やはり

琵琶の形はしていない（※）。「びわ」（＝湖）の中にある島で琵琶島と呼ばれ続けたのではないだろうか（旧石

器時代からかどうかわからないにしても、縄文ぐらいから？）

 

 

　枇杷島（びわじま）という地名は名古屋の近く、庄内川のほとりにある。関連を直感できる。

 

　神戸市灘区に琵琶町というのがある。JR六甲道の近くで、今は内陸だが、かつては海岸に近く、「びわ」（＝

沼）が海岸沿いにあったのではないだろうか。

 

 

　そして、巨大な水たまり＝琵琶湖は昔は、単に「biwa」と呼ばれていたのではないだろうか。

 

--------------------------------------------

 

 

 

※琵琶の形といえば琵琶かなあ（追記：2018年8月21日）。

 

 

 

追記１：秋田市にも琵琶沼というところがある。今は沼は無いようだ。

 

追記２：180826　京都府の宇治市役所のあるところ、宇治琵琶というらしい。

 

追記３：180826　木村 至宏  (著)「琵琶湖―その呼称の由来」 淡海文庫 (21)には上記のような観点からの言

及はなかった。
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追記４：未だに思い出せずにいる。たまたま見た「地名用語語源辞典」（東京堂出版1983、楠原・溝手[編]）の

「びわ④」に「湿地を意味する用語か」の記述を見つけた。

 

追記５（210218）：九州霧島山系・韓国岳の西方に、琵琶の形をしてない琵琶池がある。

http://maps.gsi.go.jp/#16/31.934242/130.868136/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0

 

 

 

 

 

 

2018年8月20日 (月) 地名由来 | 固定リンク

« おねしょ少年だった | トップページ | 地球の自然環境が時空を超えて凝縮＝自然史系博物館収蔵庫 »

「地名由来」カテゴリの記事
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「コマ」と「ヤマ」：山の語源(2021.05.06)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について(2021.05.05)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)
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« 琵琶湖の呼称由来 | トップページ | 生命の歴史は諸行無常 »

2018年8月27日 (月)

地球の自然環境が時空を超えて凝縮＝自然史系博物館収蔵庫

自然史系博物館の収蔵庫に未登録資料が多いことについて、行政側や歴史文科系学芸員から批判的な指

摘を受けることがある。

思うに、ここは地球の自然環境が凝縮された空間なのだ。全てがまだ解明されてないのだから、収蔵庫の中

の全体を把握できてないのは仕方ないと思う。日本の昆虫で言えば、種レベルでの解明度は３割程度しかな

い。熱帯地域などを含めると、解明度はさらに下がる。

また収蔵庫には、現在では既に失われた 自然環境の歴史  （自然／人為ともによって）が保存されている点

も重要だ。タイムマシンのように過去に辿れる。恐竜、ニホンオオカミなどが思い浮かぶが、昆虫分野などで

は無数にあるに違いない。

このように自然史系博物館収蔵庫は、時空を超えて地球環境の「未知」にアプローチできる、魅力ある空間で

ある。規模の大きいところほど、全体把握の割合は下がる一方、その未知なる可能性は高まる。逆にもし「完

璧に出来ている」ようでは、そこは自然史系資料としては物足りない収蔵庫の博物館だとも言えるだろう。

図．段ボールに入った昆虫標本。

戦前など古いものもある。紙包みの状態で保管されており、現在では「標本」としてカウントしてない。保管のた

めの労力は今は無駄に思えなくもないが、その価値は将来、必ず見い出される時が来る。大阪市立自然史博

物館。

2018年8月27日 (月) 自然史 | 固定リンク

« 琵琶湖の呼称由来 | トップページ | 生命の歴史は諸行無常 »

「自然史」カテゴリの記事

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために(2020.11.14)

大阪市24区の甲虫相（補遺）(2020.11.07)
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生命の歴史は諸行無常

　自然史博物館の展示を見ていると、生命の歴史に「諸行無常」を感じる。同じ状態のまま留まるものは何一

つ無く、常に移り変わっている。

　かつて地球上に巨大な爬虫類（＝恐竜）が闊歩していたり、日本列島にもつい最近（といっても２万年ぐらい

前）までゾウがすんでいたり・・・。現在では、人類というアフリカ出身の動物が世界中で「好き勝手に」暮らして

いるが、始まりがあれば終わりがあるわけで、人類が威張っている時代もたぶん、ずっと続くわけではないの

だろうと思う。

そもそも生命には起源があったのだから、いつかすべての生物が死に絶える時は来る。さらには、地球そ

のものも46億年前に誕生したものだし、かのアインシュタインも永遠だと考えていた宇宙にも実は始まりがあ

ったらしいから、いつか宇宙にも終わりが来るのだろう。般若心経に「色即是空」とある。目に見えているよう

に感じているものは、すべて実体が無い。

　とはいえ、私たち人類が常に発展を志している動物である限りは、生命の起源以来、形を変えて命をつない

できた多くの生物が、現在どのように地球上に存在するのかを調べ上げたいと考えてしまう。日本だけでも約

３万種の昆虫が記録されているが、実際には10万種がいるというから、登山でいえばまだ３合目である。

そうこうしているうちに、絶滅に追いやられる生物がいる。その他方で、外国から新しくやってきて繁茂する

ものもいる。すべて人類の「好き勝手」が原因である。

自然史博物館では外来生物の分布状況を調べる市民プロジェクトを行なっているが、ひとつの種がどんど

ん拡がっていく様子をみると、改めて諸行無常を感じる。これらを記録していく作業が「実体の無い作業だっ

た」と、宇宙の終わりが来るときには思うのかもしれないが、さしあたり今を生きる私たちにとっては、これらを

知ることは必要なことだと思う。

過去の地球の主役たち。彼らが消えたように、私たちも消える日がくる。大阪市立自然史自然史博物館・

第２展示室。

＜シニア自然大学校「LOUPE」2018年9月号に寄稿＞
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トラン/施設

　I am collecting the information about the shops, restaurants and facilities with names "LADYBIRDS" from

all over the world.

 

　テントウムシグッズを収集しています（ツイッター #テントウムシグッズ ご参照）が、関連して、テントウムシ関

連の店など、世界中のものをグーグルマップでチェックしはじめてみました。レストランなどのほか、託児所、

幼稚園、デイケア、美容院などにテントウムシの名前のついたところがたくさんあります。これは日本も外国も

同じで興味深いです。やはり可愛い虫だからだと思います（青色）。

 

　看板やモニュメントなど、収拾が叶わないものを見かけます。このようなものも写真で収集していきたいと思

います。ご協力お願いします（赤色）。
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青：施設・店

 

赤：看板、モニュメント

 

（クリックすると詳細情報が出ます）
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2018年9月10日 (月)

ヒトは外来生物か？

　健康を損なって以来、講演依頼は原則的には断ることにしているが、以前からやってたものや、輪番でまわ

ってくるものを断われない。他の人の負担が増えてしまうからだ（引き受けるしかない）。

　先日、学社連携の一環で、学校団体向けの授業をするように言われたので、担当した。テーマは「外来生

物」。相手は中学１年生。

　改めて、外来生物とは何かと調べてみると、（１）もともといなかった、（２）人為的にやってきた、の２点だけ

が記されていることがあるが、厳密にはたぶん、（３）そこの生態系の中にすみ着いてしまった、ことも記さない

といけないと思う。動物園のシマウマや畑のヒマワリは外来生物とは呼べない（飼うつもり・栽培するつもりで

野生化したものが多いのは周知の通りだが）。また、大阪自然史博の第１展示室にある阪南港発見のチャグ

ロサソリなどは、外来生物の予備群というところか。

　これらのほか、ミシシッピアカミミガメ、アメリカシロヒトリなどの写真を見せ、原産地・経緯・現在の状況を話

して、これらが外来生物かどうかを考えてもらうことにした。ヒラタクワガタ（遺伝子汚染）、カブトムシ（北海道で

は外来）、タイワンウチワヤンマ（自力北上＝外来生物でない）などのちょっと難しいものを加えたほか、イヌと

ヒトも入れてみた。イヌ（野犬）は外来生物で、生態系に影響のある生物とされる（※１）。

　そして、「ヒトってある意味、外来生物だと思うけど」と話してみた（※）。在来の種類を食べ尽くしたりニッチェ

を奪ったりする外来生物（アメリカザリガニ、グリーンアノールなど）が問題になっているが、非常に長い時間を

もって形成された日本の生態系に対して、最も悪い影響を与えているのは、客観的にみれば間違いなくヒトだ

（図１，２）。この「外来生物」は日本列島には、３～４万年前にやってきたばかりの新参者でしかない。

※１　国環研のサイトより。https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/DB/detail/10160.html

※２外来生物法では、明治以降のものが対象とされているが、法律の運用上のことである。

図1．潜在植生。縄文時代、近畿の平地は照葉樹林（■）に覆われていたと考えられる。宮脇(1994)を参考

に、メッシュ気候値（気象庁, 2001）および暖かさ／寒さの指数（吉良, 1948）に基づく。筆者作図。
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図２．現存植生。今では市街地など（■）に変貌し、まとまった照葉樹林（■）はごく限られる。「第5回基礎調

査 植生3次メッシュデータ」（環境省, 2001）に基づく。著しい生態系の改変は、宇宙からでも見えるだろう。筆

者作図。
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きょうだいコンプレックス(岡田 尊司著：幻冬舎新書)

　生まれて、物心ついて、少年時代、思春期を育つ過程で、きょうだい（兄弟姉妹）の存在による影響力は大

きいことは何となく感じていた。これまで出会って来た中にも、「この人、わがままで一人っ子やわ」とか「仕切り

たがりでかなんわ、長男っぽいわ」とか思う人もいた。

　私自身、兄２人・弟２人という境遇で育ち、私という人格が形成された要因はそこにあるだろうと、ずっと考え

ていた。愛に飢えた「おねしょ少年」たったことは述べた（こちら）。　　

　「きょうだいコンプレックス」 (岡田 尊司著：幻冬舎新書)には様々な有名人の事例とともに、そのあたりが詳

しく書かれていて、とても興味深かった。親の何気ない態度以上に子は敏感に感じ取り、それが何らかの形で

影響が表出することがしばしばあるようだ。とにかく兄や弟、それらに対する親の接し方はたしかに、常に自分

との比較対象（最も手近な参考目標）であって、いま思えば、それが日常の心の中のほぼ全てだったかもしれ

ない。

　学生時代、「中間子（兄or姉と弟or妹がともにいる状況）は親元から離れやすい」という理論を述べる友人も

いた（中間子理論＝これでノーベル賞を取ったかどうかは知らん）。たしかに兄弟のうち私だけ、18歳になって

すぐ、親元を離れた。私だけ学業成績が低かったのも事実で、 親からの愛情の薄さ（＝こいつは家族からは

不要？）をそれなりに感じとっていたのかもしれない。

　他方で、激しく仲違いしても、最後（死ぬ直前とか）は分かり合える事例も紹介されていた。赤の他人とは異

なる、何かがあるのだろう。文中では絆と表現されていた。

　「きょうだいコンプレックス」 (岡田 尊司著：幻冬舎新書)

https://www.gentosha.co.jp/book/b9182.html
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心の影

   私は2015年5月と2016年1月の２回、脳梗塞で倒れた。後者は心不全も併発し、あの世に逝きかけ、暴走は

後戻りできない所へ達した。いまも体調不良がしばしば襲い、頭を悩ませている。その暴走の原因となる脱線

が始まったのは、振り返れば下記の所だったと思う。

     2006年から３年計画で、文科省に申請していた科研費研究計画が採択された。当時は公立博物館の学

芸員が今ほど当たる時代ではなく、同僚で当たっている人は他に１人いただけだったので、とてもうれしかっ

た。しかし、2007年夏に特別展「セミ」の担当が決まっていたので、実質は2008年だけが研究の進められる時

だと思っていた。

   ところが、2008年の始めに館長(当時)から館長室に呼び出されて、「３年間、行事などを中心に考える普及

事業のチームに入る」ように言われた。内部的には「普及委員会」と呼ばれる3人組。所属する博物館では毎

週アホほど行事をやっているので、その案内文をHPにアップしたり、記録を書かせてまとめたり、友の会行事

の世話をしたり、締切を平気で破る奴がいるのでイチイチそれらの催促をしたり・・・。これが回って来ると、研

究など他のことは何も出来なくなる。

   誰しも研究など、やりたいことはあるので、この普及委員会は「平等に回す」というのが、もともとの建前だっ

たはずである。しかし、見回してみると、私より先にまわすべき奴がいるではないか、アイツもコイツも・・・。そ

もそも、この業務の回し方が不平等だし、この2008年度の研究遂行に賭けている私に、いま何でこれを回して

くるねん？

   そう叫びたかったが、館長室にまで呼び出され、嫌々ながら、引き受けるしかなかった。不本意な３年間が

始まった。すぐ目の前にある「やりたいこと」が出来なくて、やりたくないことをしなくてはならないのは、ただでさ

えフラストレーションになるが、それに加えて強い不平等感を抱くと、寛容であろうとすればするほど、どこかに

歪みが蓄積されていく。レールから外れて脱線が始まったターニングポイントは、ここだったと思う。心の影が

生じ始めたのを感じた。（たぶんつづく）

[LINK} 普及３人組の３年目＝種子島合宿の担当のブログ

屋久島など、あちこち寄り道する人たちを尻目に、この時、私は往復とも大阪直行便。
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【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

オススメしません：21時間、闘う方法(2020.01.24)

【読書の感想】「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」(2019.10.21)
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48Kのブログ

« 心の影 | トップページ | 研究者＝賢い＝偉いの思い込み »

2018年9月13日 (木)

各国語でテントウムシは何と言う？

テントウムシにまつわる店などをインターネットで探索していると、日本だけでも託児所、美容室、スナックなど

実にたくさんある。さすがに馴染みのある虫のせいか、世界でも「テントウムシ」という名前の施設はたくさんあ

るようだ。その検索語をメモしておく。

日本語：テントウムシ、てんとうむし、てんとう虫、天道（虫）

英語：ladybird：レイディーバード

ハングル：무당벌레：ムダンポルレ

中国語：瓢虫：ピァオチョン

ロシア語：КОРОВКА：カローフカ

フランス語：coccinelle：コクシネル

スペイン語：mariquita：マリキータ

ポーランド語：Biedronka：ビェドロンカ

アラビア語：دعسوقة：ドゥウスーカ

ポルトガル語：Joaninha：ジョアニーニャ

ドイツ語：Marienkäfer：マリエンケーファ

トルコ語：uğur böceği：発音不明

スウェーデン語：nyckelpiga：ニュッケルピーガ

ペルシャ語：لیدی باگ：発音不明

2018年9月13日 (木) 経済・政治・国際 | 固定リンク

« 心の影 | トップページ | 研究者＝賢い＝偉いの思い込み »

「経済・政治・国際」カテゴリの記事

各国語でテントウムシは何と言う？(2018.09.13)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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トラックバック
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無料ブログはココログ！
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いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日
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48Kのブログ

« 各国語でテントウムシは何と言う？ | トップページ | 私の業務評価は最低なんやそうな »

2018年9月23日 (日)

研究者＝賢い＝偉いの思い込み

　私はいちおう、研究職に身をおいているが、この世界には、なぜか「自己愛」がものすごく強い人がたくさん

いるようだ（たぶん、私自身もその傾向がある）。他人からの視点以上に、自らの能力を過大評価している。

「プライドが高い」というのと、ほぼ同義。

　まず、非研究職の人に対し、平気で見下した態度を取る（研究施設であれば、事務方や技術職に対して）。

それはたぶん、世間的に「研究者＝賢い」という図式が出来上がっていて、研究者になることができた自分は

「賢い」と公に認められた存在であり、「人間として上である」という思い込みから来る。教授とか博士とかの肩

書も同様。

　たしかに研究者に賢い人は多いのだが、等身大で向き合っている人はそういう態度をとらない。

　強いコンプレックスを抱いていたり、過去に何かくじかれたことがあったり、無理をして（あるいは偶然？）高

い目標設定をクリアできてしまったり、した人が傲慢な態度をとるようだ。研究者としての実力と無関係である

ことも興味深い。それなりに研究実績があるのにコンプレックスに見舞われている人もいる（より高いところを

目論んでいるのだろうけど）。

　これらが「プライド」という重荷になってのしかかり、次には自己愛に起因した自己顕示欲や承認欲を満たす

行動に出る（ガッカイに行って目立とうとする、決定権のある地位を得ようとする、など）。これらは「自分はやっ

ぱり賢いんだ、偉いんだ」という「ひとりよがり」な確認作業で、これらが時には、他人に迷惑をもたらすことが

ある（ウソをついて話を盛るなど：これが自己愛性パーソナリティー障害というものか？）。

　研究者に鬱病が多いのも、身分不相応な高い目標から逃れられていないのだと思う。ここまでに至った過去

は過去として忘れるぐらいで丁度よくて、いま現在の等身大の自分と向き合うということが、本人にも周囲の人

にも大事ではないかと思う。強欲や煩悩を捨てることが人間の幸せにつながる、ということはそういうことなの

だろうと思う。

　いわゆるプライドを捨てる、という作業。なかなかできないのだと思うが、他人は実は自分が思っているほ

ど、自分のことに気にかけてもらえてないことを自覚したらいい。

2018年9月23日 (日) 学問・資格 | 固定リンク

« 各国語でテントウムシは何と言う？ | トップページ | 私の業務評価は最低なんやそうな »

「学問・資格」カテゴリの記事

博物館におけるボランティア(2021.02.09)

自分の強欲を反省する(2019.04.03)

研究者＝賢い＝偉いの思い込み(2018.09.23)

「研究」やめます(2017.12.22)

淳仁天皇陵にて(2017.07.31)

高学歴で勉強熱心だけれど自信家で偏屈な変わり者というのが研究者のイメージになってしまっているけれど、研究者自身がその

イメージを変えるために努力する必要があるのか、それともそんな些細なことは気にしないという強い気持ちを貫いたほうが研究者

としては一流なのか、難しい問題ですね。

投稿: 香菜子 | 2019年5月23日 (木) 12時50分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信
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48Kのブログ

« 研究者＝賢い＝偉いの思い込み | トップページ | ユーカリハムシ関連文献（追加分） »

2018年10月 1日 (月)

私の業務評価は最低なんやそうな

　人にはそれぞれ、よいところと悪いところが混在していて、人として、どちらが上とか下とかは無い。背の高

い人／そうでない人、頭のいい人／そうでない人、おもいやりのある人／そうでない人、走りの早い人／そうで

ない人・・・。だから、誰しも劣等感など抱く必要はない、と思うようになった。

当ブログ「コンプレックスをスルーしよう」

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2018/03/post-1b8e.html

　とはいえ、その職種において、その業務の評価というのはされていて、たとえばプロ野球選手なら、やはりた

くさんヒットを打った人は評価され、翌年の契約で高年俸を手にすることができる。

　昨年度の私の勤務評定は20人ほどいる被評価者の中で「最も下だ」と、評価者から面と向かって言われてし

まった。私は幼少時からどんなことにでも、割と真面目に取り組む性質があった（と思っている）ので、そんな

低い評価というのは生涯、受けたことは無い。つまらない（？）大学の授業でも、優と良しかなかった。

　評価の「物差し」がおかしいんやないか？と文句を言いたい気持ちになったが、禅でいう「明歴々露堂々」の

気持ちでいるようにしようと思う。そんな評価、する奴が勝手にすればよく、そんなことを気にしていると、本来

の長所が損なわれてしまう。

　自分は自分のありのままであろうとすることが、結果的には自分自身にも身の周りにも、社会全体にも最善

なのだ。

2018年10月 1日 (月) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 研究者＝賢い＝偉いの思い込み | トップページ | ユーカリハムシ関連文献（追加分） »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 私の業務評価は最低なんやそうな | トップページ | 勝手にユーカリ図鑑 »

2018年10月 6日 (土)

ユーカリハムシ関連文献（追加分）

ユーカリハムシについては、下記のまとめが出ましたので、こちらをご参照ください。2020年10月分まで。

 

初宿成彦(2021.3)大阪市立自然史博物館・外来生物調査プロジェクト（Project A）によるムネアカオオクロテン

トウ・ユーカリハムシ・ヨツモンカメノコハムシの市民調査報告。大阪市立自然史博物館研究報告(75): 53-78.

2018年10月 6日 (土) 自然史 | 固定リンク

« 私の業務評価は最低なんやそうな | トップページ | 勝手にユーカリ図鑑 »

「自然史」カテゴリの記事

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために(2020.11.14)
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勝手にユーカリ図鑑

＜作成中＞

「ユーカリ」と呼ばれる植物がある。オーストラリアなどが原産、コアラの食べ物で有名。フトモモ科Eucalyptus

属の総称で、実際には何百種類もあるそうな。

外来甲虫ユーカリハムシTrachymela sloaneiの分布調査を始めたのはいいが、ユーカリのごく一部の種しか食

べないらしく、ユーカリがあっても、ユーカリハムシが「まだ来ていない」のか「この種類は食べないから」なのか

がわからない。

「植物研究者でも難しい」というのだが、そうも言ってられないので、自分なりに見分け方をマスターするしかな

いと思い、着手してみた。

学名（種小

名）

和名

英名

幹 bark 葉 leaf

ユーカリハ

ムシ T.

sloanei

の嗜好性

備考 note

fastigata

ファスティガ

ータ

神戸市立

森林植物

園

nova-anglica

ノバアングリ

カ

神戸市立

森林植物

園

nitens

ニテンス

神戸市立

森林植物

園

viminalis

ビミナリス

manna gum リボン状にはがれ白または黄味を帯び

た灰色。
互生、披針形で鋭尖頭。

神戸市立

森林植物

園

stellulata

ステルラータ

神戸市立

森林植物

園

microcorys

ミクロコリス

tallowood 繊維質で赤色、縦溝があり、全面に固

着。
葉は互生、狭~広披針形。

神戸市西

区

obtusa

オブッサ

神戸市西

区

オバーク 神戸市西

区
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paucifolia

snowgum
平滑で白く、幹の基部にくっついている

部分以外、全面に斑点が見られる。
互生、

神戸市西

区

paucifolia

SNOWGUM
平滑で白く、幹の基部にくっついている

部分以外、全面に斑点が見られる。
互生、

神戸市西

区

カマドゥレン

シス

camadulensis

RIVER RED

GUM

滑らかで淡灰色または白銀色。はがれ

やすい。

成葉：有柄で狭披針形で淡緑

色、小葉脈がある。鋭く先が

尖る

○
神戸市西

区

テテチコルニ

ス

tereticornis

FOREST

RED GUM

 

はがれやすいが基部ではしっかりつい

ている。上部では平滑で斑紋がある。

 

楕円形から広披針形

神戸市西

区

globulus

グロブルス

（単にユーカ

リ）

SOUTHERN

BLUEGUM

 

なめらかで青味がついた灰色、ヒモ状

にはがれるが基部では固着することが

ある。

成葉：互生・有柄。披針形な

いし鎌形。

○
長居植物

園

葉の形
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神戸の地名由来

　神戸（こうべ）が他の同意異音の地名（伊賀神戸ほか）から、昔は「かんべ」だったのは疑いないとして、なぜ

このような地名が付けられたか考えてみた。

 

 

　「かんべ」から類推して出てきた言葉は、なぜか「かんなべ」だった。同じ兵庫県にある神鍋スキー場で知ら

れるところ。「かんなべ」と各地にある「かんなび」は同一語源であるとして、それは古代人による信仰の山であ

る。京田辺市の甘南備山ほか神奈備山はあちこちにある。

 

 

　「かんなび」の「な」は、場合によって省略できる格助詞（現代の「の」が変化したもの）である可能性はないだ

ろうか。「わたなべ」さんと「わたべ」さんがいたりするし・・・。他には「かわなべ」さん⇔「かわべ」さん、「たなべ」

さん⇔「たべ」さん、とか。

 

 

　そうなると、神戸も元は山岳信仰の山が語源となるのではないだろうか。

 

 

　それはもちろん六甲山。

 

 

　来年は甲子園に、さっそうとした風を吹かせてほしいものである。

 

 

 

 

 

 

リンク：神戸の地名由来の「定説」のひとつはこちら。

 

http://chimei-allguide.com/28/100.html

 

 

 

 

追伸１．全国の「かんべ」の土地に神の依り代となる山があるかどうか確かめたい。リストは下記にある。
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https://blog.goo.ne.jp/zipangu_travel/e/63644a48f595fad5a16b264fba867f14

 

 

追伸２．「かみのべ」という地名を見つけた。静岡県磐田市上野部。漢字に引きずられて、「高いところにある

平たい土地」と考えてしまうが、これも「かんなべ」と同一語源ではないだろうか。近くにそのような山がないか

知りたい。

 

 

追伸３．山梨県の身延。「みのぶ」が「かみのぶ、かみのべ」から来ている可能性はないだろうか。身延山は開

山以前の古くから、神聖な地とされていたところではないだろうか。

 

 

追伸４．身延（みのぶ）と箕面（みのお）が同一語源だという説があるらしい。ありうる気もする。

 

https://baba72885.exblog.jp/21045739/

 

箕面の地名由来について、箕面市の現在の公式見解

 

https://www.city.minoh.lg.jp/shisei/profile/history.html

 

追伸５（191201加筆）

九州の地図を見てたら、耳納（みのう）山というのがあることを知った。たぶん箕面も「箕」とは無関係だろう。
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2018年10月23日 (火)

野坂岳（敦賀市）の山岳信仰

　福井県敦賀に行ってきた。目的は国立敦賀病院にあるというユーカリにユーカリハムシがついてない

か・・・。結論は「樹が無くなっていた」。市の天然記念物というのに・・・。

　意気消沈して見上げると、印象的な山・・・。野坂岳。そういえば、滋賀県高島郡と福井県の境目の山地を野

坂山地と呼ぶが、この山に因むらしい。

　山の道は弘法大師が開いたというが、実際はもっと古いだろう。旧石器時代の石器も見つかっているらし

い。この山を「神」とみて崇めていたに違いない。

中央の尖った山が野坂岳。JR小浜線「粟野」駅より。
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本の感想「外来種は本当に悪者か？　新しい野生 THE NEW WILD」

＜本の感想＞「外来種は本当に悪者か？　新しい野生 THE NEW WILD」

　フレッド・ピアス (著), 藤井 留美 (翻訳)　 草思社 　2016年

　とにかく、今まで無かった視点ではあったと思う。

　私自身、たしかにこのように考えていたし、たぶん今もそう思っている。すなわち、地域の生態系というのは

長い時間をもって形成されてきた、かけがえのない神聖なもので、これが完全に「善」で守るべきものである。

人類含めて後で入ってきて、それを乱しているものは「悪」であり排除すべきである、と。

　長い時間スケールや気候変動の中での生物の分布移動に鑑みれば、「外来種」の意味もわからないぞと思

ったことがある。かつての間氷期に日本列島にいたチョウセンオオカメムシ（対馬、朝鮮半島、中国東北部に

分布：栃木県塩原で化石が産出）が本州に入ってきて定着したら、それは不自然な外来種として扱うべきか、

それとも最終氷期以前の「正しい」自然が30数万年経って、ようやく戻ってきたのか？

解説動画Youtube

氷河時代展ギャラリートーク(2016.8.20)「昆虫は津軽海峡を越えられない？」

https://www.youtube.com/watch?v=011P72_bZUI

実際、本来の生息地でないところで、「新種」記載発表される例もある（ツガコノハカイガラムシ=日本原産だが

北米の山林の害虫でこちらで先に記載された、トゲナシモモブトカミキリ＝比叡山で採集され記載されたが外

国産、など）。日本の昆虫も10万種いる予想の中でまだ３万種しか把握できてないから、どれが外来種でどれ

が在来種か、今後ますますわからなくなっていくだろう。「それが嫌なら、外国に行くな・外国製品を買うな」と言

われても、そんな生活にはみんな、もう戻れなくなっているのも事実。

　　「水際でくい止めるんだ」とがんばって、それに多額の経費を使うのも、いかがなものかと言われれば、そ

んな部分もある気もする。ヒアリだって、豚インフルエンザだって、なるようにしかならなかったし。

　気になったのは、「外来種によってそこの生物が豊かになれば生物多様性が高まった＝善（？）」と述べてい

るように読める点。「裏山にアトラスオオカブトムシがいたら楽しいじゃないか」とか、「近くの川にホソオチョウ

（朝鮮半島原産）が飛んでたらいいじゃないか（実際に淀川では定着）」と私はまだ思えずにいるが、神聖なる

何かを、まだ信じている私が悪いのかなあ？
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【電子書籍】私のみた科学者の生活　新居　格（1941年）(2021.06.08)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～(2021.03.15)

【読書】「アドラーに学ぶ　よく生きるために働くということ」（岸見一郎）ベスト新書(2019.12.02)

＜本の紹介＞「昆虫考古学」(角川選書)　小畑 弘己 (著)　2018年(2019.11.26)
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いる」（小泉丹：1938年）
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2018年12月 3日 (月)

坐禅体験記

病気をして以来、生と死や人の一生について考えるようになった。

常に何かに追われる、忙しい毎日に疑問を抱くようになり、辿り着いたのは「禅」の世界だった。坐禅の心地よ

さを知った。ちょうど汗にまみれてシャワーを浴びるような、すがすがしい感覚を心で得ることができる。背中を

叩かれるなど、坐禅は苦しい修行だという誤ったイメージがあるが、実際は逆だ。坐禅している間ほど、心が

穏やかになれる時間は無い。

これを1人でできるようになるといいのだが、それはなかなか難しく、やはり坐禅会に参加するのがいい。寺院

によって雰囲気が異なる。以下に坐禅会に行った印象などを記してみようと思う。

※坐禅会の開催日や時間は必ず確認してください。

----------------------------------------

四天王寺（大阪市天王寺区）：和宗総本山（天台宗系）

日本に仏教が伝来した当初の寺院のひとつ。禅寺ではないが、参禅会が開かれている。

火曜日（毎週ではない）の朝6時40分に維那が鳴引する（鐘がなる）ので、必ずそれまでに入室。通常は6時20

分に玄関が開く。重要文化財の五智光院へ移動し、入堂前に懺悔文（さんげもん）。入堂のあと三礼（さんら

い）、四弘誓願のあと着坐。坐禅の後は般若心経、三礼（再度）で終了。

----------------------------------------

南禅寺（京都市東山区）：臨済宗南禅寺派

暁天坐禅は龍淵閣で開かれる。日曜日（毎週ではない）の早朝（時間は変動）。

気候の良い時期には方丈庭園で行われる。朝のすがすがしい空気を吸引して坐禅。

座禅和讃を参加者で称える。

----------------------------------------

東福寺（京都市東山区）：臨済宗東福寺派

日曜日（毎週ではない）に開催。禅堂（室町時代：重要文化財）で行われる。警策はたぶん一番痛いと思う。

----------------------------------------

そのほか、行ったことのある坐禅会

天寧寺（広島県尾道市：曹洞宗）

銀閣寺（京都市左京区：臨済宗相国寺派）

天正寺（大阪市天王寺区：臨済宗相国寺派）

天龍寺（京都市右京区：臨済宗天龍寺派）

総持寺（横浜市：曹洞宗）

勝林寺（京都市左京区：臨済宗東福寺派）

香林院（東京広尾：臨済宗大徳寺派 ）

龍光寺（東京駒込：臨済宗東福寺派）

円覚寺（鎌倉市：臨済宗円覚寺派）

相国寺（京都市：臨済宗相国寺派）

建仁寺（京都市：臨済宗建仁寺派）

臨南寺（大阪市：曹洞宗）

耕月寺（静岡県裾野市：曹洞宗）
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「魂のゆくえ」 南直哉 さん

恐山の僧、南直哉さんの講演を聞いて、ご著書も電子書籍で拝読。

人は死んだらどうなるのか？ 死後の世界がある？、幽霊として魂だけが彷徨うことがある？　それはほんと

にそうか？、知ってるんか？、見たことあるのか？・・・と聞かれれば、当然だれも知らない。

私自身も幽霊は見たことがないので、自分が死んだら多分、本人としては単に物理的に消え失せて、意識も

何にも無くなるんだろうなあ、とは思ってはいた。

しかし、死者に近しかった周りの人にとっては意味があり、「死者は実在する」とまで言い切る。そのことを、多

くの例とともに紹介されていた。

恐山に対する当事者ならでは視点（冷静かつ客観的）が興味深かった。

講演は漫談調、時おり大きな笑いに包まれていた。

いのちのセミナー（11月29日） https://www.jrw-relief-f.or.jp/seminar/inochi/

「恐山―死者のいる場所―」　新潮新書 https://www.shinchosha.co.jp/book/610464/
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世の中はいつも変っているから頑固者だけが・・・

最近、日常生活で心の中にいつも持つようにしている言葉に「諸行無常」がある。

仏教語で、何ごとも時と共に移り変わることを指す。威張っている盛者が衰えていって喜ばしいこともある（嫌

な人にこの世で出会ってしまうことを「怨憎会苦」という）が、大切なものが永遠に失われる悲しいこともある。

博物館に学芸員として勤めているので、資料の管理が大きな仕事であるが、形あるものはいつか、無くなるか

もしれないことを意識しないといけない。大地震、大津波、戦争、火災、これらはいつでも来るかもしれないと

考えて、せめて資料をデジタル化しておくことは大切だ（しかし、そんな作業は現実として、後回しになるに決ま

っているが）。

自然保護（外来生物問題を含めて）も諸行無常の観点に立てば、滅びつつあるものを無理やりに手を加えて

守ろうとしたり、新しく入ってくるものを水際作戦で阻止したり、入ってもすぐに根絶して排除するのも、いかが

なものか？という意見を見たことがある。

つまるところ、人間は変化を恐れているのではないかと思った。だから、ちょっとした気候のことで「異常気象

だ」と大騒ぎするし、入植したヨーロッパ人は出身地の動植物をわざわざ連れてくる。

過去の輝かしい栄光が忘れられなくて、それを今だにひけらかしたり、昔ながらのやり方にこだわる残念な人

もいる。

日本人の平均年齢は約45歳だそうで、私もすっかり年寄り組に入ったから、気をつけないといけない。

♪世の中はいつも変っているから

　頑固者だけが悲しい思いをする♪

「世情」中島みゆき　より

2018年12月14日 (金) 仏教 | 固定リンク
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2019年1月27日 (日)

お酒との付き合い方改革

＜はじめに＞

アルコールは学生のころからよく飲んだ。大学が北海道だったので、焼酎甲類を番茶割りし、それで学友たち

と胸襟を開いて議論したり、若者特有の悩みを語りあったりした。社会人になってアルコール量は減らず、い

つの頃からか朝からビールを飲むことに抵抗が無くなっていた。40歳代になって体調不良を起こしていたの

は、このことと無関係ではないと思う。

職場の産業医から心療内科に行くように言われた。結果、軽度のアルコール依存症と診断された。とはいえ、

既に受診前の何日間かアルコールを控えていたので、医師からは「だったら、そのまま頑張ってね」と言われ

るだけ・・・。たしかに心療内科の医師はたぶん、もっとすごい人を見てきているので、自力で断酒ができてい

る私ぐらいのレベルは、序の口以下なのかもしれない。薬をくれるわけでも、以後の通院を促されるわけでも

なかった。

まあ、とにかく断酒を続け、１年がようやく経過した。メリットがたくさんあることに気づいた。

＜断酒のメリット＞

１．時間が有効に使える

飲んで酔っている時間はもったいないと思う。特に夕方以降は酔っている状態のことがほとんどだったが、夜

間にできることがたくさんあることに気づいた。勉強のため話を聞きに行ったり、スポーツや舞台を見たり。同

じお金をかけるなら、当たり前だがアルコール以外のほうが生産的だ。睡眠にまわすのでもいい。

２．食べ物が美味しい

和食に合う日本酒とか、フランス料理に合うワインとかいうが、当然ながら酔ってないほうが食べ物は美味し

い。逆に酔っていると何でも美味しく思えるが、それは損な人生だと思う。

＜アルコールの作用は何だったか＞

本には、アルコールで得られるものは「万能感」であると書いてあったが、たしかにそうだと思った。いま満足

感を得られていない[わだかまり]が心の中にあり、、アルコールを摂取することによって気が大きくなり、その

欲求不満が一時的（あくまでも）に解消されるのだ。よく言われるように、そんなことで、目の前にある問題は

何も解決はしない。すべて夢幻でしかない。

＜心の中の不満をどう解消するか＞

私の場合、身近にどうしようもない困った嫌な奴がいるとか、理不尽に仕事が多いとか増やされるとか、の不

満を長く持ち続けていた。そのために心身とも病んでしまったと思っている。

今はその嫌な奴がいなくなり、仕事も減らしてもらった（身体を壊してからでは遅いけど）から、客観的にどうし

たらよかったを分析できるように思っている。

私の場合はたぶん、さっさと仕事を辞めればよかったのだと思う。なぜなら、上記２つの問題は、身体を実際

に壊すまで改善される見込みが無かったから・・・。それでも家族のこととか、転職に対する不安、やりたいと

思う欲などから、希望して就いた職種にこだわっていたのだ。結果的にはたぶん、生活のスタイルが変わり、

収入が減るなどしても、しがみつくのをやめていたほうが、心の安寧は得られていただろうと思う。

＜今後のお酒との付き合い方＞

アルコールについては上述の通り、ひとりで飲むから勝手に万能感を得て「酔っている」のだった。一方、人と

飲みながら話をする際にアルコールが潤滑油になっているのは確かで、それを再開するかどうかが悩みどこ

ろである。つまり「人と飲むなら飲んでもいい」というルールに変更するか。それなら普通に忘年会や友人らと

の飲み会にも出られ、仕事にもプライベートにも有意義な時間を作ることができる。

怖いのは「スリップ（再飲酒）」。アルコール依存症の人が断酒したあと、一種のリバウンドとして、解禁したら

前以上に飲んでしまい、本当にダメになってしまう例があるという。

断酒するか、飲み会に出るか、そのメリット・デメリットを天秤にかけて判断していくことになろうと思う。スリップ

することなく、上記の「人と飲むなら飲んでもいい」というルールを必ず守れるか？　しょっちゅう「今日からアル

コールは解禁や！」と言っている夢を見ている間はダメだと思うから、今はまだ断酒だが、一度きりの人生、こ

の世の人と心の交流をもっと温かいものにしたいと願う部分もある。
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＜参考になった本＞

「アルコール依存の人はなぜ大事なときに飲んでしまうのか」

仮屋暢聡

ＣＣＣメディアハウス (2009/8/1)

https://www.amazon.co.jp/dp/B00OQ4QG3Q/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
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48Kのブログ

« お酒との付き合い方改革 | トップページ | 原稿が遅れる人の心理 »

2019年2月 5日 (火)

2018年度の活動ふりかえり

2018年度における私の活動をふりかえるよう、職場（勤務する博物館）から求められた。私は下記のように返

答した。周辺に辛口の意見を持っており、独り善がりの部分があることは認めるが、伝える機会があれば伝え

なくてはならないと思っていた。

-------------ここから---------------------

来客人数、イベント参加者人数、収入金額、論文のインパクトファクター、外部研究費の獲得金額など、目の

前の成果のための点数稼ぎではなく、公立博物館という文化施設としての性格上、50年・100年といった長期

目線が必要で、かつ他施設や民間などでは為しえない活動を敢えて意識して行うようにした。

これらは、たとえ組織が変わろうとも、予算が無くなろうとも、集う人々が去ろうとも、地球全体の遺産を後世に

伝える意義が不変である限り、必要なものと考えている。

これらが内容地味で評価されにくく、他の職員がやりたがらないことは承知している。短期的で派手で楽しくて

具体的数値が出る活動ばかりに偏る組織風土を改めないと、当該博物館組織に明るい未来は無い。

-------------ここまで---------------------

[追記2019年4月3日]

先日、見たくもない勤務評定結果を通達され、予定通りの減給だった。
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« 2018年度の活動ふりかえり | トップページ | 「上から目線」の構造　榎本博明 著 »

2019年2月 5日 (火)

原稿が遅れる人の心理

必要に迫られて原稿を書くのは、決して楽しい作業ではない。遅れることがあるのは仕方がないと思うが、さす

がに毎回遅れるとなると、それは何か別の要因がある（＝わざと遅れて出している）のではないかと考えざる

を得ない。

原稿が遅れる人は、決まって「自分は忙しい」と言う。たぶん、忙しい＝他人より偉い、という図式を思い込み、

とにかく自分は偉い人でなくてはならない(らしい)ので、（実際に忙しいかどうかは別として）他人から忙しく「見

える」ように工夫をする。SNS等で、今日あったこと（内容はガッカイとか、エライ人が集まる会議に出席とか）

をつらつらと羅列し、自分の偉さと忙しさをアピールする。「すごい人なのねー💛」と思ってもらい、また「遅れ

ててもいいから原稿を下さい」とか言われると、自分が特別扱いされている偉い人であることを直に確認でき

る。

一般的に「劣等感」と訳されるコンプレックスは、実際の能力（優等性・劣等性）とは全く無関係で、強いコン

プレックスを持っている人は、大人になっても幼少時の万能感を持ち続けている。つまり、心が成熟していな

いのである。しかし、つける薬が無いどころか、そういう人物がのし上がって高い地位に就き、ますます幅を利

かせるのが世の常だから、実に面倒くさい。

とある団体から原稿を頼まれた時、ものすごく執拗に催促の連絡が来たことがあった。締切の一週間前から

である。過去にたぶん、私と同じ職場の人に原稿を頼んで、なかなか出なくて困ったことがあったのだろう。自

宅の留守番電話にまで吹き込まれていて、子どもたちから「うちの父ちゃんは宿題をやらない人だ」と思われ、

はなはだ迷惑だった。原稿はもちろん締切前に出した。

多人数で本を作る機会があった。私は原稿を締切前に出したのに、予定していた全体分量がオーバーしたか

らという理由で、押し出されて載らなかった。そこまでなら仕方ないとも思うが、なぜか提出の遅れていた人物

が、書いたばかりの自分の原稿を押し込んでいた。「自分のほうが偉いんたぞ」と印象づけるには、恰好のシ

チュエーションだっただろう。群れの猿にでも生まれればよかったのにねえと思う。
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2019年3月22日 (金)

「上から目線」の構造　榎本博明 著

　標題の本。読もうと思いつつ、本棚に眠っていた。掃除していて見つけた。あっという間に読んだ。

https://www.nikkeibook.com/item-detail/26139

※読んだのは元バージョンで、今は新版が出ているらしい

　私はどういうわけか、とにかく偉そうにしている人が嫌いだ。

　本当に偉い人というのは偉そうにはしない。偉そうにしている人物は、実際は大したことないのに偉そうにし

ている、つまり「盛って」大きく見せようとしている。そういうところが嫌いなのかもしれない。

　実害が出ない限りは放っておけばいいのだが、こういう人物に限って、振り払っても振り払っても、しつこくま

とわりついてくる。自己顕示欲が異常に強いから何につけ、胸糞悪くなるような振る舞いを見せつけられる（多

くの人にはウソの演技がばれてないから、それもムカつく）。

　私の身の周りにはこれに該当する人物が何人かいて、そいつらを思い浮かべながら読んだら、実に胸がす

っきりした。

　奴らはつまるところ、自信がなかったり、自分が傷つくのを恐れているのだ。そういう目で「かわいそうな人だ

なあ」と思って付き合えばいい。ただ、こういう奴らを嫌うのは、自分自身にもそういうところがあるからなのか

もしれないとも思う。まあ、でもとにかく嫌いだ。

　後半は（たぶん本の本題からは外れて）コミュニケーションに悩む若者が多いことについて、深く解説されて

いた。

　「いまどきの若いやつらは」というのはいつの時代でもあったのだとは思うが、周りの人たちとのコミュニケー

ションの方法に悩む若者が多いっていうのは、どうしてこんなことになっちゃったのかなあと思う。親しい友達と

も本音を話し合えないなんて・・・。その理由が「そんなことを言ったら嫌われるかも馬鹿にされるかも」というの

だから、あきれる・・・。と言いたいが、本人たちは本当にそれで悩んでいるのだからしょうがないんだろうけ

ど。

　そういえば他人からどう見られるかを気にしている若者は、私たちの若い頃より多い気がする。公衆トイレで

鏡の前でじっと動かない奴も多い。「はよどけ、女々しいんじゃボケ」と怒鳴りたくなるが、それも今の時代なの

だろうか。

　本書は世代間ギャップの理解にプラスになったようには思うが、ほんとによくわからないなあとも思った。育っ

た時代や環境が違うからなのかなあ。もちろん、今の若者たちのほうがうらやましいなあと思う部分もあるか

ら、プラス／マイナスで総合的には昔から何も変わらないのかもしれないけど。
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熱いハートは現代の

私たちと同じ

限りなく大きな魂

-----------------

「自分の道」

褒められても 驕らずに

けなされても 腐らずに

自分の決めた 道を行く

他人（ひと）に流されない

強い心で

心を整え 真実を見極めて

黙って精進すれば

自ずと道は開ける

結果を恐れることはない

評価は求めるものじゃない

------------------------

「Ro-Byo-Shi」

老 病 死

老 病 死

人はいつかは必ず死ぬ

老 病 死

老 病 死

嘆いていても仕方がない

三途の川を渡る時

未練がましく振り返り

後悔の気持ち残すより

たった一度の人生を

力一杯過ごしたい

老 病 死

老 病 死

人はいつかは必ず死ぬ

老 病 死

老 病 死

嘆いていても仕方がない

ケンカばかりの毎日で

分からず屋だった

バカ野郎

老いてしまえば

弱いもの

諸行の無常を

涙する

老 病 死

老 病 死

人はいつかは必ず死ぬ

老 病 

老 病 死

嘆いていても仕方がない

愛した人も にくいアイツも

最後はみんな 息絶えて

葬られて 骨になる

身体は土に灰になる
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自分の強欲を反省する

   資本主義社会である限り、何をするにも経費が必要だ。

 　私は以前、競争的研究費を当てることに常日頃の心を傾けていた。それが研究者としてカッコイイと考えて

いた。調べていたことがまとまったら、ポイントにならない職場の紀要などではなく、評価される学会誌にできる

だけ出すようにした。投稿先が海外とかだと、「英語も出来る賢い人に見えるかも」などと狡いことを考えてい

た。もちろん学会発表など、自己顕示欲に基づいた活動にも余念がなかった。

 　研究費の採択通知が来た時は、それはこの上なく嬉しいものだった。「やっぱり私は優秀なのだ」というお

墨付きを、お金とともにもらうようなもので、それは金欲と承認欲が満たされる至福の瞬間だった。若いうちは

当然の方向性だと思っていたが、齢を重ねた今では、何と強欲に満ち満ちた、醜い行動をしていたのかと思う

ようになっている。日常の行動の目的がすべて、そんな目先の「点数稼ぎ」ばかりであっていいのだろうか？

    最近は外部資金の申請は出さないことにしている。上記のことだけが理由ではなく、大病を患ったことや、

研究者としての実力が無くて当たらなくなったことのほうが大きい。でもそんなもの無くても、死ぬまでに「すべ

きこと」は、すぐ傍らにたくさんある。

　あちこち飛び回って「忙しい、忙しい」と大きな声をあげながら、さらに多額の新規申請を毎年のように出す

人がいる。そのように得た資金で買った機材を全く使わなかったり、採択後すぐに飽きて、もう次の資金獲得

のことを考えている。

 　金欲と承認欲を満たすためだけの人生は残念だと思う。
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« 作詞のページ | トップページ | 日陰の花 »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/03/post-fbe1.html
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48Kのブログ

« 自分の強欲を反省する | トップページ | 幼い子供たちに »

2019年4月18日 (木)

日陰の花

サヨナラ逆転ホームランでヒーローインタビュー

満員の観客は大声援

そんな華やかな選手の影で

夜更けまでグラウンドの整備をしてる人がいる

 

スーパーで好きな物を買って

そのうちいらなくなったら ゴミ箱にポイ

そんな訳のわからんもんを処理して

清潔な社会を作ってくれてる人もいる

 

自分だけの幸せに浸って

有頂天になるな

世界はいろんな人が支えてる

日陰で咲いてる花もある

無理が祟って身体を壊し

ベッドの上で軟禁生活

こんなどこの 誰ともわからん奴のために

僕の車椅子を押してくれる人がいる

 

余命の日数を宣告され

この世の残りを指折り数える

そんな絶望的な状況に置かれても

笑顔で前向きに生きている人もいる

自分だけが不幸と嘆いて

卑屈になるな

世界はいろんな人が支えてる

日陰で咲いてる花もある

 

 

2019年4月18日 (木) 作詞 | 固定リンク

« 自分の強欲を反省する | トップページ | 幼い子供たちに »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

« 自分の強欲を反省する | トップページ | 幼い子供たちに »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2019/04/post-859d.html
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48Kのブログ

« 日陰の花 | トップページ | 十虫十色 »

2019年4月20日 (土)

幼い子供たちに

 

無邪気に泣く幼い子供たち

あんな風にできたらと思う

大人になったら泣きたくても

泣けない時が多いから

 

昔はドラマや映画を見ても

泣いたりすることなど無かった

それは恥ずかしいとも思ってた

今は自然と涙が出る

悲しみを共鳴する心を持ったから？

 

あの世に行った祖父や祖母

いつもとても暖かかった

そんな優しさに甘えられて

豊かな心を育ててもらった

思い出すと涙が出る

 

あの頃の祖父母のように

幼い子どもたちに

今の自分が優しくして

あげられたらいいな

 

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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2019年4月20日 (土) 作詞 | 固定リンク

« 日陰の花 | トップページ | 十虫十色 »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

« 日陰の花 | トップページ | 十虫十色 »

コメント

コメントを書く
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48Kのブログ

« 幼い子供たちに | トップページ | 「近江」の地名由来 »

2019年4月28日 (日)

十虫十色

人それぞれの 生き方があるように

虫たちも それぞれの生き方で

今日までいのちをつないできた

 

泳ぎっばなしの生活も悪くない

地下深くにも食べ物はある

アリが来るまで待っている

 

虎穴に入って虎子を得る

うんこだって おいしいぜ

砂漠だって住めば都さ

 

 

2019年4月28日 (日) 作詞 | 固定リンク

« 幼い子供たちに | トップページ | 「近江」の地名由来 »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

« 幼い子供たちに | トップページ | 「近江」の地名由来 »

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 十虫十色 | トップページ | やりたいことをやれ »

2019年6月10日 (月)

「近江」の地名由来

人名や地名に「おおみ」「おうみ」とあって、どちらも実質的には同じ発音。漢字では「大見」「近江」「逢見」と多

種多様で、おそらく読み方が古くからあって、後年の漢字の当てはめ方がまちまちだったのだろう。

滋賀県を表わす「近江」は「淡海」（あはうみ）が語源であるという定説があるが、そんなことはなく、琵琶湖そ

のものをダイレクトに差す「大水」（おおみ）なのではないかと、ふと思った。

検索してみたら、同じようなことを思った方が世の中におられるようで、うれしく思った（下記ブログ）。

https://baba72885.exblog.jp/15866492/

2019年6月10日 (月) 地名由来 | 固定リンク

« 十虫十色 | トップページ | やりたいことをやれ »

「地名由来」カテゴリの記事

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会）(2021.05.08)

「コマ」と「ヤマ」：山の語源(2021.05.06)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について(2021.05.05)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

« 十虫十色 | トップページ | やりたいことをやれ »

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 「近江」の地名由来 | トップページ | 【地名ノート】「江」（え）と「吉」（よし）の意外なつながり 〜比叡山から住之江まで〜 »

2019年6月10日 (月)

やりたいことをやれ

若いうちはやりたいこと

徹底的にやればいい

心が納得するまで

何が正しいか

何が間違いか

今はわからなくていい

前に進めなくなった時

きっと自分の限界を知る

その時 必ず人に

やさしくできる

2019年6月10日 (月) 作詞 | 固定リンク

« 「近江」の地名由来 | トップページ | 【地名ノート】「江」（え）と「吉」（よし）の意外なつながり 〜比叡山から住之江まで〜 »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)
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48Kのブログ

« やりたいことをやれ | トップページ | 彦根山の山岳信仰 »

2019年6月13日 (木)

【地名ノート】「江」（え）と「吉」（よし）の意外なつながり 〜比叡山から住之江ま

で〜

   比叡山は卓越した叡智ある、仏教の聖地らしい名前だと思っていたが、元は「ひえ（の）山」と呼ばれていた

のを、平安時代の最澄がカッコよく漢字を当てはめたものらしい。その「ひえ山」の礼拝所が日吉大社（ひよし

たいしゃ：大津市）である。

 

    「吉」の漢字は「え」と読ませることがかつては多かったと見えて、例えば恵方巻の「えほう」は本来は「吉

方」だ。日吉（大社）も元は「ひえ」だったのだろう。

 

    大阪市南部の「住之江」と「住吉」は元は同じらしい。住之江区には「すみえ（墨江）」という地名も残る。当

然、「すみえ」が先で、漢字に引きづられて後で出来た読み方が「すみよし」である。私はこれまで、「住」吉の

海岸部で住之江だと思っていた（住之江区は1974年まで住吉区の一部だった）が、どうも本来の順序は逆だ。

 

     「すみえ」という地名は、下記のようなところがあった。

住江町（東京都青梅市）

須美江町（宮崎県延岡市）

住江（大分県宇佐市）

 

   このように、「江」と「吉」のつながりが見えてくると、下記の人名・地名も実は兄弟関係にあるのではないか

と思えてくる。

江田↔ 吉田

江川↔ 吉川

江本↔ 吉本

江原↔ 吉原

 

   「住吉」が逆転した「吉住」さんもいるが、「吉」を「え」に置き換えた「江住」、さらには「江角」「江隅」という人

名もある。中国道にある吉川（よかわ）や、歌手の吉川（きっかわ）晃司さん、なんかも繋がってくるのかもしれ

ない。

2019年6月13日 (木) 地名由来 | 固定リンク

« やりたいことをやれ | トップページ | 彦根山の山岳信仰 »

「地名由来」カテゴリの記事

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会）(2021.05.08)

「コマ」と「ヤマ」：山の語源(2021.05.06)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について(2021.05.05)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)
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【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）
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48Kのブログ

« 【地名ノート】「江」（え）と「吉」（よし）の意外なつながり 〜比叡山から住之江まで〜 | トップページ | 多賀さんと田中さん »

2019年6月17日 (月)

彦根山の山岳信仰

琵琶湖の東には、平野の中に島のように浮かぶ山がいくつもある。たぶんどれも、野洲の三上山（近江富士）

のように、かつては山岳信仰の対象だっただろうと思っていた。

現在、彦根城が立つ彦根山の上は、彦根寺という寺があったらしく、築城された江戸時代以降、麓に移された

そうな。現在は北野寺（真言宗豊山派）といい、役行者の木造（室町時代）がある。かつてはやはり山岳信仰

の山であったようだ。

かつての山岳信仰の対象だった時代のことは、その後の歴史が上塗りしてしまってているが、おそらく安土城

の安土山もそうだろう。繖山には観音正寺（天台宗）が現存し、聖徳太子と関わった由来が伝わっているとい

うが、それ以前からの霊場を仏教寺院に置き換えたものだろう。

北野寺の山門。

2019年6月17日 (月) 歴史, パワースポット, 仏教 | 固定リンク
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「歴史」カテゴリの記事

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

【本の感想】「古代遺跡と神山紀行」井上 香都羅  (著)(2020.08.10)

彦根山の山岳信仰(2019.06.17)

人工のブナ林？(2017.10.23)

「パワースポット」カテゴリの記事

彦根山の山岳信仰(2019.06.17)

淡路島の山岳信仰(2018.05.03)

「仏教」カテゴリの記事

【読書の感想】「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」(2019.10.21)

科学は煩悩か？(2019.10.21)

彦根山の山岳信仰(2019.06.17)

世の中はいつも変っているから頑固者だけが・・・(2018.12.14)

「魂のゆくえ」 南直哉 さん(2018.12.03)
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48Kのブログ

« 彦根山の山岳信仰 | トップページ | 岩橋山の呼称由来 »

2019年6月26日 (水)

多賀さんと田中さん

　「神戸の地名由来」（こちら）で、カンベとカンナベが助詞（連体修飾を示す省略可能な格助詞「な」または

「の」）の有無の関係にあること、また同様に・・・

 

渡部（わたべ）⇔渡辺（わたなべ）

田部（たべ）⇔田辺（たなべ）

川辺（かわべ）⇔川那部（かわなべ）

 

などが姉妹関係にある地名・姓であること、に気づいた。

 

　芋ヅル式に、他の例を考えてみると、いろいろ出てくる。

 

三尾（みお）⇔箕面（みのお）

瀬尾（せお）⇔妹尾（せのお）

三和・三輪（みわ）⇔箕輪（みのわ）

壬生（みぶ）⇔身延（みのぶ）

須田（すだ）⇔砂田（すなだ）

井本（いもと）⇔稲本（いなもと）

井田（いだ）⇔稲田（いなだ）

三上（みかみ）⇔水上（みなかみ）

水戸（みと）⇔湊（みなと）

香川（かがわ）⇔神奈川（かながわ）

三島（みしま）⇔箕島（みのしま）

佐田（さだ）⇔真田（さなだ）

粟生・阿尾（あお）⇔穴生・穴太（あのお）（関連記事こちら）

津田（つだ）⇔角田（つのだ）

 

　それでいくと、多賀（たが）と田中（たなか）は姉妹関係にあるのではないだろうか。

 

「た」のある処＝たか・たなか

 

「た」は何だろうか。田中（田仲）姓につられて、当然のごとく「田んぼ」と考えられ勝ちだ。「田んぼの中に家が

あったから田中さんになった」というのが定説なのだろうが、何か違うような気がしている。
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岩橋山の呼称由来

関西特有の尊敬語に「〜はる」がある。

使用例：「校長先生が言わはった」

意味：校長先生がおっしゃった

「せんせ ほんまにほんま」 古市カオル作詞・古市哲太郎作曲 

https://www.youtube.com/watch?v=iMAR4zTKQt4　

想像するに、これは古語の「おはす」（敬語の「いらっしゃる」の意味）から現代に繋がる表現ではないかと思っ

ている。

使用例：「竹の中におはするにて知りぬ」（竹取物語）
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ところで、神の依り代である「岩」に対しても、やはり尊敬語を用いる必要があっただろう。

岩橋山（大阪府河南町／奈良県葛城市）の呼称由来について考えていたが、岩が「いらっしゃる」という意味

の「いわはし」（いわはせ）が元になっているのではないだろうか。

「いわはし山」は他にもあって、有名なところでは会津の磐梯山がそうである（現代では音読みされているが、

地元には磐梯[いわはし]神社もある）。

岩橋山の呼称由来について、役行者と関わる尤もらしい（？）説明がなされている（下記）が、やはり「橋」「梯」

という漢字に引きずられた解釈なのではないかと思う。

岩橋山フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%A9%8B%E5%B1%B1
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« 岩橋山の呼称由来 | トップページ | ゆっくりでいい »

2019年7月14日 (日)

亀の甲より年の劫

私の人生に秋風が吹いている

身体があちこち痛い　物忘れも激しい

素早く反応することもできない

若いころにはできたのに

 

でも逆にできるようになったこともある

若い人が考えていることはだいたいわかる

自分にもそんなことがあったなあ

いっぺん全力でぶつかったらええねん

 

相手の気持ちに立てるようになった

判断に迷わなくなった

何ごとにも達観できるようになった

亀の甲より年の劫
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ゆっくりでいい

裏技なんか使わない

ターボエンジンふかさない

音速旅客機には乗らない

お急ぎ便は使わない

ゆっくりでいいから焦らずに

ただ地道に着実に

信じた向きを定めて

道の真ん中を進もう

千里の道も一歩から

疲れたのなら休めばいい

夜道には日暮れなし

暗くなったら寝ればいい
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48Kのブログ

« ゆっくりでいい | トップページ | 若者に告ぐ »

2019年8月29日 (木)

人間の愚

戦場に行って人の殺し合いをするって

ほんとにやらなきゃならなかったの？

あの子は自ら命を絶つ決断をするまで

なぜ追い詰められちゃったの？

果てしない欲に支配された

人間の心の愚かさよ

反省は活かされなかった

何度も何度も繰り返す

かけがえのない個性を潰されてまで

その無意味な規則を守らなきゃならないの？

最後のひとつが無くなるのがわかってても

採り続けるのをやめなかったの？

果てしない欲に支配された

人間の心の愚かさよ

反省は活かされなかった

何度も何度も繰り返す

 

2019年8月29日 (木) 作詞 | 固定リンク

« ゆっくりでいい | トップページ | 若者に告ぐ »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 人間の愚 | トップページ | まずは自分が笑おう »

2019年8月29日 (木)

若者に告ぐ

損得だけで判断するな

勝ちにも負けにもごだわるな

回り道をしたらしたで

得られるものは必ずある

うそをついて その場だけ

切り抜けられたつもりでも

回りまわって 災いが

自分の身に 降りかかる

バカ正直と言われても

疑うことなく信じよう

結果が出ないと言われても

焦ることなく続けよう

真心から発した言葉

だけが相手の心に届く

うわべだけの美辞麗句を

並べてみても仕方ない

目の前の点数稼ぎをするな

注目ばかりを浴びようとするな

立派な心を育んで

模範と言われる人になれ

2019年8月29日 (木) 作詞 | 固定リンク

« 人間の愚 | トップページ | まずは自分が笑おう »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 若者に告ぐ | トップページ | 俺の背中 »

2019年9月 2日 (月)

まずは自分が笑おう

前を向いて生きるために

まずは頭をあげよう

他人を笑顔を見るために

まずは自分が笑おう

暗いニュースばっかりで

晴れやかな気持ちにはなれないけど

ひとりひとりの心がけが

世の中を明るくできるはず

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月 2日 (月) 作詞 | 固定リンク

« 若者に告ぐ | トップページ | 俺の背中 »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« まずは自分が笑おう | トップページ | 科学は煩悩か？ »

2019年9月 2日 (月)

俺の背中

若い奴らにゃ ごにゃごにゃと

小言なんかを垂れないで

黙って汗水 流している

俺の背中を見せれば良い

浮き足立って夜更けまで

呑んで騒いで踊ってる

奴らなんかにゃ目もくれず

自分のやるべきことをやる

儲けの額が少ないからと

新しいことに移るより

今の仕事を貫き通す

世のために必要だから

仕事の価値は評価とか

華やかさでは測れない

石の上でも３年間

座っていたら分かるだろ

2019年9月 2日 (月) 作詞 | 固定リンク

« まずは自分が笑おう | トップページ | 科学は煩悩か？ »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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科学は煩悩か？

　これまで「仏教」と聞くと、宗教で難しそうで面倒くさそうで、中身を知ろうという気があまりなかった。そんな

中、みうらじゅん氏の「マイ仏教」（新潮新書, 2011年）は、ウルトラマンやジョンレノンやアントニオ猪木が登場

してきて、とても愉快な入門書で、何度も繰り返し読んでしまった。

　この本の中でも触れられている下記の点については、私もみうら氏と同じような疑問を抱いた。すなわち、人

類がこれまで文化や科学を構築してきたのは、釈迦が持つべきではないと述べた「執着」「煩悩」「妄執」があ

ったからではないのか。「かっこいい」と思ったからこそ素晴らしい仏教美術が残せたし、「楽ができる」と思っ

たから便利な新しい機械を作り出した。

　私はしばらく考え込んで、今はこのように解釈している。すなわち、他との関係の中で「我」が「中道」から逸

れて、極端な形で出始めた時点でアウトということである。たしかに「かっこいい」は人類普遍の芸術を生みだ

す源である。しかし、それによって「もてたい」と思うのは、過剰な欲だろう。先生とか親とか好きな人から「ほめ

られたい」という承認欲も、人の能力を高めるための原動力であるものの、他人を出し抜いて自分だけたくさ

んほめられたいと思い始めては、道から逸れることになる。

　「高い学歴を得て他人との差を確固たるものにし、優越感を得たい」「競技会でより高い結果を見せつけて、

相手を挫きたい」「多くを犠牲にしてでも、自分だけが儲かりたい」・・・。このような過剰な欲に基づいて行動す

ると、そこに執着の念が生起する。回りまわって自分を不幸に導くことにもなる。

　身近なコミュニティはもとより、地球あるいは宇宙全体に対して共同体感覚を持ち、慈愛の心をもって他者貢

献をすることが幸せへの道だ、とアドラー心理学でも述べられている。まずは世界中の人間全員、さらには地

球に生きる生物がすべて、上下関係でなく横の関係で平等あることを理解することから始めようと思っている。
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【読書の感想】「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」

【読書の感想】

「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」

　　　　　アラン・S・ミラー　パンローリング株式会社、2019年　

 

　「日頃の仕事にせよ、行動にせよ、すべてお前は女にもてたいからなんやろ？」と言われたら、そうなのかも

しれない。そういえば、昆虫も含め動物はみんな、それ（だけ）が目的で生きているように見える。また（職場の

同僚を含む）研究者仲間には、「学会で発表して自慢するぞ」「人をいっぱい集めてそこで目立ってやる」「資

金を得るために偉い先生から褒めてもらうぞ」 と鼻息の荒い、欲の塊みたいな行動をとっている人物も多く、

そんな奴らを見てたら、つまるところ、そういうことなのかという気もしてくる。そして結果的に、そういう奴らが

得をしているようにも思える。

 

　だが対照的に、仏教の教えでは、欲を求めてはいけないという。性欲、金欲、ぜいたくな暮らし・・・、それらを

求める心を修行によって戒め、禅によって断じ、利己的な行動ではなく他者への貢献をすることが 、人間が心

の安寧を得るために必要であるという。昨今広く知られるようになったアドラー心理学でも、類似のことが言わ

れている（以前、似たようなことを書いたことがある。こちら：「科学は煩悩か」）。そんなことをしてたら、進化心

理学的には「適応的」ではない。なのに、それが人として生きる正しい道なのだろうか。

 

　さしあたり、本能に従い欲を求めて生きるべきか、それとも自分の命がつながってきた過程を否定してでも

欲は断じるべきなのか？、私にはわからずにいる。

 

※追伸 2019/10/22

    進化心理学では説明できないことがあることを筆者らは認めている。繁殖適応的でない同性愛者、国家の

ために命を捧げる兵士（特攻隊など：イスラムによる自爆テロについては説明があった）の存在。

   禅僧や雲水も、そのような「説明できない対象」なのだろうか？
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川選書)　小畑 弘己 (著)　2018年 »

2019年10月31日 (木)

コマクサの呼称由来

　高山植物の女王＝コマクサというのがあって、たしかに馬のように面長（？：写真）だが、馬が今より身近な

存在だったのだとしても、この姿の花にそんな名前を付けるかなあ。

 コマクサ。北海道ウペペサンケ山にて、2009年。

　「駒ヶ岳」という山が中央アルプス・南アルプス・秋田県など各地にある（下記リストでは、北海道から福井県

まで20もある）。どれも「山の形あるいは雪形を駒（子供の馬）になぞらえた」からというが、 なにか不自然だと

思う。 

ウィキぺディアの「駒ヶ岳」　同名山のリストと由来の説明

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%92%E3%83%B6%E5%B2%B3  

--------------------------------------------

　コマは山（とりわけ高い山）のことではないだろうか。
 

　

　関西にも生駒山というのがあって、大阪周辺ではどこからでも見える、とりわけ高い山だと思う（「イ」は何

か？と言われればわからないけど、何か接頭語の類？）

　そして、「コマ」はクマ（熊）と同様、自然（山岳）崇拝の頃の名残で、神（カミ）と同源なのだと思う。どうだろう

か。

------------------------------

※追記

　ツガ類につくカサアブラムシを調べていた時期があったが、高山に生えるツガを低山のツガと区別して「コ

マ・ツガ」→コメツガ、となったではないだろうか。葉が小さくて米になぞらえたという（下記HPほか）が、これも

何か不自然だと思う（コメツツジも同様）。

森林総研のHPより。

https://www.ffpri.affrc.go.jp/snap/2013/8-kometsuga.html  

※コメツガが北海道にない理由が書かれていて興味深い。

------------------------------

※追記（2020/7/10）

日本列島にすんでた人が初めて馬を見たのは古墳時代という。山の名前はもっと古いというのが私の見解で

ある。

蒲池 明弘『「馬」が動かした日本史』（蒲池 明弘）文春新書

https://books.bunshun.jp/articles/-/5265
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＜本の紹介＞「昆虫考古学」(角川選書)　小畑 弘己 (著)　2018年

　私は今の便利な世の中に暮しながら、「縄文時代には人々はどんな暮らしをしてたんだろうか」としばしば夢

想する。日本列島の人の歴史は、時間スケールに直せば、半分弱が旧石器時代で半分弱が縄文時代、弥生

時代～現代はごくわずかでしかない。

 

　よく言われているのは、縄文期には（たぶん野尻湖の旧石器時代も）、人々は狩猟採集の生活をしていたか

ら、みんな互いに争うことなく、得られた食べ物を平等に分け合って食べていたのではないかということ。生活

はとても困難が多かったに違いないが、きっと「心」は現代の私たちより平穏で豊かだったという、想像という

か確信に近いものがある。縄文の資料館に並ぶユーモラス形な遺物を見ていると、そのような思いをさらに強

くする。

　このころ、どのような昆虫がいたかについて、遺跡の土から産出する断片を同定するぐらいのことしか思い

つかない。これまで、宮武頼夫氏や森勇一氏ら、本グループメンバーを中心に各地でデータの蓄積がなされて

きたが、本書を著わされた小畑氏は、縄文土器に付いている圧痕からコクゾウムシを始め、さまざまな昆虫を

検出し、当時の虫や人の暮らしぶりを明らかにした。コクゾウムシが縄文期にクリを食べていたというのは、実

に目から鱗である。

　さらにびっくりしたのは、クロゴキブリの卵鞘の圧痕が、４０００年前の宮崎県・本野原遺跡の土器から見つ

かったという。クロゴキブリの外来説は定説となっているし、私も当然ながらそうだと思い込んでいた。「あんな

奴、もともと日本にいなかった」ことにしたいだけかもしれないけど・・・？

　著者は、縄文土器は（昆虫の情報をたくさん集める）「ゴキブリホイホイ」だと称しておられるが、ここまで新た

なことをいろいろ知ることができるのであれば、まさに時空を超えた「魔法の壺」だとも思えてくる。

　そのほか、海外の諸論文にも多く触れられていて、くわしい研究事情が日本語で読めるのはたいへんありが

たい。葬送昆虫考古学、昆虫食、貯穀害虫とその防除などを見ていると、衣食住を基本とした人々の生活

は、洋の東西を問わず同じだと感じる。

＜野尻湖昆虫グループ連絡誌「うんころがし」128号に掲載＞
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【読書】「アドラーに学ぶ　よく生きるために働くということ」（岸見一郎）ベスト新書

【読書】「アドラーに学ぶ　よく生きるために働くということ」（岸見一郎）ベスト新書

　

　「なぜ働いているのか？」と聞かれたら、「食べるため」「ほんとは遊んで暮らしたい」と答えると思う。でも、自

分に何ができるかを考えた上で、社会の中の歯車のひとつになろうと思ってはいた。働くことの本質は、生き

ることと同じ意味なのかな、と思っていた。

　アドラー心理学の解説本の中で、この本は岸見さんご自身の経験からの人生観・仕事観が中心に述べられ

ていて、一気に読んでしまった。心臓を患って人生観が変わったところなど、たぶん著者と通じるものがあった

（というと偉そうで僭越だが、たぶんあるんだと思う）。病院の病室で、このまま死んでいくのかという無常観と

か、とはいえ目の前の仕事をあれこれ片づけないといけない焦りとか、は経験しないと分からないことだと思

う。

　欲に満ち満ちていたころ（こちら）は、目の前のことが「自分にとって得になるかどうか」ばかり考えていた。

競争によって自分が人の「上」に立とうとしていた。だから誰もがやりたくない思う＝つまらない＝ことは、自分

がやるには無駄な時間で、それは「下」の人間のやることだと思っていた。

　アドラー本を読み始めてから３年余り、共同体への貢献感が大事だと、今はだいぶ思えるようになった。人

の間に上下が無いことを理解できれば、地味な作業も継続できる（残念ながら、苦も無く心途切れない境地に

までは達してないが）。点数稼ぎばかりしている奴が目立って得をしているように見えても、そんなものは一夜

限りの打上げ花火でしかない（仏教でいう「空」の概念か？）。損得勘定で生きる俗世間から抜け出し、自らの

内から促され滲出するもの（仏性と言うべきか？）に従って行動することが、共同体への貢献感と自らの幸福

感を得ることができる。

　自らが進んで周囲を変えていく、という点も触れられていた（仏教の「一隅を照らす」か？）。私ももう組織の

中で古手の人間になったので、それを理解しない職場風土（本書でも例示されている”承認欲を得ること”が目

的で出世欲の強い「上」、点数稼ぎに躍起になる「下」、の奴ら）に対し、黙って自分の背中だけを見せて（こち

ら）示すのも、自分の役目のひとつなのだと思っている。そして、もし変えることが及ばず明日辞めることにな

っても「後悔の気持ちは無い」と断言できる。その「勇気」（本書より）はもう既に持ち合わせている。

　「自分の力を活かすことで貢献感を持てる仕事をしなければ、自分に価値があるとは思えません。自

分の力を活かせない職場に居続ける意味はありません」（本書より）

　人生の目的は、いわゆる出世や金銭や（狭い意味での）業績ではないのだ。

（※「負け組の言い訳」だと思うなら、そう思えばいい）
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メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

« ＜本の紹介＞「昆虫考古学」(角川選書)　小畑 弘己 (著)　2018年 | トップページ | 啓蒙する人 »
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48Kのブログ

« 【読書】「アドラーに学ぶ　よく生きるために働くということ」（岸見一郎）ベスト新書 | トップページ | オススメしません：21時間、闘う方

法 »

2019年12月19日 (木)

啓蒙する人

学芸員が学んだ様々な知識を一般に広めることは、博物館の大きな役割のひとつである。かつては「啓蒙」活

動とも呼ばれていたが、最近では「普及」とか「啓発」という言葉に置き換えるように必ず言われる。上から下

へという、やや差別を帯びたニュアンスがあるからだと思われる。

https://career-picks.com/business-yougo/keimo/  

かといって、使ってはいけない言葉かというとそうでもない。「〇〇先生は私たちに啓蒙された」という具合に、

敬語として上下に使う場合には問題なかろうと思う。

身近なとある施設には、上から目線の記事しか書けない人がいる。こういうプライドの高い人は、「啓蒙」活動

をしていると断言してもいいのかもしれない。

（※プライドとコンプレックスは全く同じもので、人間として生まれてきたからには、持つ必要がないモノです）

2019年12月19日 (木) 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 【読書】「アドラーに学ぶ　よく生きるために働くということ」（岸見一郎）ベスト新書 | トップページ | オススメしません：21時間、闘う方

法 »

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)

意識の高い方のご様子。

これを書いてるご本人が一番高いプライドとコンプレックスをお持ちのようです。まずはそこを認めることから、自分を解き放っていき

ましょう。

投稿: 通りすがり | 2020年2月 1日 (土) 07時58分

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 啓蒙する人 | トップページ | 幸せはどこにある？ »

2020年1月24日 (金)

オススメしません：21時間、闘う方法

「♪24時間は闘えますか～♪」

かつての精力剤のテレビコマーシャル。そんなビジネスマンがいたらすごいと思ったものだが、それは無理に

しても、21時間労働／3時間睡眠は2014年の夏にやったことがある。私がサボってたわけでもないのに、他人

のいろんなシワ寄せが集中し、なぜか 後は私だけが、真夜中に走り回っていた。

21時間、闘う方法としては、まず寝床を準備して、体力ギリギリまで働く。そして、「もういよいよダメ」という時、

目覚まし時計を３時間かけてバタッと寝る。

人の睡眠サイクルは90分（１時間半）なので、この２サイクル分（３時間）でガバッと起きる。そして21時間、闘

う。

幸い、私のこの「21時間労働」は連続5日間程度で済んだが、これが１週間とか10日とか続いたら、人は死ぬ

かもしれないことを実感できた。

その代償は大きかった。たぶんこれで身体を壊し、翌年たおれて救急車で運ばれ、その翌年に２回目たお

れ、さらに２回の心臓手術。脱線して暴走して、ぶつかって止まって今に至って後悔する。

身体を壊すというのは、花瓶が粉々に割れてしまう感じ・・・。機械が壊れて部品を取り替えて、というのとはだ

いぶ異なる。元通りには戻らない。

身体は大切にしよう。

2020年1月24日 (金) 心と体 | 固定リンク

« 啓蒙する人 | トップページ | 幸せはどこにある？ »

「心と体」カテゴリの記事

長所／短所「受入れ」の教育を(2021.05.31)

自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～(2021.03.15)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

オススメしません：21時間、闘う方法(2020.01.24)

【読書の感想】「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」(2019.10.21)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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コメントを書く
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無料ブログはココログ！
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いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« オススメしません：21時間、闘う方法 | トップページ | なってもた »

2020年2月 8日 (土)

幸せはどこにある？

人はなぜいつまでも

幸せを感じられないのだろう

一生けん命　勉強をして

時間を惜しんで努力して

なりたい夢をかなえた人も

眉間にシワを寄せている

人はなぜいつまでも

幸せを感じられないのだろう

平和な時代になったのに

便利な物ができたのに

通勤電車の人々は

なんだかみんな悲しそう

高いところを探すから

叶わぬ夢を見てるから

意外に近くにあったとしても

なかなかそれに気づかない

2020年2月 8日 (土) 作詞 | 固定リンク

« オススメしません：21時間、闘う方法 | トップページ | なってもた »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：
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コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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48Kのブログ

« 幸せはどこにある？ | トップページ | プレイヤーの詩 »

2020年2月12日 (水)

なってもた

「若モンの歌はわからん」と

昔の歌を聴いている

おっさんダサいと思てたけど

自分がそれになってもた

なかなか機械の使い方を

覚えられないばあちゃんに

幼心にイライラしたけど

自分がそれになってもた

白髪増え　シワも増え

大事なことを忘れちゃう

腰が痛い　首が痛い

何にをするにも「よっこいしょ」

近所の人目をはばからず

部屋着のままで出歩いて

オカンみっともないなって　でも

自分がそれになってもた

苦痛でしかない　オヤジギャグ

これでもかと　しつこい駄洒落

そのセンスがわからなかった　でも

自分がそれになってもた

肩がこる　膝が痛い

新聞の文字が読めない

肌乾く　トイレ近い

流行語の意味わからない

2020年2月12日 (水) 作詞 | 固定リンク

« 幸せはどこにある？ | トップページ | プレイヤーの詩 »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて
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携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する
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【作業用メモ】大阪市立自然史博物館昆虫研究室が1979年に行なったネパール遠

征の訪問地

 

ネパール1979

地図データ ©2022 Google 利⽤規約 5 km

1979年

4月27日：Balaju Water Garden (alt.1500m)

4月28日：Godawari （alt.1540m）→Ｍｔ．Phulcoki

４月29日：Gokarna Forest (alt1370m)

4月30日：Sundarijal (alt.1450m)→貯水池(alt.1680m)でキャンプ

5月1日：貯水池→Okhren(alt2300m)でキャンプ

5月2日：Okhren→Mt.Shiwapuri (alt.2580mでキャンプ)y

5月3日：Mt.Shiwapuri山頂(alt.2732m)→Okhren

5月4日：Okhren→Sundarijal(alt.1450m)

5月5日：Kakani Hill

5月6日：Godawari→Mt.Phulcoki山頂(alt.2762m)

 

参考文献：

宮武頼夫・加納康嗣・谷幸三・土井仲治郎・冨永修・馬野正雄・春沢圭太郎・桂孝次郎 (1979) カトマンズ周辺

の初夏の昆虫をたずねて。ちょうちょ 2(11): 38-57.
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テントウムシ類の生活史

「たまごとたね」展を開催したとき、大型のテントウムシの卵が得られなくて苦労したことがある。

テントウムシ類の生活史をまとめてみた。

 
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

旬 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

ナ

ナ

ホ

シ

テ

ン

ト

ウ

卵 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●                           ● ● ● ●

幼虫 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●                       ● ● ● ●

蛹 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●                         ● ● ●

成

虫

活

動
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●                 ● ● ● ● ●

休

眠
                                ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●        

ナ

ミ

テ

ン

ト

ウ

卵                   ● ● ● ● ●                         ● ● ● ●

幼虫                       ● ● ● ● ●                         ● ●

蛹                           ● ● ●                           ●

成

虫

活

動
                      2 2 2 2 1 1 1               1 1 1 1 1

休

眠
                                1 1 1 1 1 1 1 1 1          

カ

メ

ノ

コ

テ

ン

ト

ウ

卵                               ● ● ● ●                      

幼虫                                 ● ● ● ●                    

蛹                                     ● ●                    

成

虫

活

動
                                      ●     ※              

休

眠
★ ★ ★ ★ ★ ★                                                

ハ

ラ

グ

ロ

オ

オ

テ

ン

卵                       ● ？ ？                                

幼虫                         ● ● ● ● ●                          

蛹                             ？ ● ？                          

成

虫
活

動
                      ？ ● ● ● ● ● ●                        

休 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？               ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？
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流れる時の中で

みんなが乗っているバスに

乗り遅れたからといって

焦る必要はない

歩いていけばいいじゃないか

絶望感に襲われても

それはほんの一時的なもの

いつか「いい思い出だったな」と

振り返れる日がきっと来るよ

流れる時の中で

私たちはもがき苦しみ

悔やんだり夢みたり

心震わせるけど

それは後の祭りだったり

一寸先は闇だったり

自分だけの力では如何ともしがたいこと

だからくよくよ考えても仕方ないって
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« 流れる時の中で | トップページ | 弥山の呼称由来 »

2020年7月 4日 (土)

矢野さんの由来

阪神タイガースの矢野監督は２年目。コロナの影響で開幕がずれ込んだ今シーズンは2勝10敗と、目もあてら

れない戦績。「がんばってください」としかいいようがない。

 

ところで、滋賀県北部、長浜市西浅井町に「岩熊」というところがある。ここは「いわくま」ではなく「やのくま」と

呼ぶのである。祖父母の家が近かったので、幼いころから「変な読み方だ」「誰かひねくれた人がそんな変な

読み方を無理やり付けたのか」と思っていた。

 

しかし今は、おそらくこちらが由来を示すものではないかと考えるようになった。元々は「いわのくま」、意味を

保持しながら漢字をあてたのはむしろこちらで、別の字をあてた（たとえば好字の二文字で「矢野」として地名

を省略してしまう？）のは、後年のことではないだろうか。

 

助詞の「の」を省略したパターンなら、「いわくま」→「やくま」となる。矢熊は静岡県伊豆市にあるほか、大阪府

岬町に矢熊橋という橋があるらしい。

 

さらに生駒（いこま）というのも派生パターンかもしれない。文字の無かった時代が長く続けば、そういう訛化は

十分あり得る。

【追記2020/7/5】

・「矢野」さんと姉妹関係にある姓としては、まず「岩野」さん、さらには「石野」さんも考えられるだろう。

・「岩田」さん・「石田」さんと「やた」（＝矢田、八田）さんも姉妹関係か。ならば「谷田」さんもそうなるのではない

だろうか。
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« 矢野さんの由来 | トップページ | 「岩手」と「枚方」の地名由来 »

2020年7月 9日 (木)

弥山の呼称由来

弥山（みせん）という山は西日本あちこちにある。広島県宮島や大峰山脈のものがまず思いつくが、その他の

も有名山塊（大山、石鎚山）の一部に付けられるなど、山岳信仰に基づく霊験あらたかな山の名前である。仏

教の聖地、インドの須弥山に基づくというのが定説である。

岩（いわ）→矢（や）の訛化（こちら）の検証をしているうちに、下記に気づいた。

岩山（いわやま）が訛れば「ややま」になるが、「やまま」と呼ばれる山はないぞ、と思っていた。いや、「弥山」

はそう読めるではないか。

「弥山」は「御山」「深山」と書かれたことがあるという（こちら）が、 「弥山」という表記のほうが古いのではない

だろうか。

大阪府能勢町に「深山」（みやま）があるが、こちらも実は古くは「弥山」？

宮島の弥山にある看板

頂上に巨岩とツガの樹があり、いかにも霊山。「岩山」と呼ばれてた？

（2008年11月23日）
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« 弥山の呼称由来 | トップページ | 【本の感想】「古代遺跡と神山紀行」井上 香都羅  (著) »

2020年7月10日 (金)

「岩手」と「枚方」の地名由来

バスガイドの物まねギャグで「右手に見えます一番高いのは中指でございます」というのがあるが、方向を指

すのに「〇〇手（て）」を使うことがある。上手とか下手とかも言う。

 

岩手県の岩手は「岩（いわ）の方向（にあるところ）」という意味だと思う。岩と山はごっちゃになることがあり、こ

の場合は岩手山だろうか。ほか和歌山県にも岩出というところがあるが、「いわ」が何かはわからない。根来

寺に何かあるかと思ったが無さそう。

 

他方、「〇〇かた」という言い方もしたと思われる。大阪府枚方市は「ヒラの方向（にあるところ）」という意味だ

と思う。ヒラとは大きな岩、今の獅子窟寺のことではないだろうか。（→景観的には観音岩のほうが相応しい

か？：追記20200710）

 

神の降臨する山が「かんなび」だったり「みもろと」だったりで、同じものでも違う呼び方がある。これは（１）方

言、（２）時代、の違いという見方もできるだろうが、（３）民族の違いの可能性もあるのではないだろうか。縄文

時代の西と東の差異はしばしば述べられているが、同時期の同エリアに単一の民族がいたと必ずしも考える

必要は無く、いろんな民族（あるいは亜民族と呼ぶべきか）が入り混じっていたと考えるべきだろうと思う。

追記2020/4/24

YouTubeを見ていて、

【日本語の歴史】アイヌ語だけではない日本先住民の言語史【縄文語→弥生語】

https://www.youtube.com/watch?v=DUUZrCk8864&t=15s

公式見解（下記）とは異なるが一意見まで。

岩手の由来（岩手県）

http://www.bunka.pref.iwate.jp/archive/p1495  

 

枚方の地名由来の有力３説

https://ja.localwiki.org/hirakata/%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%9F%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%90%8

追記2020/3/29

「ひらかた」の「かた」は、方向の意味というよりは、私の提唱した地名要素分解法（下記）では、ひら-ka（格助

詞）-タになると思う。ヒラ（＝岩）のあるところ。

初宿成彦(2021)格助詞に着目した地名の要素分解。地名探究 (19): 59-64.京都地名研究会。
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48Kのブログ

« 「岩手」と「枚方」の地名由来 | トップページ | 「あ」「は」地名について »

2020年8月10日 (月)

【本の感想】「古代遺跡と神山紀行」井上 香都羅  (著)

「古代遺跡と神山紀行―遺跡の本質・祖霊信仰・神山のルーツを訪ねて」

井上 香都羅  (著)

2003年　彩流社

https://www.sairyusha.co.jp/bd/isbn978-4-88202-783-6.html

 

旧石器時代人を謎を追う野尻湖での発掘調査に加え、ヒメハルゼミが神社や寺院のまわりにある縄文期から

の自然林に残っていることなどをきっかけに、少し前から地名など、文字の無かった時代の人々の暮らしや心

の中に結び付くものについて、思いを巡らせている。つまるところ人間というものは原始宗教として、山、滝、

岩などに対する畏敬の念を持ち、それらを崇め、祈りをささげてきた。これはおそらく世界中でかつて行われ

ていたのものの、ほとんどの地域では新しく生じた宗教的考え（万の神を認めない一神教など）により上塗りさ

れてしまったが、ユーラシア大陸の東に海を隔てて位置している日本列島は、そのような風習が現在まで、色

濃く残っている地域なのである（６世紀になって入ってきた仏教により、だいぶ失われてしまったようだ）。

そんなことを考えている中で行きついた本。著者は20歳代の若い時に海上保安庁の勤務で両脚切断の事故

に遭った後、各地の福祉施設の支援の傍ら、50歳を過ぎてから古代の研究の道に入り、義足と松葉杖で全国

の遺跡を歩きまわったというから、たいへん強靭な精神力の持ち主なのだと思う。高台にある遺跡からの神山

の眺望を確かめるため、草木を掴みながら登ることもあったという。

著者によれば、旧石器～縄文～弥生の遺跡には必ず近くに、三角形または円錐形の「神」の山があり、頂上

に巨岩（磐座）があり、その近くまたは中腹に祠がある。左右の山が背景または手前に交差する、且つそこか

ら導かれる中心線上に祭祀を行った位置があるという。東北地方に多い環状列石や津軽合宿で行った三内

丸山で見たような木柱列は、その「神」の山に向いているのだそうだ。

野尻湖畔の杉久保遺跡についても言及があった。「神」山は黒姫山かと思っていたが、戸隠なのだという。今

度、野尻湖畔に立って、それを確かめてみたいと思う。（初宿）

（野尻湖昆虫グループ「うんころがし」掲載予定）

追記（2020/8/11）

図１．螢谷遺跡（滋賀県大津市：縄文時代早期末から前期初頭 ）からみた比良・蓬莱山。著者によれ

ば、これが「神」山だという。しかし、現在では名神高速道路に隠れて、わずかしか見えない。
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 図２．同遺跡からみた太神山。これが「神」山の可能性があるように思うが、どうだろうか。
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48Kのブログ

« 【本の感想】「古代遺跡と神山紀行」井上 香都羅  (著) | トップページ | 【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著） »

2020年8月13日 (木)

「あ」「は」地名について

下記ブログによれば、地名として「あお」が残っているところは、死者の埋葬地だという。東京の青山霊園はそ

のような名残ということのようだ。

https://baba72885.exblog.jp/8725036/  

「あお」を分解すれば「あ」「於（を）」＝「あ」のおる（いる）のところ。「あ」が死者の霊のことを指すのだと思う。

奈良・春日山原始林の説明文を読んでいて、原始林東側にある「花山」もかつては風葬地だったという。「はな

やま」を「『は』の山」と分解できなくもない。「は」も「あ」と同じような意味で、「は」と「あ」とどちらが古いかわか

らないが、訛化による同源語と見ていいのではないだろうか。

そのような観点から、関連地名をピックアップしてみた。（※多すぎてフォローできてません）

------------------------------------

あお（「あ」＋於）：阿保、阿尾、粟生

あのお（「あ」＋格助詞「の」＋於→「あのう」の場合あり）：穴太、穴生

あおやま（「あお」＋山）：青山。東北や四国では山→森なので青森はそのような地名かもしれない。

あなやま：穴山

はなお：花尾

はやま：葉山

はなやま：花山

他に、羽生、羽野、羽田なども関連するかもしれない。

  ------------------------------------  

「あ」「は」地名

利⽤規約

現代では「死」は忌み嫌われており、葬式に行ったら家に入る前に塩で清めるなどしている。お名前や住んで

いる地名に、これらが該当する方は気分悪いかもしれない。しかし、人類が世代を繰り返して命を繋ぐ上で、

死者を弔う・葬ることは常に生活と隣り合わせでだっただろうし、縄文のころには死者の亡骸を生活の近くに

置いて、新しい生命の宿ることを祈ったという。 死者の霊は神となって森の山にあり、そこは汚してはならない

神聖な場所とされた。 お盆や彼岸に先祖を迎える風習はこの頃からのもので、「あ」地名・「は」地名の場所は

そのような場所を指しているのではないだろうか。家族や仲間の「死」はもちろん悲しかっただろうが、現代の

ようなネガティブな意味合いではなく、人々はもっと淡々と前向きに生きていたような気がする。

追伸：

墓（はか）は「は」＋処（か）が語源ではないだろうか。

追伸２：
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奈良だけでなく京都の花山も葬送地だったようだ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%B1%B1%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB

追伸３：

「青」地名と葬送地の関係は、

「『青』の民俗学―地名と葬制」（筒井 功）

に詳しいようだ（未読）。

追伸４：

「あの世」はアイヌ語で「aw」というらしい。

https://userweb.pep.ne.jp/shigmats/utusback/ainu.htm#:~:text=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E8%AA%9E
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コメント

コメントを書く

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%B1%B1%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB
https://userweb.pep.ne.jp/shigmats/utusback/ainu.htm#:~:text=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E8%AA%9E%E3%81%AE%E3%80%8Caw%3D%E3%81%82%E3%81%AE%E4%B8%96,%E5%8D%98%E8%AA%9E%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%80%82
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24179651/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2020/08/post-ab1f9d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2020/08/post-dbb24f.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2020/09/post-3e2970.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24179651/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-9aa067.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2020/08/post-dbb24f.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2020/09/post-3e2970.html


48Kのブログ

« 「あ」「は」地名について | トップページ | 大阪市24区の甲虫相（補遺） »

2020年9月25日 (金)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）、すずさわ書店、1993年。

　もしタイムマシーンが開発されたら、真っ先に縄文時代に行きたいと思っている。この時代、人々はどんなこ

とを心に抱きながら、どんな暮らしをしていたのか。

　とくに死生観について関心がある。「死」が忌み嫌われるのは、仏教が伝来し、地獄などの概念が入ってか

らという話がある。それ以前は人の死は身近なもので、死体が川や山に捨てられてた（火葬が経済的に困難

だったため）というし、また自分が死を迎えるというのも、特に恐れを以ったものではなかったらしい。それは多

分、欲の無い生活によるのだと思う。縄文人は日本の自然からそれなりに恵みを得て、稲が無くともそれなり

に豊かな食生活で、仲間と平等に分け合い、人間同士はもちろん、自然に暮らす動植物とも平等な立場で、

生活を営んでいたのだろう。（※縄文人の末裔と言われる「サンカ」＝明治のころまで山地に居住していた漂

流民＝には所有権の概念が無く、平地の人間社会で問題になっていたという。）

　私自身、2014年に三途の川を見て、2015年・16年に２回倒れて、死というものを身近に感じたことがあるの

で（こちら）、何となくだがわかる気がする。当時はいろいろな欲を失っていて、「別に明日死んでもいいや」と

本当に思っていた。幸いその後、元気がだいぶ回復して（あれこれ欲が出てきて）、今は「さすがに明日死ぬ

のはまずいなあ」と思っている。欲の無い、死を恐れないで生きるのは、もちろん肉体的にはキツかったが、

精神面ではある意味で幸せだった部分がある。金や物の豊かな生活が、必ずしも幸せではないということだと

思う。

　前置きが長くなってしまったが、この本は日本語とアイヌ語が縄文語から枝分かれした「姉妹言語」であるこ

とを、詳細に述べられていた。かつての学者らが「アイヌはコーカソイド」だの、「アイヌ語は別由来の言語」だ

のと述べていた他方で、弥生人が大陸から入ってくる前の先住民（縄文人）とアイヌ人・琉球人が近いのでは

ないかと言われるようになり、そのあたりを裏付ける内容だと思う。それにしても筆者は、ものすごい努力を積

み重ねられて、アイヌ語の単語や表現を解析されたと思う。

　面白いと思ったのは、日本語は語素に分解しても意味が難解なことが多いが、アイヌ語ではそれがかなり可

能であるということである。またアイヌ語から日本語への音韻変化がかなり追えているということから、やはり

日本語の語源研究には、アイヌ語の探求が欠かせない。

　地名由来に興味を持っているが、関西あたりの地名についても、縄文語やアイヌ語を通じた解釈は重要で

あろう。すでに試みている先人も少なくないが。

2020年9月25日 (金) 心と体, 歴史, 自然史, 地名由来, 語学 | 固定リンク

« 「あ」「は」地名について | トップページ | 大阪市24区の甲虫相（補遺） »

「心と体」カテゴリの記事

長所／短所「受入れ」の教育を(2021.05.31)

自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～(2021.03.15)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

オススメしません：21時間、闘う方法(2020.01.24)

【読書の感想】「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」(2019.10.21)

「歴史」カテゴリの記事

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

【本の感想】「古代遺跡と神山紀行」井上 香都羅  (著)(2020.08.10)

彦根山の山岳信仰(2019.06.17)

人工のブナ林？(2017.10.23)

「自然史」カテゴリの記事
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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生物季節観測の終了について(2021.02.04)

国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために(2020.11.14)

大阪市24区の甲虫相（補遺）(2020.11.07)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

勝手にユーカリ図鑑(2018.10.23)

「地名由来」カテゴリの記事

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会）(2021.05.08)

「コマ」と「ヤマ」：山の語源(2021.05.06)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について(2021.05.05)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

「語学」カテゴリの記事

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

相声で楽しく中国語学習(2018.07.08)
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48Kのブログ

« 【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著） | トップページ | 国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために »

2020年11月 7日 (土)

大阪市24区の甲虫相（補遺）

　2020年3月に、「大阪市24区の甲虫相」をまとめた。

・初宿成彦・安井通宏・市川顕彦・桂 孝次郎・河合正人・中谷憲一・山崎一夫・大阪市立自然史博物館「都市

の自然」調査グループ甲虫班(2020.2)．大阪市の甲虫相とその変遷．自然史研究 4(3): 41-104.

867 種を記録した。

-----------------------------

その後の追加種について、データをまとめる。

 

コガタガムシ、1937年橋寺町、1964年三ツ屋（標本あり）

（以下、準備中）

 

 

 

2020年11月 7日 (土) 生物, 自然史 | 固定リンク

« 【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著） | トップページ | 国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために »

「生物」カテゴリの記事

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために(2020.11.14)

大阪市24区の甲虫相（補遺）(2020.11.07)

名前に数字のつくテントウムシ(2017.12.04)

「自然史」カテゴリの記事

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために(2020.11.14)

大阪市24区の甲虫相（補遺）(2020.11.07)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

勝手にユーカリ図鑑(2018.10.23)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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48Kのブログ

« 大阪市24区の甲虫相（補遺） | トップページ | わが俳句集 »

2020年11月14日 (土)

国立国会図書館でZoological Recordを閲覧するために

（本ページと同一内容のPDFは下記）

ダウンロード -

e59bbde7ab8be59bbde4bc9ae59bb3e69bb8e9a4a8e381a7zoological20recorde38292e996b2e8a6a7e38199e382

動物分類屋が必ず参照するZoological Record。高価なことから、大学図書館も購入を止め始めていることの

こと。

国立国会図書館で電子版を見たことがあったので、今も続いているかどうか問い合わせたところ、東京・関西

の館内限定で閲覧可とのこと。

ということで、その閲覧を久々にやったが、かなり難しいので、以下にその手順をメモする。なお、国会図書館

トップページや、同館の電子ジャーナルのページなどで、検索の窓に「Zoological Record」の文字を入れても、

一切たどり着けないので注意。

サイトのキャプチャを使わせていただいて説明します。

まず、行くべき場所は「国立国会図書館リサーチナビ」

のページ
https://rnavi.ndl.go.jp/

ここで

＞調べ方案内（図１）
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＞科学技術・医学（図2） 
 



＞データベースで調べる(科学技術・医学)（図3）

へと掘り進めます。たどり着くべきは



「 科学技術・医学分野の館内提供契約データベース」

（図4:下記URL）
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-508.php

ここの「4. 論文を探す（抄録・索引） 」の下から２番目に

「Web of Science （Zoological Record）」がある（図5）

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-508.php?fbclid=IwAR3pomGaXkmg2X7RwV0Bb4Y6Paf6SQ2sVflfV4k0gG7of_n622QY197BQuE


館外からだと上記までしか見られないので、あとは国会図書館の東京本館もしくは関西館に赴いて実際に閲

覧するのだが、ここまでの手順を事前に練習してから行かれることをお

勧めする。

プリントはさせてもらえるが、遠隔複写依頼は該当箇所の指示ができないので無理である。
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水茄子を一切れじゅわり午後も雨（2020年版「俳句生活」、2021年3月）

第15回角川全国俳句大賞に応募しましたが、入賞は果たせず、「ただの参加賞」でしたが、2020年版「俳句生

活」の8500句の中の一つとして掲載されましたので、駄作ながら一応、紹介します。

題詠「雨」

梅雨期に泉州にて詠める－。

（絵手紙は後日制作）

朧夜やダム湖の影は浣熊　（NPO法人HAIKU日本「春の句」佳作、2020年6月）

https://haikunippon.net/prize/2020spring.html

シエスタや花椎の香に窓を閉ぢ（NPO法人HAIKU日本2020「夏の句」佳作 、2020年9月）

https://haikunippon.net/prize/2020summer.html
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2021年2月 4日 (木)

生物季節観測の終了について

１．日本人と季節推移

　日本にもともとあった宗教は仏教でもキリスト教でもなく、神道である。しかし、それは飛鳥・奈良時代と明治

時代に大きく変貌しており、それ以前にもともとあった「原始」神道は、柳田国男も述べているように、祖霊崇

拝＝すなわち祖先たちを祀る宗教＝なのであったと思う。そして、それには季節の移ろいと強く結びついてい

る。正月、春秋の彼岸、盆はいずれも、帰って来る祖先（＝神）をもてなす重要な儀式で、それを怠ると祟り

（たたり：※１）により災いが起こると考えられた。歌舞伎や能など、古典芸能は神をもてなすためのパフォー

マンスで、背景に描かれる松（＝神）は元々、舞踏者の目前に置かれていたと聞いたことがある。（たしかに大

衆芸能と発展していく過程で、舞踏者と観客の間に松の木があったら邪魔？だ）

　さらには、季節を感じることから多くの文芸も生まれた。古くから読まれた和歌には季節が読み込まれてお

り、また現代にも多くの方に愛される俳句は季語を含めることが規則となっている。

　各地の気象台で生物季節観測が廃止されると聞いた。日本人の心に根差した季節の移ろいの記録が無く

なってしまうのは残念であるとは思う。しかし、「やむを得ない」と思う部分があるのは、自分でも観測記録をし

ようとしたことがあるからだ。私の場合は大阪長居公園のクマゼミ初鳴だけであったが、他の業務もある中

で、毎年きちんと記録しようというのは実に大変な作業だ。その労力を思うと、他のあれこれ多くの生物全部に

ついて、各地の気象台に人員を配置して行なう価値があるのかというと、疑問を持たれても仕方がない部分

はあるように思った。

２．有人観測に代わるもの

　かといって、上述のような日本人の持つ歴史的文化もあって、そのような生物季節観測が完全になくなって

いいものだとは思わない。ならばどうするのがいいのか。

　桜の開花とかセミの鳴き始めとかのデータは、今どきであれば、実に多くの方々がツイッターに書いておら

れるので、そちらのほうがデータ量も多くて、毎年の季節推移を総合的に把握するのには優れているかもしれ

ない。そもそも、気象台の職員がたまたま定めた１本の樹や、その場所で聞いたのを記録することで、その町

を代表する日付にしてしまってもいいのか、という疑問は持ってはいた。

　とはいえ実際問題、そんなSNSの書き込みををまとめたり、代表的な日付を記録することは誰もしないだろ

う。その年と前年の比較ぐらいは誰かが一念発起すればそんなに時間もかからずにできるだろうが、永年に

わたってその町での代表的な日付を記録して、早まっている傾向をあぶり出すとか、たぶん今後はできなくな

るだろう。

　そして、誰がやるべきかというと、「たとえば公立博物館の学芸員がやれ」という話になるのだと思う。クマゼ

ミ初鳴のツイッターのコンパイルぐらいは、私自身がクマゼミに関心を持っている間ぐらいはできるだろう（そ

の時その場にいなくてもいいので、冬場にまとめるとかでもできそう）が、それもたいへんな作業で、永年にわ

たってその意欲が続くかというと、「業務として」やらない限りは無理である。その意味でも、気象台が「業務と

して」やってきたことは意義があるし、それがなくなってしまうのは残念に、改めて思う。

３．ありがとう有人観測

　日本昆虫学会に「大阪市における36年間のクマゼミ発生量変動の推定」という論文を書いたことがある（※

２）。これはクマゼミの初鳴日と気温推移（いずれも気象台による観測値）からその年の発生量を推定できる

ことを見出し、発生量の記録をしていなかった年についても、気象台がクマゼミ初鳴日を観測し始めた年まで

さかのぼって、発生量を推定したというものである。これによって、クマゼミは大阪市で1980年代初めに増加し

たことをデータによって示すことができた。こんな過去にさかのぼった発生量の推測は、やはり気象台がデー

タを取り続けてくだっさってたから可能だった。

※１　「たたり」の語源について一考察。「た」は祖霊（のひとつ）であると考えている（初宿, 2021印刷中＝公表

されたらお知らせします）。「たり」は古語の「た（垂）る」で、目の前に現れるという意味。つまり、本来は隠れて

私たちを守ってくださっている「た神」が憤ってお現われになった、という意味であると考えている。

※２　初宿成彦 (2012.10)．大阪市における36年間のクマゼミ発生量変動の推定．昆蟲（ニューシリーズ）

15(4): 205-211．
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« 生物季節観測の終了について | トップページ | 評価点０点の学芸員 ＝ 私 »

2021年2月 9日 (火)

博物館におけるボランティア

　なぜボランティアをするかというと、よほど悟った人なら、純粋に「世のため人のため」と考えてできる場合も

あるのだろう。行方不明の子供を探索された「スーパーボランティア」おじさんは、これに近いものがあると思

う。被災地の手伝いも同様で、報いなどを求めず、心の底から人々のことを思って、現地へ足を運んでおられ

る。（※中には「目立ちたい」「いいかっこしてるところを見せたい」のが目的と思われる人もいるが←マスコミ

に取り上げてもらおうとしたり、あちこちにチラシを貼りまくったり。）

　しかし、普通の人なら、多少とも「やり甲斐」が見いだせないと、ボランティア活動というのはできないもので

ある。私は博物館で多くのボランティアさんに支えられて、学芸員として勤めさせてもらっている。博物館の場

合、ボランティアさんにお願いしているのは、標本整理や野外の調査や観察会の補助などである。知的好奇

心がある方にとっては、博物館でボランティアをすることによって、新しく発見がたくさんあって、それを「やり甲

斐」に感じてもらっているようだ。

　ボランティアさんも個性があり、やりたい内容もペースも様々である。だから、常勤でいる私の側としては、 と

にかく居心地よくしてもらえるような雰囲気づくり（掃除・良好な人間関係の醸成など）に、日常的にかなりの

腐心をしている。私は（自分で言うのも何だが） うまくできている方だと思うが、中にはまったくボランティアとの

関わりを持たない学芸員もいる。以前は労働組合の場では、「人員削減につながる」として、「ボランティア」と

いう言葉自体がタブーだった。いろんな手伝いをしてもらってたら、「組合で問題にしてやるぞ」と脅され、止め

させられたこともある。（※考え方の違いもあるだろうが、得てして、そんなことを言ってくる人物は人望・人徳

が不足していて、ボランティアを受け入れる素養が無かったりする。プライドの高い、上から目線の言い方しか

できない、居心地の悪い人物には、誰も近づきたくないものである。博物館人＝失格だ。）

　また、「予算が付いたから」とアルバイトを探すとき、「そのボランティアの人たちをまわせ」と言われたことも

ある。完全にボランティアをタダの労働力と勘違いしている。

　そんな奴が今や組織のリーダーになり、よそで博物館の在り方についての講釈なぞを垂れてたりするのだ

から、残念を通り越して、聞かされる人たちがかわいそうに思ってしまう。

2021年2月 9日 (火) 学問・資格, 博物館展示, 博物館行事 | 固定リンク
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« 博物館におけるボランティア | トップページ | 自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～ »

2021年2月13日 (土)

評価点０点の学芸員 ＝ 私

「標本資料を置くスペースが足りない」話をSNSで書いたら、「おたく（大阪市立自然史博物館）のような、ちゃ

んとしたところでもそうなのか？（甲虫も分厚い標本目録をいくつも出しているのに？）」というリアクションが来

たので、私は下記のように回答した。

--------------------------

大阪市立自然史博物館が「ちゃんとしたところ」という思い込みは、捨てていただいたほうがいいと思いま

す。賑やか＝博物館の活動をちゃんとやってる、ということでは決してありません。

ここの学芸員の多くは、毎週毎週のイベントと、研究に自由に使えるカネ（科研費など外部資金）を当てるため

に、労力と時間を費やしてます。これでは、資料保管が後回しにされるのは当然でしょう。図書館勤務の経験

のある方が図書整理に来られたことがありますが、「こんなにひどい書庫は見たことが無い」と言ってました。

さらには、紹介いただいたような標本目録を出している人（＝私）は全く評価されず、このシリーズを出した翌

年には、「業務評価」と称して点数と順位を付けたのを見せられて、私は「最下位だ」と言われ、減給されまし

た。

--------------------------

社会人の一員として仕事する以上、業務に対する評価がなされるのは仕方ないと思っています。私の場合、

所属する組織の重視する点、すなわち・・・

（１）客寄せイベントへの協力＝この目録第３巻発行の年、秋の大規模集客イベント「自然史フェス」の主担当

を言われたが拒否し、第４巻を作る準備をしていた。

（２）科研費等の外部資金の獲得＝０円

・・・というわけで、どちらも０点ですから、最下位と言われ、減給されても仕方がないのだと思います。

博物館での仕事に関し、私自身に適性が無いとは思っていませんが、残念ながらこの組織の「今（※）」の方

針とは合わないように思っています。

1950～60年代に西区靭で立ち上げた先輩方は、「今（※）」のこんな博物館を望んでいたのか、疑問に思って

います。

--------------------------

※追記　イベントや個人研究だけではなく、長期的な視点で、資料保管にも力を注ぐ必要がある。今すぐ楽し

い、今すぐ評価される、今すぐお金付く、とかで行動したらアカン。組織のリーダーとして人事権を持つ者は、

そのために人員配置を考えるべき。ましてや、悪い政治屋を手本にしたように、「自分たちの分野だけ手厚く

人員配置する」なぞ、もってのほかで、そんな考えの奴は組織のリーダーにはならないでいただきたい。

2021年2月13日 (土) 博物館展示, 博物館行事 | 固定リンク
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48Kのブログ

« 評価点０点の学芸員 ＝ 私 | トップページ | 真夜中のLAMENTATION »

2021年3月15日 (月)

自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～

　表題のロングセラー本を遅まきながら読んだ。これまで手に取る気が起こらなかった。自己啓発コーナーに

置かれ、タイトルからしても、「会社組織の意のままに社員を動かすためのhow to 本」と理解していたからだ。

しかし実際には、著者の執筆当初にはそのような意図があったにせよ、結果的にはビジネスシーン以外にも

適用可能な内容のものであった。

　

　「人は自己重要感を満たすために行動している」というのは納得である。人の行動のベースとなる 「心の羅

針盤」の方向は実に様々で、それは主にそれまでの人生経験に基づいて作られる。

　アドラー心理学では劣等感を埋めるための目的論的な行動が述べられていた（どちらかというと表面的には

ネガティブ？）が、カーネギーの「自己重要感」は表面的にはポジティブに見える。しかし、プライドとコンプレッ

クスが異称同物であるのと同様、両者が述べていることは実質は同じことであると思う。

　

　自らの過去の経験に関しても首肯できる部分がある。このブログで書いた「自らの強欲を反省する」はまさ

しく、高き理想を掲げた自己重要感の確認作業であった。「アルコールとの付き合い方改革」も独りよがりで

身の丈に合わない万能感を夢想し、その達成感と精神的安らぎを（あくまでも一時的に）得る行為に過ぎなか

った。

　

　仏教や禅の勉強を多少ともしているが、一貫しているのは「欲は持つべきではない」ということである。アドラ

ー本を読んで思ったのも「劣等感は持つ必要がない」（人はみな個性があるから）ということだった。しかし、書

店の自己啓発コーナーに並んでいる本やYoutubeの動画には、「自己重要感を上げて、高い目標をクリアしよ

う」というようなタイトルが並んでいて、違和感を覚える。

　

　能力以上の結果を無理やり出す必要はないと思う。身分不相応な高い目標を掲げ、無理な努力や偽りをし

て、あるいは偶然、それをクリアできたとしても、そのあとに幸せが待っているかというと、そんなことはない。

身の丈に合わない場所に（名誉・利権・金への欲から自ら希望し、運も手伝って）身を置いてはみたものの、す

べき仕事ができてないのが明白な人物をたくさん見てきた。過去や現在の国や組織のリーダーの顔ぶれをみ

ても、そういう人が何人もいる。それは周囲はもちろん、本人にとっても不幸なことだと思う。

　

　いわゆる「上を目指す」のではなく、自分に能力を活かせる生き方、身の丈にぴったり合った生き方をするの

が、最も幸せな人生だと思う。若い人には早く、それを見つけてほしい。
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------------------------------------

追記（2021/3/19）

他の方の解説でよかったと思うもの２件

自己重要感を理解すれば人間関係は上手くいく！

https://mbp-japan.com/jijico/articles/19671/

「自己重要感」が理解できると分かる自分の心理と世の中の仕組み

https://www.yusuke.yokohama/%E3%80%8C%E8%87%AA%E5%B7%B1%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%84%9F%E3%80%8

2021年3月15日 (月) 心と体, 書籍・雑誌 | 固定リンク

« 評価点０点の学芸員 ＝ 私 | トップページ | 真夜中のLAMENTATION »

「心と体」カテゴリの記事

長所／短所「受入れ」の教育を(2021.05.31)

自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～(2021.03.15)

【読書】「日本語とアイヌ語」　片山龍峯（著）(2020.09.25)

オススメしません：21時間、闘う方法(2020.01.24)

【読書の感想】「進化心理学から考えるホモサピエンス　一万年変化しない価値観」(2019.10.21)

「書籍・雑誌」カテゴリの記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　新居　格（1941年）(2021.06.08)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～(2021.03.15)

【読書】「アドラーに学ぶ　よく生きるために働くということ」（岸見一郎）ベスト新書(2019.12.02)

＜本の紹介＞「昆虫考古学」(角川選書)　小畑 弘己 (著)　2018年(2019.11.26)
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2021年4月24日 (土)

真夜中のLAMENTATION

時計の針は午前２時

人も草木も眠るころ

ひとり黙って働いてる

灯りはすべて消されてる

車の走る音も無し

ひとり黙って働いてる

過去のことは悔やまないけど

明日に不安は感じてる

時計をチラチラと見ながら

今しかない今を生きてる

雨も止んだ風も止んだ

雲間の月が差し込んだ

ひとり黙って働いてる

深夜ラジオもエンディング

テレビは広告繰り返す

ひとり黙って働いてる

東の空が少しだけ

白くなり始めてる

すべき作業は終わってないけど

なるようにしかならない

2021年4月24日 (土) 作詞 | 固定リンク
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48Kのブログ

« 真夜中のLAMENTATION | トップページ | 季節と命の喜びを »

2021年4月24日 (土)

YouTuberを目指す？

　「研究やめます」（別ページ）で述べた頃から、新しい事を始めるのは止めにして、今までのことをまとめる

phaseに入った。でも、これは悪いことではないと思っている。たしかに、新しいことに着手するほうが刺激的で

ワクワクするのだが、せっかく労力をかけたことをまとめないままで葬られるのは、やはりもったいないと思う

からだ。

　インターネットが発達して、調べた内容の発表方法も多様化している。これまでは、何はともあれ、紙で印刷

するしかなかった。しかし、Twitterで短く且つ広く伝える方法や、Youtubeでの動画化、というのは有効な手段

だと感じている。とはいえ、紙は広く残るものの、これらのSNSに書いたものは一体、いつまできちんと保管し

てくれるものだろうか。サーバーの置かれているところ（米国のどこか？）に爆弾が落とされたら、それらのデ

ータは全部無くなってしまうのだろうか。

 

　まあ、そんな心配は後年の人が考えてくれるだろう、と楽観視して、とりあえずYoutubeでのチャンネルを開

設してみた。自宅が平安時代からのホタルの産地ということで、「窓蛍舎」という名称にした。勉学に励む「蛍

の光、窓の雪」の意味もいちおう（？）ある。

 

https://www.youtube.com/channel/UCCJMjBirgrqRXQwvxmdXU-Q

 

　 窓蛍舎HP
 

http://sokeisha.world.coocan.jp/home.html
今のところ、「収益化しよう」とかは考えてなくて、とりあえず「考えたことや見聞きしたことを死後も残すため」と

考えてはいますが、チャンネル登録をぜひ、よろしくお願いします。
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2021年4月27日 (火)

先史時代における文字の有無と開音節化？

　2006年にアメリカへ行った折、米国ワシントンDCにあるスミソニアン博物館の展示見学をした。その時に訪

れた「アメリカ・インディアン博物館」（「ネイティブアメリカン」に変わってるかと思ったが、2021年現在では「イン

ディアン」のままだ）が興味深く感じられた。展示された写真の老婆が、むかし近所にいたお年寄りにそっくりだ

っただけでなく、部族の名前も?「Siksika」「Tanana」「Mocho」「Achi」「Otomi」「Toba」など、「日本語の単語か？」

と思うぐらいで、異様な親近感を覚えたからだ。

　母音の終わる言語を開音節といい、日本語はそうで、上記のインディアン語もそうなのかもしれない。「My

name is」 を「まいねいむいず（Mai neimu izu）」と言って、日本人の発音をからかっている米国人をテレビで見

たことがあるが、日本人はそういう発音の民族なのだから、仕方がないのである。

　YouTubeで、「日本に文字が発達しなかったのは、言葉で通じるから、その必要性が生じなかった」という説

があることを知って、興味を抱いた。

【ゆっくり解説】古代の日本にはなぜ文字がなかったのか！【考察】

いろはch

https://youtu.be/v2klOkAOo0w

　それに関連し、もしかして、日本では言葉（話す／聞く）が主要であったため、日本語は言葉がより聞き取り

やすい開音節になったのではないかと思った。

　言語が進化する方向としては、閉音節→開音節なのだと思う。中国語で例をとってみると、例えば「国籍」と

いう単語は、閉音節の広東語では[クゥォk-ジk]（２音節）で、それに近い音を聞いた古代の日本人留学者が日

本語に取り入れる際、「こくせき kokuseki」と子音のkの両方に母音を付けてしまった(その結果、日本語では４

音節になった)。他方、同じく開音節言語の北京語では、子音のkが脱落化して、「グォ・ジー」（２音節）となって

いる。日本語や北京語の開音節が先にあって、閉音節の広東語が後に生じたとは、考えられない(図)。

　同様の開音節言語として、イタリア語が知られる。その祖語のラテン語は子音で終わる単語がたくさんあり、

また古くから文字があったにも関わらず、なぜか開音節化してイタリア語が成立している。

　んん、文字の有無と開音節化は関係が無いのかな・・・。
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【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、

2020年

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年、258pp.

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309228112/

　京都地名研究会会報「都藝泥布」73号でK会長による書評があり、興味がそそられたので、購入した。

「北海道以外の日本列島（関西を含む）にも、かつてアイヌ民族がすんでいて、それはすなわち縄文人であっ

て、そのため当時の地名が現代にも日本各地に残る」という考えがある。その後、朝鮮半島から弥生人が流

入して、日本人が形成された、という埴原和郎の二重構造モデルである。

　私自身も地名に関心を持ち始めたきっかけは、「比良（滋賀県）や樟葉（大阪府）がアイヌ語由来だ」という説

を聞いたことだった。本書は結論として、「アイヌ語地名は東北では北部に限定される」という内容である。書

評を書かれたK会長も、本州以南の地名に対するアイヌ語解釈に否定的な記事を書かれているのを拝読した

ことがある。

　本書は「モヤ」「タッコ」「オサナイ」の３地名について、日本語で解釈の付かないアイヌ語由来と認めた上で、

フィールドワークを含めて調査した集大成である。私が抱いた意見は下記である。

１．これらがアイヌ語由来であると断言できるのか？　日本語で解釈できる余地があるのではないか？

２．アイヌ民族は名字がなかったので、地名と名字の関連はない。例えば、札幌さん、小樽さん、室蘭さんはい

ない。対象の３地名は（類似の物を含めて）名字になっている場合があるのではないか？　これは大和の風習

ではないのか？

　以下、「日本姓氏語源辞典」https://name-power.net/　も引用しながら述べる。

--------------

１．オサナイ

　筆者の考案した「格助詞要素分解法」（初宿, 2021）では・・・

（お＝接頭語）＋さ（サ神？）-na-イ（ヰ：居）=サ神のおられる所

・・・で、日本語で解釈がつかないわけではないと思う。

　本書でも巻末に触れられているとおり、「小山内」姓、「長内」姓とも、確かに東北北部以北に集中しているよ

うだ。しかし、これは単に他の名字でも見られる地域的な偏りではないだろうか？

「小山内」https://name-power.net/fn/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%86%85.html#distribution

「長内」https://name-power.net/fn/%E9%95%B7%E5%86%85.html#distribution

　他方、私見で「オサナイ」姓と姉妹関係（接頭語を欠くのみだから）にあると考えている「サナイ」姓は

「佐内」https://name-power.net/fn/%E4%BD%90%E5%86%85.html#distribution

　山口県など

「眞井」https://name-power.net/fn/%E7%9C%9E%E4%BA%95.html#distribution

　兵庫県、群馬県など

　さらに「格助詞要素分解法」 で、「サナイ」姓と格助詞の有無で同義と考えられる「サイ」姓について・・・?

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5d4745.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-d3868c.html
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309228112/
https://name-power.net/
https://name-power.net/fn/%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E5%86%85.html#distribution
https://name-power.net/fn/%E9%95%B7%E5%86%85.html#distribution
https://name-power.net/fn/%E4%BD%90%E5%86%85.html#distribution
https://name-power.net/fn/%E7%9C%9E%E4%BA%95.html#distribution
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


「佐井」https://name-power.net/fn/%E4%BD%90%E4%BA%95.html#distribution

　高知県や兵庫県にも多い

・・・とある。

　以上から、「オサナイ」の地名・人名がアイヌ語由来と言い切れるかどうか、疑問に思っている。

---------------------

２．モヤ

　まず、「北海道と同じ地名であること」をアイヌ語地名認定の条件に挙げているにも関わらず、北海道の「モ

イワ」 を完全に「モヤ」地名に置き換えて、議論がなされている。イワがヤに短縮される可能性は同意するし、

いちおうの説明（北海道では比較的最近まで主要言語／東北北部では死語になって久しい）があるものの、

違和感を覚える部分が少なくない。

　地名・人名としての「モヤ」のについて「格助詞要素分解法」に基づいて考えると、語頭がたとえば「は」「む」

「い」であれば、すなわち「ハヤ」姓（芳養）や「ムヤ」姓（撫養＝徳島県）、「イヤ」地名（祖谷＝徳島県）であれ

ば、関西や四国に存在しており、 「モヤ」も日本語で決して解釈できない名前ではないと思う。東北南部以南

で既に消滅した地名である可能性もある。

　「モイワ」姓は見つけられなかったが、「カイワ」「コイワ」があるなら、やはり日本語で成立し得ない名前では

ないと思う（「茂岩しげいわ」姓は石川県などにあるようだが）。

　実際の「モヤ」姓を見てみると、「雲谷」「茂谷」でモヤと読む姓は無さそうで、また「靄（モヤ）」も無い。しか

し、下記のモヤ姓は東北南部以南に分布が存在する。

「母谷」https://name-power.net/fn/%E6%AF%8D%E8%B0%B7.html#distribution　「モタニ」姓が多いかもしれな

いが、「モヤ」姓はたしかに広島県と岡山県にあるようだ。

「母屋」https://name-power.net/fn/%E6%AF%8D%E5%B1%8B.html#distribution　「オモヤ」と読む例が新潟県に

ごくわずかにある。「モヤ」ではないが、神聖な名詞の前に「お」を付けて「（お）＋もや」とするのは大和の風習

である。

「茂屋」https://name-power.net/fn/%E8%8C%82%E5%B1%8B.html#distribution　沖縄県にわずか

---------------------

３．タッコ

　「タツコ」「タコ（ゴ）」であれば、格助詞要素分解法で・・・

「た+(tu+)処」

・・・で日本語として解釈できるのだが、タッコだとたしかに日本語では解釈できないし、アイヌ語の響きのような

ものを感じる。しかし、本書が「アイヌ語地名」と認定した地名には、実際には「タコ（ゴ）」と読むところが含まれ

ており、このあたりも一貫性に欠ける部分があるように思う。

　実際に「タコ（ゴ）」姓の分布を調べてみると、

「田子」https://name-power.net/fn/%E7%94%B0%E5%AD%90.html#distribution

福島県、群馬県に多い

「多胡」https://name-power.net/fn/%E5%A4%9A%E8%83%A1.html#distribution

群馬県に多い

---------------------

　で、お前（初宿）は、アイヌ民族が東北南部以南のいたか？いなかったか？どちらの意見なのか？と問われ

ると、今のところ不勉強で、どちらも持ち合わせていない。研究は試行錯誤をしながら、進展していくものであ

る。

　著者と強い同感を覚えるのは、コラム「机上で地名研究はできない」の内容、すなわち、取材のために実地

に足を運ぶことの重要性である。私自身がこれまで携わってきた生物や自然史科学でも、言うまでもなくそう

であった。（※最近の若い新聞記者さんの中には、電話やメールの取材のみという方も多い気がする。）

　末筆ながら、著者が労力を重ね、実際に地形などを見ながら、本書をまとめられた点に、敬意を表したい。

 

「格助詞要素分解法」＝

初宿成彦(2021) 格助詞に着目した地名の要素分解。地名探究 (19): 59-64.京都地名研究会。
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2021年5月 3日 (月)

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）

 

https://youtu.be/szyTjJ7K9qw

 

 

＜動画テキスト＞

デジカメ写真を未整理のまま、パソコンの中に溜めこんでいる方は多いと思います。

整理の方法といえば、同じ日付の写真をフォルダに分けて入れる、ということでしよう、。でも、面倒くさくて、大

きなフォルダにどさっと入れたままに、しちゃったりしますよね。 

昔はプリントした写真をまとめ、写真屋さんがただでくれたアルバムに入れたりしてました。内容とか、日付と

かを、枠外や裏面に手書きして、まとめて置いておくことで、それなりに整理はされてました。

ところがJPEGの写真は、パソコン上で「まとめる」ということができません。１枚ずつに「プロパティ」を開いてデ

ータを書き込むとか、あ～超面倒！。

ましてや、今の時代に全部プリントするなんて、コスト的にもありえないです。

プロの写真家じゃないんだし、「高精細で保管する必要がない」「めんどくさいのは嫌」「顔や景色が見えりゃい

いじゃん」、そしてむかしのアルバムのようなやり方が簡単でいいなあ・・・。私もそんな、昭和世代のひとりで

す。 

そこで提案。JPEGの写真をつなげて、アルバムにして、PDFにして保管すればいいと思うんです。私のやり方

を説明します。

まず、そのアルバムの内容の必要なデータをワードで書きます。たとえば旅行に行った日程、場所、その旅行

に一緒に行った人、おもな訪問先など、です。 パソコンのハードディスク内の検索で使いそうな言葉を入れて

おくようにします。

それをPDFにして保存します。

次にそのPDFをMacのプレビューで開きます。

左側にサムネイルを表示させます。

そして、JPEGの写真をドラッグしてきて、このPDFに取り込みます。

この際、そのままJPEGで取り込むのがおすすめです。なぜかというと、自動的に写真に余白ができるので、こ

こに写っている人の名前、行った場所、など、何でも書き込めます。 PDFを書き込む際には、そのためのアプ

リやオンラインアプリを利用します。

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-9aa067.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b8279a.html
https://youtu.be/szyTjJ7K9qw
https://youtu.be/szyTjJ7K9qw
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


もし事前に写真をPDF化して、表紙のPDFに取り込むと、写真に余白ができませんから、文字を書き込むこと

ができません。

アルバムのPDFのファイル名の最初８桁を、撮影の年月日にして、こんな風に、ひとつのフォルダにまとめて

入れておけば、見たいアルバムや写真も探しやすいですね。

2021年5月 3日 (月) 旅行・地域, 日記・コラム・つぶやき | 固定リンク

« 【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年 | トップページ | 勝手にしてやる »

「旅行・地域」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

国会図書館(2014.04.10)

「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事

昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画）(2021.05.03)

YouTuberを目指す？(2021.04.24)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

啓蒙する人(2019.12.19)

2018年度の活動ふりかえり(2019.02.05)
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48Kのブログ

« 昭和世代のデジカメ写真整理法（YouTube動画） | トップページ | 大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について »

2021年5月 4日 (火)

勝手にしてやる

この生活に耐えかねて

もう出て行ってやるからと

自分で言い出してはみたが

転がり込める先はない

我が人生の分岐点

この先のことを思えば

ただ不安ばかりが募る

でもこれでよかったんだ

さようなら　ああ　さようなら

心残りはちょっとある

でもここへはもう帰らない

後悔はしないつもり

バーボンのボトルを抱いて

どうぞ「勝手にしやがれ」と

言い放った酷い奴

もう会うことは無いだろう

悔しさを噛み殺しつつ

涙を流したあの日々も

今となっては懐かしい

思い出とさえ感じてる

さようなら　ああ　さようなら

心残りはちょっとある

でもここへはもう帰らない

後悔はしないつもり

---------------------------

※沢田研二「勝手にしやがれ」（作詞：阿久悠）のアンサーソングみたいになってしまった？
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「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！
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このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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アドレス(URL):(任意)
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48Kのブログ

« 勝手にしてやる | トップページ | 「コマ」と「ヤマ」：山の語源 »

2021年5月 5日 (水)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について

　砧（きぬた）スタジオと聞くと、むかしのテレビのバラエティ「風雲たけし城」を思い出す。東京の世田谷区砧に

あり、広大なエリアに大掛かりなセットが組める場所らしい。

　　地名の要素分解（初宿, 2021）を考える上で、この「砧」という地名が気になった。「き」＋ 連体格助詞 ＋

「タ」（＝キ神のおられる場所）と分解できたのだが、現代日本語で「の」あるいは「な」として使われる連体格助

詞が、「ぬ」であったと考えていいものか？

「あ・い・う・い・う」の３母音しかない沖縄では、「の」は「ぬ」である。音楽グループBEGINの曲に「島人ぬ宝」と

いう歌がある。

　砧の例が特殊であるかといえば、そんなことはないようで、「大貫」「小貫」「小沼」「犬山」などの本土にある

地名・人名はいずれも、連体格助詞nuで地名由来が要素分解できる。

　本土の５母音が先にあって、沖縄の３母音になったというのが定説らしいが、本土に３母音的な時代、つまり

「き-no-た」ではなく「き-nu-た」と読んでいた時代が、東京（※）でもあったのではないだろうか？

※日琉祖語（日本語と琉球語の祖語）の分岐は、紀元後 3 世紀の弥生時代末期または 4～7 世紀の古墳時

代というので（Pellard, 2012）、東京といっても、そんな時代の話であるが。

　その視点でネット検索をかけてみたら、そのことを述べておられるサイトを見つけた。

　「犬」地名、「衣・絹」（きぬ）地名など、はすべて、日本語がnuを使っていたころの名残ではないかと考えてい

る。

引用文献・サイト

「帆人の古代史メモ：琉球論５　古日本語は「３母音」か「５母音」か？」

http://blog.livedoor.jp/hohito/archives/1992679.html

図は上記サイトより。

 

Pellard, T. (2012) 日琉祖語の分岐年代 。琉球諸語と古代日本語に関する比較言語学的研究ワークショップ :

1-13. 2012年2月19日・20日、京都大学。

http://kikigengo.jp/nishihara/lib/exe/fetch.php?media=library:references:rkoj-pellard.pdf

初宿成彦(2021) 格助詞に着目した地名の要素分解。地名探究 (19): 59-64.京都地名研究会。
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最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について
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「地名由来」カテゴリの記事

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会）(2021.05.08)

「コマ」と「ヤマ」：山の語源(2021.05.06)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について(2021.05.05)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 
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48Kのブログ

« 大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について | トップページ | 【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地

名研究会） »

2021年5月 6日 (木)

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

「駒ヶ岳」というのは主に東日本で見られる山名で、駒（馬の子）になぞらえたというのが定説である。しかし、

一種の「こじ付け」的な不自然さを感じるのは、私だけだろうか。

　コマクサという高山植物があって、これも馬の顔に似ているというのだが、上記のことも含めて、「コマ」は山

そのものを指すと考えるべきではないだろうか。

「駒（こま）」ではないにせよ、三重県には菰野（こもの）という地名もあり、鈴鹿山脈の東側に位置していて、山

とのつながりを感じさせる地名である。木間生（こもお）という地名も兵庫県猪名川町の山間部にある。

　komが山の意味で、古代人の信仰の対象＝すなわち神＝と関わりがあるように思う。熊（くま）もそうだし、岩

隈という言葉があるように、岩もクマであり、神であったのだと思う。

「こま」とはkom-マ（間）で、神のいる（おられる）所というのが語義ではないだろうか。

　あと、山に生える植物でコメツツジ、コメツガというのがあって、「米粒になぞらえてつけられた」というが、こ

れも不自然な気がする。上記のコマクサと同様、コメは山の意味ではないだろうか。

　語尾が「（こ）ま」「（こ）め」「（こ）も」と異なるのは、音韻変化と考えることもできるだろうが、日本語が母音で

終わる開音節ではなく、韓国語のパッチムのように語尾に子音もあった（閉音節）時代から、神を表すkomとい

う存在認識も言葉も、人々が既に持っていたからではないだろうか（言語の音節の進化方向は「閉→開」であ

る：筆者の拙文をご参照「先史時代における文字の有無と開音節化？」）。

　ついでに、もうひとつ考えたのが、「山」という言葉の由来、これは、いわ-マ（間）が短縮されたものではない

かということ（意味は同様に「神がおられる場所」）。滋賀県大津市に岩間寺という山岳宗教の寺（西国三十三

所12番）があるが、平地からよく見渡せる山の上にあって、寺の由緒は仏教伝来以前の霊場時代を含め、か

なり古くに遡るのではないかと思う。

「イワ」が「ヤ」に短縮されることは、おそらくあちこちあったのだと思う。滋賀県長浜市西浅井町に岩熊（やのく

ま）という地名があるし、また北海道の「モイワ」は東北では「モヤ」である。ヤギ（八木）さんは元々はイワキさ

んじゃないかとも考えている。八坂神社はイワサカ神社か？

　地名学的に山を表す言葉は、イワ（岩木山、岩手山、岩湧山）、ヤマ、コマの他、タケ（岳）あるいはタカ（高・

尊）、クラ（倉、鞍）、キ、などもあると思われる。これらの違いについてはよくわからない。時代差か地域差

か？

　ただ、もし「ヤマ」が「イワマ」の短縮形であるなら、「イワ」がより古く、「ヤマ」が新しい言葉であるということは

はっきりすると思う。

　

※追記：大阪府／奈良県の境にある「生駒」は、い（神に付ける接頭語）＋kom（神）＋マ（間：場所）が由来だ

と思う。　

 

※追記２（210507）：岩沼はイワ-nu-マ（間）、イワマと同義であると思ったが、宮城県、千葉県とも平地に存在

し、山とは無関係なようだ。

・宮城県岩沼市：竹駒神社があるのが気になる。タケ、コマとも本文に現れる語彙。ここに何があるか？　

　岩沼市役所による地名由来の解説は下記。

https://www.city .iwanuma.miyagi.jp/kanko/rekishi/nyumon/haj imar i.html

・千葉県長生村岩沼：八積（やつみ）という地名がある。ヤ＝イワ-tu-ミ（場所）であれば、ここも「イワのある場

所」という意味になる。
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甲斐駒ヶ岳。仙丈ケ岳から。2011年10月。

 

 

コメツガの多い志賀高原。2010年10月。
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48Kのブログ

« 「コマ」と「ヤマ」：山の語源 | トップページ | 夢の中で飛びまわる »

2021年5月 8日 (土)

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会）

　このブログで書いてきたように、以前から地名由来に関心を持っていた（こちらhttp://48k.cocolog-

nifty.com/blog/cat24179651/index.html）ので、地元の地名研究会に入ることにしました。

　以前から考えていたことをまとめて、研究会会誌に投稿したところ、原著論文として掲載してもらえました。自

然科学のことはあれこれ書いてきましたが、人文科学分野では初の論文掲載だと思います。

初宿成彦(2021.3)格助詞に着目した地名の要素分解。地名探究 (19): 59-64.京都地名研究会。

 

　北大昆虫学教室出身の河野広道（1905－1963)は、昆虫学者をやりながら、アイヌ民族学をやっていまし

た。貝塚が単なるゴミ捨て場ではないことを述べた「貝塚人骨とアイヌのイオマンテ」（1935年）は特に興味深

い内容に思いました（※イオマンテについては、地名を扱った上記拙著でも少し触れてます）。

　拙著はそんな偉大な先輩を見倣って、というほどの内容ではありませんが、個人的には「自然と人間」という

テーマを、自分なりの視点や方法論を以って、向き合ってきた成果のひとつと思っています。アイヌ語に関する

文献や柳田国男なども引用しています。

  内容に関心ある方（閲覧希望）は個人的にご連絡ください。hippodamia13@gmail.com  

　内容の紹介動画を作りました。まだ第１部ですが・・・。

 

https://youtu.be/cVUl-Zk0W4A

追記（2021/5/11）：その２をアップしました。

https://youtu.be/oTsAXBpZae0

 

2021年5月 8日 (土) 地名由来 | 固定リンク

« 「コマ」と「ヤマ」：山の語源 | トップページ | 夢の中で飛びまわる »

「地名由来」カテゴリの記事

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会）(2021.05.08)

「コマ」と「ヤマ」：山の語源(2021.05.06)

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日本語の母音について(2021.05.05)

【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

生物季節観測の終了について(2021.02.04)

コメント

コメントを書く

@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24179651/index.html
mailto:hippodamia13@gmail.com
https://youtu.be/cVUl-Zk0W4A
https://youtu.be/cVUl-Zk0W4A
https://youtu.be/oTsAXBpZae0
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24179651/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24179651/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-9aa067.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/02/post-4e68e0.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

内容：

 確認   送信 

« 「コマ」と「ヤマ」：山の語源 | トップページ | 夢の中で飛びまわる »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html


48Kのブログ

« 【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会） | トップページ | 【科学随筆朗読】「水平線は曲がっている」（小

泉丹：1938年） »

2021年5月12日 (水)

夢の中で飛びまわる

心地のいい夢をみた

シャボン玉のように

風に吹かれて

ふわふわと飛びまわる

昨日のことは忘れた

明日のことは気にしない

今この瞬間を生きる

すぐ弾けてもそれでいい

心地のいい夢をみた

一面の花畑

チョウチョになって

ひらひらと飛びまわる

昨日のことは忘れた

明日のことは気にしない

今この瞬間を生きる

飛べなくなったら死ぬだけ

 

2021年5月12日 (水) 作詞 | 固定リンク

« 【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会） | トップページ | 【科学随筆朗読】「水平線は曲がっている」（小

泉丹：1938年） »

「作詞」カテゴリの記事

夢の中で飛びまわる(2021.05.12)

勝手にしてやる(2021.05.04)

思いやり助け合い(2021.04.28)

季節と命の喜びを(2021.04.25)

真夜中のLAMENTATION(2021.04.24)

名前：(任意)

メールアドレス：(任意)

(ウェブ上には掲載しません)

アドレス(URL):(任意)

コメント

コメントを書く
@niftyが提供する

無料ブログはココログ！

キーワードを⼊⼒  検索

このブログにより権利が侵害され

たとお考えの際の申し立てにつ

いて

 

携帯URL

携帯にURLを送る

プロフィール

最近の記事

【電子書籍】私のみた科学者の生活　

新居　格（1941年）

評価されたら嬉しい

長所／短所「受入れ」の教育を

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936

年）

【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：

1947年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がって

いる」（小泉丹：1938年）

夢の中で飛びまわる

【新刊紹介】「格助詞に着目した地名

の要素分解」（京都地名研究会）

「コマ」と「ヤマ」：山の語源

大和人（やまとぅんちゅ）ぬ宝：古日

本語の母音について

メールを送信

RSSを表示する

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24203169/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/cat24203169/index.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b8279a.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-5d4745.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-d3cab4.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-35bd94.html
https://www.nifty.com/
https://www.cocolog-nifty.com/
https://support.nifty.com/support/madoguchi/html/form_inform.htm
https://www.cocolog-nifty.com/
mailto:?subject=cocolog&body=http://app.m-cocolog.jp/t/typecast%3Fblog_id%3D658992%26user_id%3D553737
http://48k.cocolog-nifty.com/about.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/06/post-3c2f43.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-85896d.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-876a40.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-82f500.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-b3a1c8.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-177f54.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-90a113.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-97bfc2.html
mailto:coccinella7@nifty.com
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf


内容：

 確認   送信 

« 【新刊紹介】「格助詞に着目した地名の要素分解」（京都地名研究会） | トップページ | 【科学随筆朗読】「水平線は曲がっている」（小

泉丹：1938年） »

http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-eef4b5.html
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/
http://48k.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-0bc761.html


48Kのブログ

« 夢の中で飛びまわる | トップページ | 【朗読】「立春の卵」（中谷宇吉郎：1947年） »

2021年5月19日 (水)

【科学随筆朗読】「水平線は曲がっている」（小泉丹：1938年）

【科学随筆朗読】「水平線は曲がっている」（小泉丹：1938年）

 

https://youtu.be/BR2urfnFmKA

 

 

「視界」岩波書店

　何事も見聞きしたことのみに囚われず、実証的態度が大切である。

・水平線は真っ直ぐでなく曲がっていること

・殷の紂王による解剖実験

・吠えかかる犬への対処法

・ハリネズミの瓜盗み実験
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中谷宇吉郎

 

https://youtu.be/QKrF4uD5dF8

 

「世界」1947年

「なぜ立春に卵が立つか」について天文学的・物理学的・人間科学的に解説した愉快で明晰な随筆。
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【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936年）

【朗読】「孫太郎虫」（小泉丹：1936年）

https://youtu.be/P8MR3SdZoBU

小児の疳の薬として知られる「孫太郎虫」に関するエッセイ。往時は仙台市内で、孫太郎虫を売り歩く声（触れ

声という）が聞かれたようだ。太郎という名への思い、この薬の名前の由来、庶民がこれで生活費用を工面し

ていた話、など。1938年「視界」（岩波書店）収録。

小泉 丹（こいずみ まこと：1882（明治15）年－1952（昭和27）年）は、動物学者で、慶応大学医学部教授。寄生

虫学を担当し、マラリアやデング熱の研究した。著書に『蛔虫の研究』、進化論の解説など。

＃科学エッセイ　#朗読　＃昆虫
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2021年5月31日 (月)

長所／短所「受入れ」の教育を

１．褒められたら嬉しいが・・・

　学校の先生や親から褒められることは、とても嬉しいことで、少年時代から、何かを頑張るときの大きな原動

力になっていたと思う。しかし、アドラー心理学の本には、それだけではつまるところ「教育にはなっていない」

というようなことが書かれている。

　アドラー本では「課題の分離」が言われる。よく出てくる例えとして、馬に水を飲ませるに際し、馬を水辺へ連

れていくことは飼い主の課題であるが、馬が水を飲むかどうかは、馬側の課題であるということである。

「あなたのためを思って言ってるのよ」と、むりやり勉強させようとする教育ママゴンは昔からいて、そのおかげ

で母の望む医学部に入って医者になるなど、何らかの社会的地位に就いて、経済的恩恵などを受けている人

も実際にいるだろうが、それは課題の分離が出来てないというわけである。

　子供や生徒を褒めることを前面に出してしまうと、褒められないとやらない子供になってしまう。ゴミが落ちて

たら拾う子供になってほしいが、褒められることが目的になった子供は、先生や親が見てないと、ゴミを拾わな

くなってしまうのである。

２．他人との比較はダメなのか？

　とはいえ、自分という人間の長所を知るためには、他人との比較や年長者の褒め言葉は、多少とも必要な

のではないかとも思っている。

　運動会の徒競走で「勝ち負けはつけず、みんなで仲良く手をつないで一緒にゴール」というのがあったが、そ

れでは自分の長所は見つけられないと思うし、そこから例えばオリンピックの陸上選手が育つことはないだろ

う。

　少年時代に褒められてばかりで育ったために、大人になっても万能感を持ち続けている人をときどき見かけ

る。権威者に媚びて露骨に点数稼ぎをしたり、また中にはいわゆる負けず嫌いに育ってしまって、いつも鼻息

あらく、闘争心が強くて、「勝ちか負けか」ばかり考えている。大人になってから自分が万能でないことにようや

く直面して、心を病んでしまう人もいる。これらの方々は結局、幸せにはなっていないと言える。

　自分の長所や短所を知るための機会は、やはり必要なのである。しかし、それら（たとえば勉強や運動の成

績とか）がその人が総体として、「上か下か」が決まるというようなことではなく、「誰にでも長所／短所があり、

自分についてはそのままを受け入れる、他人についてはその個性を尊重し、自惚れたり見下したりしない」こ

とを学ばせる教育が大事なのだと思う。その意味で、小学校の全国一斉学力テストは、何のためにやってい

るのか、私には理解しかねる（比較や競争に主眼があるとしか思えない）し、それに一喜一憂する自治体の上

の人たち、さらには、それを教育者の評価に使おうとするのは、まったく同意できない。

 

　勉強のできる子が育つ＝教育の成功、ではない。教育は人間の育成であるべきである。個別の物差しで測

れば、もちろん誰にも長所／短所、上／下はあるだろうが、測り方（＝物差しの種類）は無限にあるので、人と

して総体的に上／下は無いことを教えるべきだと思う。
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48Kのブログ

« 長所／短所「受入れ」の教育を | トップページ | 【電子書籍】私のみた科学者の生活　新居　格（1941年） »

2021年5月31日 (月)

評価されたら嬉しい

「評価は多角的に」てなことを前回のブログで書いたが、やはりSNSで「いいね」がたくさんついたら嬉しいもの

である。そして、自分の書いた論文がたくさんの人にダウンロードされ、見てもらうのも嬉しい。

　所属先の出版物のダウンロード数が表示されるようになっていて、今年３月に出した「外来生物調査プロジ

ェクト(Project A)による ムネアカオオクロテントウ・ユーカリハムシ・ヨツモンカメノコハムシの市民調

査報告」が10位に入っていた。

　ちなみに、私の主著論文は１，２、４、10位になっていて、ザ・ベストテンの寺尾聰の状態（？）である（「ルビ

ーの指環」の頃：古い話・・・）。

　とはいえ、競争的資金を当てること＝いわゆる学界の高い評価＝を狙っている学芸員は、学会誌でのポイ

ント稼ぎが必要で、所属組織の研究紀要なんかには投稿しないから、「レベルの低い仕事だ」、「自分が本気

だしたら、それぐらいの事できるわい」としか思われてないことだろう。

　しかし、私は公立博物館に勤める限りは、公立博物館なりの立場をわきまえて、仕事をすべきだと思ってお

り、これら４つはいずれも、そういう内容（＝地元、大阪の昆虫に関するもの）になっている。それはいわゆる

「学界で評価される」ような仕事とは、はっきり言って、相容れないものである。そして、そのような地道を歩くよ

うな内容の調査は、それなりに腹をくくって意識的にやらないとできないことである。

　全国区の仕事、学界や海外で評価される仕事がやりたい人は、そういうところに行ってやればいいのに、と

さえ思っている。

「１軍のピッチャーになれなかったから」といって、任せられたバッティングピッチャーの仕事を真面目に取り組

まないようでは駄目である。

図。2021年5月31日時点のダウンロード数ランキング。
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https://books.rakuten.co.jp/rk/9ea45f206b12372b9cfc089dd0564152/?l-id=search-c-item-text-01

 

＜下記は特に心に響いたフレーズ＞

ファーブルはただ昆虫のことを、そのことだけを一心に研究した。世俗の声誉といったものは彼にとっては路

傍に咲く雑草の花よりもつまらないものだとしていたらしい。

 

アインシュタインその人は新学説の発見についても、誇らかな心のあるはずは無いのだった。ただ、悠然と心

静かに研究しているうちに、自然に生まれただけの話なのである。

蕾が花と咲くのと同じことだからだ。科学者らしい科学者は、世俗の人たちのように蒸し暑い声誉感をもたな

いものである。

ミイラ学者の丹念にして綿密な労作は、私をしてまったく感嘆せしめたものだ。「えらい仕事だな」と思った。だ

が、綿密な作は、ミイラ学者だけのものではない。科学者は誰でもそうであるべきものなのだ。

牧野富太郎博士は植物の採集に出かけられるとき、必要な草木を抜いて他のつまり研究に要らない草までが

一緒に根こそぎにされることがあるが、それが分ると再び元の土に生けてやることにしている、と言っておられ

た。

科学者のこころは天使のこころであって、悪魔のそれで取り扱われてはならないのが理想かも知れない。

今日の科学者は、あまりにも時局適応に重点を置きすぎるところがありはしなだろうか。

真の時局性とは、 各人がますます各人の本分を守るということに外ならない。
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【本の感想と意見】「アイヌ語地名の南限を探る」筒井功（著）、河出書房新社 、2020年(2021.04.29)

自分に合った生き方を見つけよう　～カーネギー「人を動かす」を読んで～(2021.03.15)

【読書】「アドラーに学ぶ　よく生きるために働くということ」（岸見一郎）ベスト新書(2019.12.02)

＜本の紹介＞「昆虫考古学」(角川選書)　小畑 弘己 (著)　2018年(2019.11.26)
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