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収録内容と凡例

1.この目銀には,滋賀県立至喜琶湖博物餌に所属する学芸職員および嘱託職員の1996年12月末までの業績を収録 した｡

2.この目銀には､次の項目に該当する業績を収録 した.

1.研究業績

1a.論文など

1b.その他の印刷物

1C.学会講演など

2.交流サービス事業に関する業績

2a.印刷物

2b.定期の講義､実習など

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

3.展示事業に関する業績

4.賛料整備事業に関する業績

5.情報事業に関する業績

3.Er]刷物の収録形式は,欧文 ･和文とも以下のとおりにした.

定期刊行学術誌掲載の論文など

著者名 :発行年 :論文表題 :定期刊行物名 :巻(号):始へoサ ー終へ〇一ゾ

単行本 (含翻訳)

著者名 :発行年 :著書表題 :出版牡 所在地 :総へO-ゾpp.

単行本のなかに掲載の論文など

著者名 :発行年 :論文表題 :"単行本名-I(編集者名編), 出版社,所在地 :pp.始へ〇一デー終へ〇一ゾ



研究部長

KAWANABE,Hiroya 川郡部 浩哉 生態学 (理学博士)

1.研究業績

1a.論文など

原田英司 ･川郡部浩哉:1955:コメッキガ二の行動と相互作用:日本生態学会誌:4:162-165.

川那部活哉 ･宮地伝三郎 ･森主一 ･原田英司 ･水原洋城 ･大串竜一:1956:湖上アユの生態-とくに淵に

おけるアユの生活様式について-:京都大学理学部生理生態学研究業績:79:1-37,pl.1

大串竜一 ･川那部浩鼓 ･原田英司:1956:淵の底の昆虫群集:生理生態二7:61-71.

川郡部浩鼓 ･水野信彦 ･宮地伝三郎 ･森主一 ･大串竜一 ･西村 登:1957:湖上アユの生態 Il-とくに

生息密度と生活様式について-.生理生態:7.145-167.

川那部活哉 ･森主一 ･水野信彦:1957:湖上アユの生息密度と淵の利用の しかた:日本生態学会誌:7:22-

26

水野信彦 ･川郡部浩哉:1957.なわぼりの密集 した地域におけるアユの行動･日本生態学会誌.7:26-30.

川那部浩哉:1957･アユの社会構造と生産一生息密度と関連づけて-:日本生態学会誌,7:131-137.

川那部活哉 ･水野信彦 ･西村登.1957:アユは河床型をいかに利用するか -アユの密度と体長分布一･日

本水産学会誌:23:430-434.

原田英司 ･川郡部浩哉:1958.鞍馬山の植生と動物相 いわゆる植生の遷移系列にそって:生理生態:8:67-

79.

Kawanabe,H･1958･OnthesrgnificanceoHhesocialstructureforthemodeofdensityeffectinasalmon-

Eikefish,'Ayul,P/ecog/ossusa/live/I-sTemmlnlCketSchlegeI:MemoirsofCollegeofSclence,

UnlVerSityofKyoto:Ser.B:25:171-180

水野信彦 ･川那部浩栽 ･宮地伝三郎 ･森主一 ･児玉浩憲 ･大串竜一 ･日下部有信 ･古屋八重子:1958:川

の魚の生活 I,コイ科4種の生活史を中,いこして:京都大学理学部生理生態学研究業績 :81:1-48.

J順陀β浩哉 ･森主一 ･水野信彦:1959:アユの成長と藻類量,そのほか:生理生態二8:118-123.

Kawanabe,H ･1959:FoodcompetitionamongflShesnsomeriversofKyotoPrefecture,Japan:Memoirs

ofCo=egeofScience,UniversityofKyoto,Ser.B:26:253-268.

)周信部浩哉:1959:さかなの社会生活:l働物の社会と個体(今西錦司絹)…:岩波書店:東京 pp.49-61

川那部浩哉:1960:川の動物群集をどうとらえるか一食物関係にもとづく群集理解の試み-:生理生態ニ9:

1110.(F川と湖の生態学A :1985:所収)

名越誠 ･川那部浩鼓 ･水野信彦 ･宮地伝三郎 ･森主一 ･杉山幸九 ･枚岩男 ･斎藤洋子:1962:川の魚の生

活 日.オイカワの生活史を中′いこして:京都大学理学部生理生態学研究業績:82:1119.

JHB陀郎曽我:1963:川の生物生産量と生産関係:陸水学会誌:24:1-15,

原田英司 ･川那部活鼓.1964:生物学的生産に関する諸概念の検討:生理生態:12:300-316

MlyadI,D,Kawanabe,H･,Harada,E‥1964.Eco一ogyandb1010glCalproductionofLakeNaka-umiand

adjacentregl0nS1･Generalintroduction･Specia=⊃ubHcation,SetoMarineB1010glcaLLaboratory,

Ser.2:1:117(+lpI).

川郡部浩哉:1966.'生態学の歴史と展望:‖現代の生物学T･第9巻:岩波書店:東京:pp.1-18,(r川と湖の生態

学 卜 1985:所収)

川郡部浩鼓.1966,生物群集における種の生産:●現代の生物学■':第9巻:岩波書店:東京:pp.123-152.

川郡部浩哉:1966:アユの生態研究小史.ミチューリン生物学研究:2:235-255.

Kawanabe,H.:1967:DeficatFOnratl00fayoungcruciancarp,CarassIUSCaraSSI'us,inreEat10ntOIts

lngeStionrate:MemoirsofCollegeofSclenCe,UniversityofKyoto:SerB:33:157-162

DeLaCruz,A A･,Kawanabe,H'1967:Thepopulationandfoodhabitsoffishinasmallestuarinepond:

-1-



NaturalandAppliedScienceBuIJetin二20:473-477･

Kawanabe,H.,Sajto,Y.,Sunaga,T.,MakJ,l.,Azuma,M･:1968:EcologyandbiologlCalproductfonof

LakeNakaumiandadjacentregtons.4.Distrjbutjonoffishesandthelrfoods:SpecialPubLLCat10n,

SetoMarineBiologlCa=_aboratory:Se√.2:2:44-73(+1spec°tab一e)･

川郡部浩哉:1968:汽水域における生物生産 一中海水系における生物関係を中′いこして-:地質学論集:3･

15-22.

)順β部活栽:1969:生産に関する用語と記号:一慢水生物生産研究法..二(森圭一 ほか編):講談社 東京:pp.1-

7.

川那部活哉 ･平井賢-:1969:止水域の小型付着動物の測定法二1.陸水生物生産研究法一一(森主- ほか編).請

談社:東京:pp.115-119.

森下正明 ･川郡部浩哉二1969:生産に関する話量と諸呈間の関係:"陸水生物生産研究法"(森圭一 ほか編):

講談社:東京二PP.345-351.

川郡部浩哉 ･小野寺好之:1969:物質循環とエネルギー流転:"陸水生物生産研究法'-(ed.by森主- ほか)I

講談社:東京:pp.352-357.

川郡部浩哉:1969:群集全体の物質とエネルギーの収支:■憧水生物生産研究法■■(森圭一 ほか編),講談社:秦

京:pp.367-374.

川郡部浩哉:1969:生産関係調査とその問題点 一概論-:廃 水生物生産研究法.I(森圭一 ほか編)‥講談社:

東京･pp.374-375.

川郡部浩哉 ･長田芳和:1969:デ トリタスとその重要性 一概論-:■慢水生物生産研究法‖(森圭一 ほか編)ニ

講談社:東京:pp,388-389.

JllB陀B浩哉:1969:｢群集の生産性｣から｢群集における生物生産へ｣:''陸水生物生産研究法"(森主- ほか

編):講談社:東京:pp.440-447･

Kawanabe,H.:1969:Theslgnificanceofsoclalstructureinproductionofthe.Ayu■,P/ecog/ossus

a/tI've/I'S:"H,R.McMillanLecturesinFisheriesSymposlumonsalmonandtroutlnStreams":(ed.by

Northcote,T.G,):UniversityofBritishCo一umbia:Vancouver●pp.243-251,

川那部浩哉:1970:アユの社会構造と生産ll-15年間の変化をみて-:日本生態学会誌.20:144-151.

川郡部浩鼓:1972:アユの社会構造の進化史的意義について付分布南限における社会構造:日本生態学会

誌:22:141-149.

川郡部浩哉:1973:｢なわぼり｣と動物社会学,‖宮地伝三郎動物記第2巻月甜t,筑摩書房:東京:pp.4-7.(r生
物と環境日 1978)所収)

川郡部浩哉:1973ニ｢哲学｣としての生態学:理想 :482:32-41(r川と湖の生態学l (1985)所収)

宮地伝三郎 ･川郡部浩栽 ･岩井保:1973:魚類:"川村日本淡水生物学●(上野益三編):図鑑の北隆館:東京･

pp.637-656･

川那部活哉:1973:沖縄島におけるヨシノポリの特異な摂食行動についてこ沖縄生物学会読 :10.1-6.(r川
と湖の生態学l (1985)所収)

西島信昇 ･請喜田茂充 ･川那部活栽:1974:琉球列島の河川の概況.一瀧球列島の自然とその保護に関する基

礎的研究''(池原貞雄編)ニ1:113-143.

川那部活哉 ･栃井隆彦 ･西島信昇 ･話喜田茂充:1974:食物連鎖から見た琉球列島河川生物群集の特徴(予

報)-1973年夏の状態,ll琉球列島の自然とその保乱 こ関する基礎的研究..(池原貞雄縞):1:1871193.

川郡部浩栽 ･西島信昇 ･話喜田茂充:1974:-●琉球列島陸水生物文献目録 (暫定).●●琉球列島の自然とその保

護に関する基礎的研究''(池原貞雄編):1:255-275.

Jll郡部浩志 ･田中豊穂:1975:長良川に関する生態的予備考察･公害研究 :5(2):1-14.

Kawanabe,H.:1975:OntheoriginofAyu-fish(PISCeS.Osmerldae)inLakeBiwa:"PateolimnologyofLake

BiwaandtheJapanesePleistocene'.(ed.byS,Horie):3:317-320.

Kawanabe,H･:1977:RelicsocialstructurehypothesisontheterritorialityofAyu,PIecoglossusa/lIVe//-S

(Pisces:Osmeridae):ProceedingsofJapanAcademy:53(Ser.B):74-77.

Kawanabe,H∴1978:Someb1010glCalproblems(lndeepcoreofLakeBiwa):Ve｢hand山ngender

-2-



lnternationalenVerelnlgUngfuerLImnOIogle:20:2674-2677･

Kawanabe,H.:1980:RecentprogressofllmnOlogylnJapan,FIShes●RecentProgressofNatura一Science

inJapan:5:231-236･

川那部浩哉･1980･ニジマス."日本の淡水生物■■(川合禎次 ･川郡部浩哉 ･水野信彦編):東海大学出版会:秦

京:pp.44-48.

川郡部浩哉:1980:群集の対応･■'日本の淡水生物一一(川合禎次 ･川那部活哉 ･水野信彦編)･東海大学出版会:

東京･pp183-194(訂生物界における共生と多様性』(1996)所収)

Kawanabe,H･:1981TerritorialbehaviourofTropheusmoore/(OstelChthyesICIChlidae)Withaprellmlnary

considerationontheterritorlalformslnanlmals:AfrlCanStudyMonographs:1:101-108

川郡部浩裁,1981:タンガ二イカ湖の魚たち･アフリカ研究:20:66-78.(rタンガ二イカ湖の魚たち｣(ed.

by堀道雄):1993:平凡社:東京:所収)

MはUnO,N.,Kawanabe,H‥1981:AtopographlCalclassificationofstreams,withanintroduct10nOfthe

systemwldelyusedlnJapan･LReachtype,streamzoneandstreamtype･Ve｢handlungender

lnternationalenVereJnlgungfuerLFmnOlogJe:21:913.

川郡部浩裁,1982:二つの生態学-形而上学的覚書-:科学152:154-159.(r川と湖の生態学j(1985)所収)

川那部浩裁.1982:採食なわぼりと生殖なわぼりとの峻別･科学･52:3901392.(rJIlと湖の生態学』 (1985)

所収)

川郡部浩裁.1982.種分化は生活間上の特定の段階でおこる･科学･52･527-529.

川郡部浩哉 ･須永哲雄 ･植松辰美 1982二メダカ類の摂食行動･‖摂食行動のメカニズム'-(森田弘道 ･久保田

競編):pp.181-198.

川郡部浩哉:1982:食物連鎖と栄養環:"生態学読本■■(沼田真編):東洋経清新報社.東京:pp.109-128‥(『川
と湖の生態学j (1985)所収)

Tokul,丁.,Kawanabe,H.:1984:FIShes:■■LakeBIWa''(ed.byS.Horie):D｢.W JunkPubllShers,Dodrecht.

pp･339-360'

川那部浩哉･1984:アフリカ研究の回顧と展望動物生態学の場合(霊長類関係を除 く).アフリカ研究:25･

28-41

Kawanabe,H.,Furukawaイanaka,T.,Maruyama,T∴1985:lnte｢relatl0nSamongChar｢sandatroutln

Japanesestreams'lSACFlnformatlOnSerles:36571

上田哲行 ･遠藤彰 ･J順β部浩哉 1985:行動と社会 ■■科学の辞典 第3版-(飯野徹雄ほか編):岩波書店 東京.

pp･339-349

遠藤彰 ･上田哲行 ･JH那部活鼓.1985･動物の生態ニ"科学の辞典 第3版-(飯野徹雄ほか編):岩波書店:東京

pp.9301941.(r生物界における共生と多様性｣(1996)所収)

川那部浩栽 1985:減水魚類の分布 ･生態と水温:"1984日本河川水質年鑑‖(建設省河川局監修):山海堂 東

京･pp.869-877.(F生物界における共生と多様性｣(1996)所収)

Kawanabe,H.:1986:CooperatIVeStudyontheecologyofLakeTanganyikabetweenJapaneseand

Zaireanscientists,withspecialreferencetomutualinteractionsamongflshes:PhysIOIogyand

EcologyJapan:23:119-128,

Kawanabe,H･:1987:Nicheproblemslnmutualism'PhysiologyandEcologyJapan:24'S75-80

川郡部浩哉:1988:環境容量と生態学."第1回環境容量シンポジウムー環境容量の概念と応用-"(海老瀬潜

一編):国立環境研究所:筑波:pp49-58.(r生物界における共生と多様性｣(1996)所収)

川郡部浩哉･1989:瞭昧こそが肝心 生物の群集とはどういうものかつヘるめす:20:166-173.

Kawanabe,H.:1989:Japanesecharrsandmasu-salmonproblems:areview.Physio一ogyandEcology

Japan,SpeclalVolume:1:3-12･

Kawanabe,H･:1990:ComlexltylnbiologlCalcommunities,ortheimportanceofbelngequlVOCaI:BiologICal

complexityandlnformatIOn.(ed,byShlmIZu,H.).:WorldScientific,Singapore:pp.186-194

Kawanabe,H･:1991:B｢ackIShwaterzone,thecentralchalnOfecosystemseriesfrommountainsto

ocean,WithspecialreferencetoLakesShinji-koandNaka-umlSystem.":ForricherecologlCal
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systemsofbrackishwaterzonesl'(ed.byKawanabe,H･,Date,Y･,Kikuchi,T･,Harada,E･,Miyata,

L.Koike,F,,Kunii,H.):Kokuchosha,Matsue:pp1223-224･

Kawanabe,H∴1991:ConservationoffreshwaterfisheslnJapaneseArchLPelago,wlthemphasISOn

relatlontoItsPhysjcalenvironmentandecologlCaldiversity･:I.ProceedlngSOftheFlrSt

IntemationalSymposiumonWIIdlifeConservation":ROC.:pp･18-33･

川那部活栽:1992:｢自然｣の何を守るのか:文芸春秋:70(2):2061213.(F暖味の生態学｣ 1996:所収)

川郡部浩栽:1992.動物の資源量から見た刺 等ニ'.狩猟と三郎努:日本文化の源流をさぐる"(小山修造編):雄山

闇:東京:pp.80-99.(r生物界における共生と多様性｣(1996)所収)

Nakano,S.,Fausch,K.D.,Furukuwa-Tanaka,T,Maekawa,K,Kawanabe,H:1992:ResourceutlllZatl0n

bybullcharandcutthroattroutinamountainstreaminMontana,U.S.A:JapaneseJournalof

lchthyology:39:211-217･

JH那部浩哉:1993:生命多様性一関係の総体論から見た生物群集とその進化-:一一岩波講座 宗教と科学6生

命と科学‖(河合隼雄 ･清水博 ･谷泰 ･中村雄二郎 ･門脇佳吉 ･西川哲治編)･岩波書店･東京:pp

55187(r生物界における共生と多様性』(1996)所収)

Kawanabe,H,lwasaki,K･:1993:lntroduct10n:flexibHityandsynerglSmOfbIOlogICalrelatl0nShlPSIn

naturalcommunltleS:HMutualismandcommunltyOrganlZatl0n:behavIOural,theoreticalandfood-

webapproaches"(ed.byKawanabe,H.,Cohen,JE.,lwasakI,K):.OxfordSciencePubHcations,

Oxford:pp.1-10

Hori,M.,Gashagaza,M･M･.Nshombo,M.andKawanabe,H･:1993:LlttOralfishcommunitiesinLake

Tanganyika:lrrepFaceabJediversltySuPPOrtedsbylntrrCatelnteraCtIOnSamongspecies:

ConservationBiology:7:657-666.

Kawanabe,H,Ohgushi,T.,Higashl,M.ed∴1993.SymBrosphere:EcologlCalcompfexltyforpromotlng

b10dlVerSlty:Bl010gylnternatIOnal,Speclallsuue:No.29:86pp.

Kawanabe,H,Gashagaza,M･M･,Hori,M･:1994:AconservationissueofbIOdiversityofLake

Tanganyika,withspecialreferencetoinshore-flShe:VerhandlungenderlnternatIOnaleVerelmgung

fuerTheoretischeundAngewandteLlmnOlogie:25二2182.

Kawanabe,H･,Maruyama,T･,Niimura,Y∴1994-Sea-runformofamasu-salmonSalmo(Oncorhynchus)

masouishikawai.Aconservationproblem.Verhandlungenderlnternat暮OnaJeVereinlgungfuer

TheoretlSCheundAngewandteLlmnOlogトe:25二2191.

Nakai,K,Kawanabe,H,Gashagaza,M･M･:1994EcologlCalstudleSOnthelittoralcIChIIdcommunltLeS

ofLakeTanganytka:thecoexIStenCeOfmanyendemicspecies:ArchlVfuerHydrobio暮ogle,Belheft

ErgebnissederLimnologle:44.375-391.

川那部活哉:1995:地球共生系とはなにかフ ln:-地球共生系,多様な生物の共存する仕組み‖(第9回 ｢大学

と科学｣公開シンポジウム組織委員会編).クバブE]二東京:8-16.(F生物界における共生と多様性j

(1996)所収)

川那部浩哉:1995.本講演会のまとめと展望. ln:"地球共生系,多様な生物の共存する仕組み'.(第9回 ｢大学

と科学｣公開シンポジウム組織委員会編):クバプロ二東京:187-190.(r生物界における共生と多様

性J(1996)所収)

Loreau,MHBarboult,RHKawanabe,H･,Higashi,M,AIvaaarez-Buylla,E.,Renaud,F,:1995:Dynamics

ofbJOdiversltyatthecommunltyandecosystemreveレln:GlobalBIOdiversityAssessment(ed.by

Heywood,V･H･,Watson,R･T･):CambrldgeUniversityPress,UK:pp245-274

安部琢栽 ･川郡部浩哉:1996:生物多様性:その生態学的研究の現状と展望二環境研究 :1996二No.100.133-

138.

Kawanabe,H･:1996'LInkagebetweenecologICalcomplexltyandbiodiversity.:"BIOdiversity,SclenCeand

Development'-(ed･bydiCastri,F,Younes,T･)ICABlnternational,Walllngford,UK･pp.1491152

1b.その他の出版物
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川那部浩裁:1952:パチンコの推計学:親学:1952(10):22-27.

川郡部浩志:1952:生物統計法によせて:民科京都生物部会ニュース:8:2-3.

森主- ･布施慎一郎 ･原田英司 ･川郡部浩志 ･橋川次郎 ･水原洋城 ･三浦奉戴,訳:1956:生態学の基礎

(E.P.オダム著):朝倉書店:東京:12+432pp-

川那部浩哉:1957:アユのなわぼ り:自然:1957:(8):3111:(r生物と環境｣:1978:所収,ln:自然誌木魚:河

出書房新社:東京:(1980)再鈷))

川郡部浩哉:1957:採集者のための淡水魚の検索表:日刊:34pp.

川郡部浩哉:1958:書評 ｢日本ザルーこの見事な社会構造一水原洋城著｣:日本読書新聞(詳細不明).

川郡部浩志:1958:さかなの生活:科学読売:10(8):25-28.

J順帽郎告哉 ･大崎晃三:1958:生物科学シンポジウムをふりかえって.民科京都生物部会ニュース:22:1-3.

川郡部浩栽:1959.生態学実習の記録を読んで-高校の ｢生態学｣実習無用論-:民科京都生物部会ニュー

ス:25:ト3.

川郡部浩哉:1959･書評 :｢日本魚名の研究 渋沢敬三著｣:図書新聞 :1959(詳細不明).

城五郎 ･富田恒男 ･小野寺好之 ･宮地伝三郎 ･森主一 ･川郡部浩栽 ･水野信彦 ･児玉浩憲 ･手塚洋子:

1960:川の魚の生活 Il:魚類5種の生活史と群集構造:京都府農林部水産課:20pp.

宮地伝三郎 ･森主一 ･川郡部浩哉 ･水野信彦 ･児玉浩憲 ･友田淑郎 ･大串竜一 ･古屋八重子:1961:魚類

の現状:■■天ヶ瀬ダム建設にともなう漁業補償のための生物調査報告":近畿地方建設局天ヶ瀬ダム工

事事務所:京都:pp.14-20.

川郡部浩哉:1961.書評 ｢進化学鹿間時夫 著｣:自然 :16(10):56.

川那部浩哉:1962:トラ四題:平安:1962(1):6-7.

宮地伝三郎 ･川郡部浩哉:1962:はじめに:I.EF]湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査軸告":(宮地伝三

郎編).pp.1-12.

川那部活哉 ･手塚洋子:1962:漬業日誌記録調査と聞き取り調査による魚族生態の概要:''*湖干拓 ･淡水

化事業に伴なう魚族生態調査報告‖:(宮地伝三郎編):pp.106-112.

川郡部浩哉･1962:魚類の現存量について:■ヰ湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査報告'.:(宮地伝三

郎編):pp.113-122.

川那部活哉:1962:魚類と餌生物との関係-はじめに-:●.EF)湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査報

告':(宮地伝三郎編):p.123.

坂本充 ･原田英司 ･川那部活裁.1962:生産関係:''*湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査軸告'':(宮

地伝三郎編):pp135-147.

川郡部浩哉･1962:ボラ二や 湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査報告'':(宮地伝三郎編):pp.160-162

川郡部浩栽 ･浅野博利:1962:その他の魚種:中潮干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査軸告‖:(宮地伝

三郎編):pp.170-179.

川那部浩哉 ･宮地伝三郎:1962:干拓の影響-はじめに-:"中湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査

報告■一･(宮地伝三郎編):p.203.

森圭一 ･川郡部浩栽:1962:水質変化と生産:●中期干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査軸告'l:(宮地伝

三郎編):pp.203-204.

川那部浩哉･1962:生産関係の変化:●ヰ湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査報告●二(宮地伝三郎編):

p.209.

川郡部浩栽･1962:魚類の変化(種別).I.中湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査報告●.:(宮地伝三郎編):

pp.210-215.

川那部浩栽:1962魚類と甲殻類の水域別被害総括:'ヰ湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査報告'':

(宮地伝三郎編):pp.215-217.

川郡部浩哉:1962:漁獲量の変化:…中潮干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査報告‖:(宮地伝三郎編).p.
217.

川郡部浩哉:1962.生産力増強への数種の試み:''*湖干拓 ･淡水化事業に伴なう魚族生態調査朝告■■:(宮地

伝三郎編).pp217-218.
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東幹夫 ･原田英司 ･石烹俊雄 ･伊沢紘生 ･川那部浩栽 ･牧岩男 ･名越誠 ･須永哲雄 ･高松史朗 ･竹田瑠美

子 ･友田淑郎 ･柳島静江 ･水田国康 ･村上興正 ･中村央 ･西垣定治郎 ･佐藤安雄 ･辻英明:1962:

書評 ｢動物生態学 宮地 ･加藤 ･森 ･森下 ･渋脊 ･北沢著｣:日本生態学会誌 12:157-160.

川那部活栽:1962:川の生物群集:科学の実験:13:441-446.

川郡部浩栽:1962:アユの生活:科学の実験:13:471-476.(r生物と環境｣(1978)所収,rアユの博物誌｣

(1982)所収)

森主一 ･川那部浩哉 ･水野信彦:1962:ダム湖およびそれに連なる川における魚頬の生態学的研究 1:一一ダム

湖の陸水生物学的研究'-:(津田松苗編)二PP,5-7

水野信彦 ･森主一 ･川郡部浩哉:1963:ダム湖およびそれに連なる川における魚類の生態学的研究2:..ダム

湖の陸水生物学的研究一一:(津田松苗編):pp.8-10.

川那部浩哉:1963?:植林地に火をいれる一山焼き屋たちの弁-:朝日新聞:1963/9/1.

宮地伝三郎 ･J順持部浩哉 ･水野信彦:1963.原色日本淡水魚規図鑑:保育社:大阪:275:pp.,44pls.

川那部浩哉:1964:アユのなわぼり付 京都北山の淡水魚:京都の自然:六月社二大阪:pp.106-108.

川那部活我.･1964:びわ湖と淀川の魚:京都の自然:六月社:大阪:pp.1561157.

水野信彦 ･森主一 ･川郡部浩栽:1964:ダム湖およびそれに連なる川における魚類の生態学的研究:淡水生

物:9:4-8.

川郡部浩哉:1964:琵琶湖の現代の姿-その生態学的側面-:科学の実験:15:684-691.(r生物と環境｣

(1978)所収)

Jlli?陀郎告鼓･1964:講座新百学連環 ･動物生態学 1.日本読書新聞:(詳細不明)

川那部活哉二1964:講座新百学連環 ･動物生態学2:日本読書新聞 :(詳細不明).

川那部活哉:1964:講座新百学連環 ･動物生態学3:日本読書新聞･(詳細不明),

川郡部浩栽:1964:｢食べない｣釣り:毎日新聞 (夕刊):1964/5/28

川那部活栽:1964:1970年代の動物生態学,ln･生物科学の発展のための現状と将来について語るシンポジ

ウム記録.(ed.by日本学術会議生物科学研究情報連絡会):pp.34141.

川那部浩哉:1965･生態者の立場:科学:35:232-238.

川郡部浩哉:1965:河川:科学の実験:16:40-43.

伊勢村寿三 ･大田行人 ･加藤淑裕 ･川喜田愛郎 ･川郡部浩鼓 ･吉川秀男 ･木原弘二 ･近藤洋一 ･佐藤七

郎 ･団勝磨 ･晴美利彦 ･渡辺格,梶:1966:現代の生物学:岩波書店:東京全9巻.

川郡部浩哉:1966:群集における生物生産.ln.JPM-JPF共同シンポジウム ｢群集をいかにとらえるか｣:
pp.5-12.

森主一 ･川那部浩哉:1967:びわ湖の自然とその保護:ln:陸水生物ならびに陸水生物群集の保護の方法に

関する研究 (津田松苗編):1:15-16.

川那部活栽:1967:フナ類養魚の物質代謝測定法:Jn:生態学実習音 (ed.by生態学実習懇談会):朝倉書店:

東京:pp.135-140.

川郡部浩哉:1968:阿賀野川における｢水俣病｣について:ln:陸水生物ならびに陸水生物群集の保護の方法

に関する研究 (津田松苗絹):2:95-99.

川郡部浩哉:1968:公害問題に一生態学者として思う:科学:38:629.(r偏見の生態学｣ :1987:所収)

川郡部浩哉:1968:日本動物学会第38回大会記事:動物学雑誌:76:351-352

川郡部浩栽:1969:川と湖の魚たち:中央公論杜 東京:196pp.

川郡部浩哉:1969:著者との一時間 ｢川と湖の魚たち｣:朝日新聞:1969/4/15.

川那部活裁:1969:著書と著者 ｢川と湖の魚たち｣:中日･東京新聞二1969/4/18.

川郡部浩哉:1969:著者との対話 ｢川t湖の魚たち｣:共同通信系新聞11969/4/20,

川郡部浩哉:1969:アユのなわぼり:その仕 くみとエサの関係:フィッシング二1969:(5):40-41.

川那部活裁 ･北村誠一 ･近藤正義 ･津田松苗 ･西原巧 ･盛下勇:1969:川と人間性社会一都市河川の過

去 ･現在 ･未来(淀川の場合):公害と対策 :5:495-506.

川那部浩栽:1969:落ちアユ:医人薬人:18(ll):22-23.(rアユの博物誌｣(1982)所収)
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川那部活栽:1970:分布南限にアユの生態をみる:フイツシンク:6:100-103.

川郡部浩哉 編:1970.江川水系の生物生態:島根県水産課:松江:1:121pp,

川郡部浩栽 ･堀清子 1970:はじめに.ln:江川水系の生物生態 1.(ed.byJ周信部活鼓):pp214.

川那部活哉 ･水野信彦:1970:江川本流河川形態の現況と過去の状態の復元の試み In:江川水系の生物生

態 1,(ed.by川郡部浩哉):pp.5-20.

川郡部浩哉 ･水野信彦･1970.アユの基準密度と生息量:ln:江川水系の生物生態 1.(ed.by川那部活哉)

pp･111-114

東幹夫 ･川那部浩鼓:1970:筋化仔魚流下量の日周変化と河口付近における仔魚の分布:ln:江川水系の生

物生態 1.(ed.byJ順陀6浩栽):pp,115-121.

)順陀郎告鼓:1970二姿なきミナミトミヨ:朝日新聞:島根県水産課:松江:1970/4/5.

JH那部活栽:1970.脚光あぴる生態学のかけから-ある研究者の日記から-:朝日ジャーナル:12(30):311

35.(r生物 と環境｣(1978)所収)

川郡部浩裁,1970:｢人間的自然｣を回復させうるか-俗流 ｢公害言副 への一批判I.別冊軌 1970(秩)

74-80(r生物と環境j(1978)所収)

川郡部浩哉･1970:川の生物の生産性:化学と生物:8:103-108.(r生物と環境｣(1978)所収)

川郡部浩裁.1970:この自然は誰のものか:ln二テープレクチュア(カセットテープ).

川那部活裁 ･吉田光邦:1970:環境管理時代の人間意識:ln:テープレクチュア(カセットテープ).

川那部活裁.1970:河川水域の生態学的考察第1講.古い著作から:公害と対策:6:589-594.

川那部浩哉二1970:河川水城の生態学的考察第2講.川は流れる:公害と対策,6:723-726.

川郡部浩裁.1970:河川水城の生態学的考察第3講.アユの生活の多様性 公害と対策 :6:877-882.

川郡部浩裁.1971:河川水城の生態学的考察第4講.談水魚の地理的分布.公害と対策:7,51-55

Jlli?陀β浩裁.1971:河川水城の生態学的考察第5講,阿賀矧 IIの ｢敗荷落日｣:(1):公害と対策･7:333-339

川郡部浩栽:1971.河川水域の生態学的考察第6講.阿賀野川の ｢敗荷落日｣:(2):公害と対策:7.489-496.

川郡部浩裁.1971:河川水域の生態学的考察第7講.ダムの建設とアユ.(1)･公害と対策:7:613-623

川那部活裁.1971:河川水城の生態学的考察第8講.ダムの建設とアユ:(2):公害と対策.7二843-849.

川郡部浩栽 ･大沢秀行 ･安部琢裁,訳二1971:侵略の生態学(チヤールス ･工ル トン書):思索社.東京:223

PP･

川郡部浩哉:1971:訳者のやや長いめのあとがき:ln:侵鴨の生態学(川那部浩志 ･大沢秀行 ･安部琢哉,訳):

pp.215-223.(r暖味の生態学j:1996:所収)

川郡部浩鼓 ･田中光常 ･団伊玖磨 ･古川晴男 ･山階芳麿 ･小原秀雄.1971.人間も生きるために:朝日動物

百科:2:2-4.

川郡部浩鼓 ･小原秀雄･1971:何が自然の学か- ｢生態学｣的自然像を問う:SpaceDesign:6:39-52.(r偏
見の生態学 ｣:1987:所収)

川郡部浩鼓 ･宇井純:1971:公害原論第2学期:公害と生態学:東大工学部助手会:東京:42pp.

川郡部浩裁,編.1971:江川水系の生物生態:島根県水産課:松江 .2.

川郡部浩哉 ･堀清子:1971:はじめに.ln:江川水系の生物生態2.(ed.by川那部浩鼓):pp.2-5.

丸山隆 ･川那部活哉 ･後藤宮子:1971･江川西部におけるゴギの分布:lnニ江川水系の生物生態2.(ed.by川

郡部浩哉):pp.33-37.

川郡部浩哉 ･東幹夫:1971･江川におけるアユの基準密度と生息量 2:ln:江Jll水系の生物生態2.(ed.by川

郡部浩哉):pp.39-42

東幹夫 ･川郡部浩栽:1971:江川におけるふ化仔魚 の流下量と川口周辺におけるアユ仔魚の分布:ln:江川

水系の生物生態2.(ed.by川那部浩栽).pp43-50.

川那部活哉:1971:江川におけるいわゆる ｢総合開発｣について:ln:江川水系の生物生態2.(ed.by川郡部

浩哉):pp.51-57.

川那部活鼓:1971.書評.｢生物社会の論理(今西錦司書)｣･ln:思索社書評集:pp.14118,(r生物と環境｣

(1978)所収)
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川郡部浩哉:1972:書評:｢科学と人類の生存(バリー ･コモナ一書)上 自然:1972(2):106.

川那部活哉:1972:書評:｢サルの国の歴史(水原洋城著)｣:ln:モンキー(詳細不明).130)

川郡部浩鼓:1972.オイカワ:中日スポーツ:1972/2/4

川那部浩栽:1972.オイカワ(読):中日スポーツ:1972/2/ll

川郡部浩栽:1972:重吉琶湖の小アユ:中日スポーツ:1972/2/18.

川郡部浩哉:1972:将来計画委員会 ｢生態学研究所｣を考えるグループ中間報告:日本生態学会誌:22･83-

88.

JH那部浩哉:1972:自然と人間:アユのなわぼり:電信電話:24(5):22123.

川那部浩志･1972:お魚と鳥と虫と･読売新聞 :1972/6/8.(r偏見の生態学 j(1987)所収)

森主- ･川那部浩哉･1972:宇JlHn.日本生態学会陸水自然保護地域案..:日本生態学会:仙台:pp.44-48.

川那部活哉 ･丸山隆 ･谷田一三:1972:河川生物の調査.白山資源調査事業報告.5:24-49:別表3

川郡部浩鼓.1972.さかなの死にゆく日 展望 1972:(8):38-55.(町生物と環境』(1978)所収 In･自然読本

生態学.河出書房新社,東京.(1980)再録)

川那部浩哉:1972.暮 らしのなかで一月曜訪問:京都新聞:1972/10/9.

)順陀郎苦栽 1972:なわぼりは氷河期の残 し物?･朝日新聞:1972/10/21.

川那部浩哉:1972:公害と生態学 =｣∩:現代科学と公害 (ed.by宇井純).勤葦書房.東京:pp.269-326.

)順B部浩哉:1973:アユの ｢なわぼり｣とは何か-群集の論理への一つの試み-:科学 43:74-83.(rJHと

湖の生態学j (1985)所収)

川那部浩哉 ･高橋裕:1973:｢列島改造｣の水問題診断一資源開発と汚染対策の処方毒-.公害と対策:9

29-40

川郡部浩哉･1973:食物連鎖.tn:アルファ大世界百科.アルファエンタープライズ.東京:pp.2292-2294.

川郡部浩銭こ1973:なわぼり:ln:アルファ大世界百科:アルファエンタープライズ.東京:pp.4314-4315

川郡部浩哉･1973:共存と競争.UP:2(4):18120,(r生物と環境j(1978)所収)

川那部浩栽:1973:水俣病判決の翌々日に思う:京都大学新聞:1973/3/22.(偏見の生態学 (1987)所収)

JH那部活栽･1973:河川の生態学数題:柁暗計(神戸市雑誌):8.15116.

川郡部浩栽 1973:書評:｢生態学への招待｣全6冊 その2:ミチューリン生物学研究 953156,

川郡部浩裁.1973:エル トンの個体群と生息場所の相互的散在をめぐって:ミチューリン生物学研究.9:

100-109,(r偏見の生態学｣ (1987)所収)

川郡部浩哉:1973･｢アユのはなし古田蔑吉著｣を読んで:産経新聞 夕刊 ･1973/8/20.

川郡部浩哉

川郡部浩哉

川那部浩志

川郡部浩哉

川郡部浩志

川郡部浩栽

川郡部浩栽

1973:沖縄の川(上)

1973:沖縄の川(下)

1973:新動物誌 33

1973:新動物誌 37

1973:新動物誌 44

1973:新動物誌 45

1973.新動物誌 48

読売新聞:1973/10/1.

読売新聞･1973/10/2.

アユ:朝日新聞 1973/ll/12

ゴリ･朝日新聞･1973/ll/19.

イタセンパラ･朝日新聞:1973/ll/29,

タウナギ:朝日新聞:1973/12/3.

イワナとヤマメ:朝日新聞:1973/12/ll

小原秀雄 ･杉本新 ･香原志勢 ･大森昌衛 ･沼田真 ･堀越増興 ･川郡部浩志 ･根本順吉 ･木谷勲 ･日浦勇 ･

半谷高久,編:1973･日本列島:タイムライフブックス二東京:192pp.

小原秀雄 ･杉本新 ･香原志勢 ･大森昌衛 ･沼田真 ･堀越増興 ･川郡部浩志 ･根本順吉 ･木谷勲 ･日浦勇 ･

半谷高久,編:1973:日本の生物:タイムライフブックス:東京:192pp.

小原秀雄 ･杉本新 ･香原志勢 ･大森昌衛 ･沼田真 ･堀越増興 ･J順陀郎哲哉 ･根本順吉 ･木谷勲 ･日浦勇 ･

半管高久 編:1973:日本人と自然:タイムライフブックス:東京.･192pp.

川郡部浩裁,1973:生態の見本市 重吉琶湖:ln:日本の生物 (ed.by小原秀掛 まか)･タイムライフブックス

東京:pp.45-55.

J順β部活栽 ･東幹夫 ･石城謙吉 ･水野信彦 ･浦本昌紀 1973.水と空の生き物:ln.日本の生物 (ed.by小原

秀雄ほか):タイムライフブックス:東京:pp.119-154.
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川郡部浩志:1974･生活の変異をとらえなおそう:アニマ･3:2-3(r偏見の生態学｣ (1987)所収)

阿部永 ･岩井保 ･浦本昌紀 ･奥野良之助 ･川郡部浩栽 ･小西正春 ･日高敏隆:1974:新動物誌:朝日新聞

社:東京二207pp.

川郡部浩栽 ･丸山隆 ･谷田一三:1974:嘉瀬川水系とその魚類について･Ln:恵瀬川流域自然総合調査朝告

書:高瀬川流域自然総合調査団:長野:pp.223-232.

川郡部浩哉:1974:個体群の生態学について思うこと:ln:三省堂版 ｢生物lり 高校教師用指導書:三省堂:

東京:pp.164-170.(r川と湖の生態学j (1985)所収)

川那部活哉 ･丸山隆 ･谷田一三 ･宮田恒男:1974:京都府下の淡水魚類:ln:京都府の野生動軌 (ed.by森

下正明):京都府公害対策室:京都:pp.79-96.

JII郡部浩哉,1974:食物連鎖:ln:万有百科事典.小学館:東京:20:338-339.

川郡部浩裁.1974:すみわけ:ln:万有百科辞典:小学館:東京:20:359.

川郡部浩栽･1974･なわぼり:ln:万有百科辞典:小学館:東京:20:466.

川那部活裁.1974.はん物とにせ物･毎日新聞 夕刊:1974/6/21.

川郡部浩哉:1974.書評:｢琵琶湖 1.滋賀大学湖沼研究所績｣:科学朝日(詳細不明).

川那部浩哉:1974ニANIMAL考:アユ:朝日ファミリー:1974/7/12.

川郡部浩哉:1974:淀川のイタセンパラ:読売新聞 夕刊:1974/10/12.(F偏見の生態学J(1987)所収)

川郡部浩栽 ･井上泰佑 ･松井正文:1974二雁虫類と両生類:ln:淀川の河川敷における生態調査報告書.(ed,

by筒井嘉隆):pp.114-137.

)順陀β浩栽:1974:琉球列島の河川生物:ln:陸水富栄養化の基礎的研免 (津田松苗編):pp.69-71.

川那部浩栽:1974ニ江川 ｢総合開発計画｣の漁業等にあたえる影響:ln:｢江川水系の生物生態｣に関する

追加報告書.(ed.by江川漁業協同組合):川本:島根:pp.119

川郡部浩志:1975･長良川の生物診断･中日新聞:1975/2/25.

川郡部浩哉:1975:｢長良川は病んでますな｣:川吠え:13:1-4.

川那部浩哉:1975:動物から見た淀川の自然保護.自然史研究 (大阪自然史博物館):1:74-75.

川郡部浩哉:1975:太田川加計町付近における河川生物:ln:山村振興コンサルタント意見喜一広島県山県

君Bh口計町-:山村振興調査会:東京:pp.1-8(+spec,fig.1).

川郡部浩哉:1975:川の ｢かたち｣の破壊:モンキー:138:4-5.

JlrB陀郎善哉 ･木村清朗 ･丸山隆 ･谷田一三:1975,ダム建設にともない予想される諸影響とそれへの対応

(2):ln:猪牟田ダム影響調査報告書.(edby高橋裕):九重町:大分県:pp.39-48.

川那部活栽 ･木村清朗 ･丸山隆 ･谷田一三:1975:玖珠川生物調査報告メモ:ln:猪牟田ダム影響調査報告

書.(ed.by高橋裕):九重町:大分県:pp.76-85.

川那部浩鼓.1975:総合討論のために.｢｢個体群｣ ｢と｣ ｢行動｣｣:個体群生態学会会報.26/27:37-39.

川那部浩哉:1975:日本の淡水魚 ･琵琶湖の淡水魚:淡水魚:1:4-6.(性 物と環境｣(1978)所収)

谷田一三 ･川郡部浩哉:1975:淀川の治水工事と都市のなかの自然の保護 一縄田氏の ｢淀川における自然

環境保全の取り組み｣を読んで一弓炎水魚:1:31-33.

川郡部浩哉:1975:西田信昇氏発見にかかる琉球列島新分布の淡水ハゼ4種:談水負 :1:79.

川那部浩志:1975:琵琶湖 ･淀川の自然と人間:栗林 (詳細不明).

伊藤滋 ･石JJは東治郎 ･川那部浩哉 ･恵橋裕 ･華山謙 ･北山泉 ･佐原甲吉 ･旗手勲ほか:1975:コ_メントと

討論:ln:水をめぐる自治と住民:全国水問題協議会:東京:pp53-130

川郡部浩栽:1976:筑後川上流中津江 ･下津江両村における河川生物:In:山村振興コンサルタン ト意見書:

大分県日田郡中津江 ･下津江村:pp.32-36.

川郡部浩栽:1976:ネス湖怪物は何匹いるか:アニマ:1976(5):70-71.

川那部浩栽:1976:びわ湖アユのなわぼりについて,氷期通存習性説による-考察:生理生態:17:395-399

(mlと湖の生態学｣ (1985)所収)

川那部活栽:1976･サクラマス群の学名について(雑談):淡水魚:2:58-62.(r生物界における共生と多様性｣

(1996)所収)
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JJliI陀附き哉 ･松浦行真:1976:日曜インタビュー,珪藻を食ったアユはうまい:産経新聞:1976/6/15.

川那部活栽:1976:｢自然観察｣の勧め:アニマ:1976(7):98.(r生物と環境｣(1978)所収)

川那部活裁二1976:博物誌(ナチュラル ･ヒス トリー)は果して発展 したのか:アニマ:1976(8):98(r生物

と環境日 1978)所収)

川郡部浩栽:1976:博物誌の発展のために:アニマ:1976(9):98.(r生物と環境j(1978)所収)

川那部浩哉:1976:独創的ナチュラリス トへの途･アニマ:1976(1叶 102.(｢生物と環境｣(1978)所収)

川郡部浩鼓:1976:科学の方法論について:アニマ:1976(ll):102.(r生物と環境｣(1978)所収)

川郡部浩哉:1976:日本博物誌の伝統:アニマ:1976(12):102.(r生物と環境j(1978)所収)

川郡部浩栽:1976:自然環境保全はまず川の調査から.寒狭川中部漁業協同組合:水と人と(全水協ニュー

ス):4:1･

川郡部浩哉 ･宮地伝三郎 ･水野信彦:1976:原色日本淡水魚類図鑑(全改訂新版).462:保育社 大阪:pp,56

pls.

川那部浩哉:1976:氷期の繰り返 しの中で,アユの形成と進化-なわぼり構造を中心に一二アニマ 1976.

(10).21-28.(r生物と環境｣(1978)所収,｢アユの博物誌｣(1982)所収)

岩井保 ･東幹夫 ･川那部浩哉 ･重油吉太郎 ･原田英司 1976:アユの世界:アニマ.1976(10).35-44.(rア
ユの博物誌｣(1982)所収)

川那部浩栽:1976:アユ:ln:日本の四季.(ed.by荒垣秀雄):朝日新聞社:東京:p.95.(ln:四季の博物誌.

(ed.by荒垣秀雄).朝日文庫,朝日新聞社,東京∴1988:再刊)

川那部浩哉:1976:ハゼ:ln:日本の四を (ed.by荒垣秀雄):朝日新聞社:東京:p.139.(Ln.四季の博物誌

(ed.by荒垣秀雄).朝日文庫.朝日新聞社 東京:1988:再刊)

川郡部浩哉:1976:ハス:ln:日本の四季.(ed.by荒垣秀雄):朝日新聞社:東京p.146(ln･.四季の博物誌.(ed

by荒垣秀雄).朝日文嵐 朝日新聞社 東京:1988:再刊)

J順陀β浩哉:1976:サケとマス:ln.日本の四季.(ed.by荒垣秀雄)朝日新聞社:東京.p.197.(ln.四季の博

物誌 (ed.by荒垣秀雄)朝日文庫,朝日新聞社,東京:1988:再刊)

川那部浩哉:1976:フナ:ln:日本の四季,(ed.by荒垣秀雄):章月日新聞社.東京:p.258.(ln:四季の博物誌.

(ed,by荒垣秀雄).朝日文庫:朝日新聞社:東京:1988:再刊)

川郡部浩哉:1976:学と学会と学者と:陸水学雑誌:37:154.(r偏見の生態学j (1987)所収)

)順陀B浩哉:1977:川魚-その ｢魚ごごろ｣と ｢水ごころ｣-:Jn,文春デラックス ｢目で見る釣魚大全｣･

文芸春秋社:東京:pp.44-50.(r生物と環境j(1978)所収,一部 rアユの博物誌｣(1982)所収)

川那部活哉 ･原田英司 ･巌俊一,編･1977:動物生態学関係項目,ln:岩波生物学辞典第2版･岩波書店:東京:

1654pp.

伊藤滋 ･石川錬治郎 ･川那部活栽 ･佐原甲吉 ･高橋裕 ･旗手勲ほか:1977:質疑:ln:ダムの村は滅びるか:

全国水問題協議会:東京:pp.36-69.

川郡部浩哉:1977:川の ｢上｣と ｢下｣-琉球列島の河川群集瞥見一二自然:1977(8):42-53.(r偏見の生

態学｣ (1987)所収)

)順帽β浩栽:1977:淀川の天然アユに関するご質問への回答:淀川の自然を守る会会軸:20:10-13.

川那部活裁:1977:淡水魚分布図の作成のために(提案):談水負:3二48-49.

栗原康 ･岩城英夫 ･川郡部浩我,編:1977:生命の連鎖と人間:生態学:NHK大学講座.NHK二東京:128pp.

田中豊穣 ･Jlほ陀郎善哉:1977:自然の連続性と生物 ･人間の生活二In:生命の連鎖と人間:生態学:NHK大学

講座.(ed.by栗原康は力り二NHK:東京:pp.7-ll.

川那部活栽:1977:生態的地位の成立-アユとミナミアユー:ln:生命の連鎖と人間:生態学.NHK大学講座

(ed.by栗原康ほか)･NHK:東京:pp.47-50.

田中豊穣 ･川那部浩哉:1977:生態学と技術:tn:生命の連鎖と人間:生態学･NHK大学講座:(edby栗原康

ほか):NHK:東京:pp.73-76.

川郡部浩裁,捕:1978:京都市内河川の生態学的研究 1:京都市公害対策室:京都:4+189pp.

JIJi?陀B浩栽:1978:はじめに:ln:京都市内河川の生態学的研究 1.(ed.by川郡部浩哉):京都市公害対策室:

京都:pp.2-3.
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川那部浩栽二1978:書評 ｢可児藤吉全集｣:自然 :26:(詳細不明)

川郡部浩栽:1978:生物と環境:人文書院:京都:230pp.

川郡部浩哉 ･松井宏明 ･井原敏明 ･堀道雄 ･谷田一三 訳:1978:動物の生態 (C S.エル トン著):思索社･

東京:293+20pp.

川那部活哉:1978･訳者のやや短めのあとがき:ln:動物の生態 (川郡部浩哉 ･松井宏明 ･井原敏明 ･堀道

雄 ･谷田一三 訳):pp.290-293.(r暖味の生態学｣:1996ニ所収)

川那部活哉:1978:烏に寄せる妄想:梱り分けは何のため ･･･:読売新聞 夕刊11978/3/22.

川那部活哉:1978:鰭(マス)と鮎(アユ)の調べニ淡水魚二4:104.

川那部活哉:1978:音楽を周る環になった話.第二主題弓架水魚:3:8-ll

Furukawa,T.,NIShlda,N.,Matsubara,H,Kawanabe,H.:1978.SomemorphologICalcharactersofsea-｢Un

andlacustrlneformsofthered-spotmasu-trout,Sa/mo(Oncorhynchus)masoumacroslomus(?)

PaleollmnOIogyofLakeBiwaandtheJapanesePEeistocen:61277-280

JllBR吾郎告栽 ･岩井保 ･白滝治郎 ･木村英造ほか.1979:動物分布調査軸告書:減水魚類:京都府:京都･59

PP･

Kawanabe,H.,Takamura,K.:1979:FISHfaunanearKatana,southwestcoastofLakeKIVU:ln:
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ンガ二イカ湖の魚たちj(ed.by堀道雄編)1993:平凡社:東京:所収､但 し文体変更)
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comparlSOnWlthusualfreshwatercommunities:EcologlCalandllmnOlogLCalstudyonLake

Tanganyikaanditsadjacentreg10nS'1:23-25
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川郡部浩哉:1982:長い歴史の中の短い時間.京都新聞 夕刊:1982/10/18.(『偏見の生態学』 (1987)所収)
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川那部活栽:1984:桜の森の満開の下:毎日新聞 夕刊:1984/5/1.(r偏見の生態学｣ (1987)所収)
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Lowe-McConne",R.H,,Nagoshl,N･,Rlbblnk.A･J‥Trewavas,EHWitte,F.,Yamaoka,K.'1985:

DestructIOnOffisheriesinAfricalslakes:Nature:315(2May):19-20.

-14-



安部琢哉 ･遠藤彰 ･河合雅雄 ･川那部浩哉 ･作田啓一:1985.森の中の化学戦略･創造の世界 5540-68

川郡部浩鼓 1985:いずこもおなじ(ワ)｢イワナ狂会｣の喜舌二淡水魚:ll83-88

森下正明 ･JllB相即莞裁,編 1985.昭和59年度アユモ トキ生態分布調査報告書 京都府農林部水産課･京那

43pp.

川郡部浩鼓 1985･川と湖の生態学 講談社 東京･253pp

川那部浩哉:1986.タンガ二イカ湖の初日の出.読売新聞 夕刊:1986/1/8 (r偏見の生態学』 (1987)所収)

Jll郡部浩哉:1986･連句と生物群集.読売新聞 夕刊:1986/1/22.(r偏見の生態学』 (1987)所収)

川那部浩栽:1986:ミュンヘンのバッハ:読売新聞 夕刊:1986/l/29.(r偏見の生態学』 (1987)所収)

Jlr郡部浩哉11986:帰国直後の朝食の席で･読売新聞 夕刊:1986/2/5 (r偏見の生態学』 (1987)所収)

川郡部浩栽:1986:二日酔と覇山人･読売新聞 夕刊11986/2/12.(r偏見の生態学j (1987)所収)

川郡部浩哉:1986:｢狩りと割 勘 シンポで:読売新聞 夕刊 1986/2/19 (r偏見の生態学j (1987)所収)

)順β部浩裁.1986:魚の性転換:読売新聞 夕刊.1986/2/26 (『偏見の生態学j (1987)所収)

川郡部浩哉･1986:大学入試の日:読売新聞 夕刊.1986/3/5 (『偏見の生態学j (1987)所収)

川郡部浩哉二1986:忙中有閑,閑中有忙 読売新聞 夕刊:1986/3/12.(『偏見の生態学』 (1987)所収)

川那部浩裁.1986∴島の繁殖:読売新聞 夕刊 1986/3/26.(r偏見の生態学』 (1987)所収)

Jlrm部浩哉:1986:宍道湖の春:読売新聞 夕刊:1986/4/9.(F偏見の生態学j(1987)所収)

川那部活栽:1986.うしろ姿:読売新聞 夕刊ニ1986/4/2 (r偏見の生態学』 (1987)所収)

川郡部浩栽:1986:イワナとヤマメのシンポ:読売新聞 夕刊:1986/4/9.(『偏見の生態学｣ (1987)所収)

川那部活栽:1986:渋合さんのこと:読売新聞 夕刊:1986/4/16.(F偏見の生態学｣ (1987)所収)

川那部活栽:1986･ザイールとの研究協力:読売新聞 夕刊:1986/4/23 (r偏見の生態学j (1987)所収)

川那部活哉:1986･お花見:読売新聞 夕刊 1986/4/30.(r偏見の生態学j (1987)所収)

川那部浩志:1986:見渡せば山もと霞む:読売新聞 夕刊:1986/5/7.(F偏見の生態学』 (1987)所収)

川那部浩我.1986:国大協の ｢決定｣に思う.読売新聞 夕刊:1986/5/14.(r偏見の生態学｣ (1987)所収)

川郡部浩哉･1986:モダンアー ト展にて:読売新聞 夕刊.1986/5/21.(r偏見の生態学』 (1987)所収)

川那部浩志･1986:記憶の闇･読売新聞 夕刊 1986/5/28.(r偏見の生態学』 (1987)所収)

JllB陀β浩鼓:1986:三十分間の歯磨き:読売新聞 夕刊:1986/6/4.(r偏見の生態学J(1987)所収)

川郡部浩志二1986･頭のラジエーター:読売新聞 夕刊:1986/6/ll.(r偏見の生態学j (1987)所収)

川郡部浩哉･1986ニ｢直る｣という喜吾二読売新聞 夕刊:1986/6/18.(r偏見の生態学｣ (1987)所収)

川郡部浩栽 1986:帰去来の辞:読売新聞 夕刊･1986/6/25.(『偏見の生態学j (1987)所収)

川郡部浩裁.1986:書評 ｢拡張された表現型 リチャ- ド･ド-キンス著｣:科学サロン:10(1):2.(F偏見

の生態学j (1987)所収)

川郡部浩哉:1986書評 ｢京都の動物1渋谷寿夫編｣:京都民朝･1986/3/16

川郡部浩裁.1986.柏尾を鈍るべき巻頭言:ln:特定研究 ｢生物の社会構造と適応戦略｣ニュース:10:1-2

川郡部浩哉:1986.｢日本生態学会誌｣の再出発にあたって.日本生態学会誌 36･1(偏見の生態学 (1987)

所収)

川那部浩哉:1986.発刊に寄せて:ln:新 しなの動植物記 1.けもの ･さかな.pp.2-3:信濃毎日新聞社:長野.

川那部活哉:1986.牧野四子吉生物画集に寄せる:ln.牧野四子吉生物画集:講談社:東京.pp 1-4.

安東次男 ･J順β部活栽:1986:｢風狂始末｣をめぐって:文学界.1986(9)･166-183.

)順陀β浩哉:1987 すみわけ:ln:日本大百科全書:小学館:東京:p.200.

川郡部浩栽･1987･偏見の生物学:農山漁村文化協会:東京:250pp.

Kawanabe,HHNagoshl,M.,ed∴1987:EcologfCalandIimnologlCalstudyonLakeTanganylkaandltS

adjacentregl0nS,lV 150pp･

Kawanabe,H･,Nagoshi,M･,Kwetuenda,M･K･･1987:[ntroduction:EcologlCalandllmnOIoglCalstudyon

LakeTanganylkaandItsad)acentreg10nSIV:13-15.

Kawanabe,H"Nagoshi,M"Kwetuenda,M･K･:19871Introduction:EcologICalandllmnOloglCalstudyon

LakeTanganyikaanditsadjacentregIOnSIV:75-77.

-15-



川那部活栽 ･林広義 ･長田芳和 ･後藤晃 ･西田信昇:1987:フィール ド図鑑: 淡水魚:東海大学出版会:東

京:188pp.

川郡部浩哉:1987:北方圏の魚たち 北海道の淡水魚篇 l:北方圏:59:95-98

川那部浩栽 1987:｢鼻行類｣帯書:ln:鼻行頒 思索社:東京:.

森下正明 ･川郡部浩裁,梶:1987:昭和60年度アユモ ドキ生態分布調査報告書:京都府農林部水産課二京都･

36pp.

川郡部浩栽:1987:研究協力の価値と重要性への理解を:EXPERT･1987(2):16.

川郡部浩哉:1987:渓流賛歌･とんでもない人:毎日新聞･1987/6/16.

川郡部浩哉:1987:推薦のことば･lnニヤマメよ永遠に-わが心の源流(飯塚友章著):広涛堂出版 東京:p.7

Jt郡 部浩哉:1987:アユの摂食習性:ln,動物大百科 13魚類 (ed.byK.E.BanlSter,岩井保):平凡社:東京.

pp.66-67

Kawanabe,H,,Harada,E,ed.1987'EcologlCalplayontheearth.ecologICalnICheanditsrelated

problems.AforumforbasICSClenCeSOfKyotoPrizes:1986:87pp･,1PLPhysiologyandEcology

Japan24(specialnumber)

Kawanabe,H.,Harada,E.:1987:Preface･Physl0IogyandEco一ogyJapan24･S51-52･

川郡部浩哉:1988:信じられないはなし:理学部図書ニュース:1:6.

川郡部浩哉:1988･アフリカに寄せて思う:関西自然保護機構会報:15:1.

川郡部浩哉:1988河川のあるべき姿:関西自然保護機構会報:15.37-39.

広田勇 ･川郡部浩鼓 ･住友恒 ･芝地義一 ･米山便直 ･住友則彦ほか 1988:｢自然科学 日 の講義をめぐ

って:ln.環境問題への総合的アプローチの方法と本学における教育への適用の研究:京都大学:pp.

3-39.

川郡部浩哉 ･大西満 ･太田勉 ･平井忠:1988,鮎って何,何が友釣り?･ln･週刊釣サンデー別冊 新魚シリ

ーズ6新アユのすべて:週刊釣サンデー:大阪lpp.27-33.

川那部活栽:1988:｢国際地域研究｣に寄せる:国際地域研究 1:京都大学･39-40

川郡部浩哉:1988･宮地伝三郎:ln.日本大百科全書:22二小学館:東京:471

川那部浩裁.1988:｢知床の動物｣推薦文.ln:北海道大学図書刊行会パンフレット

川那部浩栽:1988:生態学雑感 l-湖の畔にて･海洋と生物:10:340-341.

Kawanabe,H,Kwetuenda,M.K.,ed,'1988:EcologlCalandfimnologICalstudyonLakeTanganyikaand

itsadJacentreg10nSV･'109pp･

Kawanabe,H.,Kwetuenda,M K'1988.Introduction.EcologlCalandllmnOIoglCaTstudyonLake

TanganylkaanditsadjacentreglOnSV:11-13･

川那部浩哉:1988:動物のみち.京大広報:360:552-553.

川郡部浩哉:1988:宮地伝三郎先生を悼む:読売新聞 夕刊:1988/10/25.

川郡部浩哉:1988:宮地伝三郎さんと私:毎日新聞 夕刊:1988/10ノ31.

川那部活栽:1988長良川のカワマス(サツキマス)とアユについて:ln:｢長良川河口ぜき反対のための国際

シンポジウム｣速記録.(ed.by木村英造):淡水魚保護協会:大阪 pp.6-10.

川那部浩哉:1988･水とみどり･ln:みどりの森からのメッセージ.(ed,by宮脇昭).神奈川県 ･大和市:横浜･

p.12-

)順B部浩鼓:1988･図書と学術情報:貴酬育(京都大学付属図書館幸B):25(3):113.

川郡部浩哉:1988･生物にみられる競争と協同 一日本とアフリカの淡水魚を例として-:大谷学報･68

(3).87-92

J順陀β浩哉:1989生態学雑感2-宮地伝三郎さんの死に思う:海洋と生物:ll:106-107.(農文協所収)

川郡部浩哉:1989･生態学雑感3-イワナ･サクラマスの国際会議:海洋と生物:ll:196-197.

川郡部浩就 ･水野信彦･1989:川と湖の魚:保育社:大阪.200pp.

Kawanabe,H.,Harada,E.1989:Obituary:DenzaburoMiyadl(1901-1988)二ZoologicalScience:6:619-

621.

-16-



井上正 ･内田新 ･木下政雄 ･近藤豊 ･柴田実 ･堤圭三郎 ･村岡正 ･森谷魁久 ･吉村元雄 ･川上貢 ･川那部

浩栽 ･村井康彦,編:1989:文化財用語辞典:淡交社:京都:6+524pp,

JHB帽β浩戟:1989:宇川の子二Jn･川と人とふるさとと:うかわ:丹後町,上宇川公民館:京都･pp.3-5

川郡部浩哉:1989:群集生態学からIrn:シンポジウム ｢新 しい生命像を探る一情報の観点から-｣(ed.by

清水博).総合開発研究機構 ･トヨタ財団.東京.pp.28-42.

Jll郡部浩哉 ･水野信彦,編:1989:山渓カラー名鑑日本の淡水魚:山と渓谷社:東京:720pp.

川郡部浩哉･1989:だからこの人この5作,読者の精神を運動させる作品･川郡部浩哉がすすめる松下竜一･

ln:朝日ジャーナル:31(29):99.

Kawanabe,H･1989-Aquacultureandfisheriesmanagement:"BlackweIISclentlflCPubl･"(Pamphlet).

川郡部浩哉:1989･上野益三先生を偲ぶ:学鐙 :86(10)ニ丸善:東京:13115.(r暖味の生態学』:1996:所収)

Kawanabe,H"Yamazaki,F･,Noakes,D.LG,:1989:Biologyofcharrsandmasusalmon:Physiologyand

EcologyJapan,SpeclalVolume;711pp.

川郡部浩哉:1989･生態学雑感4-国際生態学会議のために:海洋と生物:ll:466-467.

Kawanabe,H ed11989:EcologlcalandLimnologlCalstudyonLakeTanganyikaanditsadjacentregl0nS

Vl110pp.

Kawanabe,H,Kwetuenda,M･Kl.1989:lntroduction'EcologJCalandlimnoiogLCalstudyonLake

TanganylkaandEtSadjacentregl0nSVl.11-14.

Kawanabe,H,Pearse,M･J･:1989:lntroduction:EcologlCalandlimnologlCalstudyonLakeTanganyika

anditsadjacentreg10nSVl:61-62.

東幹夫 ･川郡部浩哉 ･西島信昇 ･西田睦:1989:リュウキュウアユ(仮称)についてのメモ:淡水魚保護:2:

98.

Kawanabe,H･.1990:TheSlLworkshopoftheNricangreatLakes:hternationalsymposiumonresource

useandconservationoftheAfricangreatlakes:]LECNewsletter:12:1-2.

川郡部浩哉:1990.生態学雑感5-長良川河口堰のこと:海洋と生物:12:1201121.(r哩味の生態学j:1996:

所収)

川郡部浩哉:1990:｢京都民俗誌｣｢本朝食鑑｣など:月刊百科 :1990(2):平凡社:東京:36

川郡部浩哉 ･遊磨正秀:1990.タンガ二イカ湖魚類の資源 ･生態 ･自然保護:京都大学アフリカ地域研究セ

ンター年報:4:18-19.

Kawanabe,H"Ohgushi,T･,Higashi,M･,ed･:1990:Ecologyfortomorrow:PhysiologyandEcologyJapan:

27:14+205pp.

川郡部浩哉:1990:淡水化後の魚族の生息状況の予測(追加)一鳥取 ･島根両県の ｢助言者会議見解｣に対す

る意見を中′いこ-:In:宍道湖 ･中海の魚貝類:宍道湖 ･中海淡水化にともなう水管理及び生態変化

に関する研究委員会:魚類小委員会 ･底生動物小委員会:pp.82188.

川那部活哉:1990:特集にあたって:遺伝:44(6):9-10.

J順β部浩裁,1990:ハンス ･ブリンカ-:図書:1990(7):18.

川郡部浩哉 ･水野信彦:1990:川と湖の魚 2:保育社 大阪:216pp.

川那部活鼓,縞:1990.長良川河口堰事業の問題点一中間報告書-:日本自然保護協会:東慕l133pp.

川郡部浩哉:1990.はじめに:ln.長良川河口堰事業の問題点-中間報告書-:pp.5-6.

川那部活哉:1990:小泉清明編 ｢木曽三川河口資源調査報告｣について:ln:長良川河口堰事業の問題点一

中間報告書-:pp.34-38.

川郡部浩哉:1990:河川技術者のための(?)生態学-ほんものの川を求めて一二水工学シリーズ:90-A12:土

木学会水理委昌会:東京.1-7.(F暖味の生態学』:1996:所収)

川那部活栽 ･毛利甚八:1990:生態学からみた河口堰の危険性:BE-PAL:10(9)･83-87.

川郡部浩哉:1990･第5回国際生態学会議について二日本学術会議月報:31:111-112.

川那部浩栽:1990弓可口堰工事の一時中止を:生物遺伝子の多様性守れ:共同通信系新聞:1990/12/15.

川郡部浩哉:1990.生態学雑感6-国際生態学会議のために(2):海洋と生物:12:470-471.

川郡部浩裁,監訳 ･遠藤彰 ･江嶋保男,訳,1990:C･S･エル トン ｢動物群集の様式｣,思索社:東京:

-17-



8十649+29+32pp-.

川郡部浩哉:1990:監訳者のほとほとの長さの､しかしこの本への思い入れとしては短すぎる､あとがき

In:動物群集の様式(川郡部浩乱 監訳 ･遠藤彰 ･江崎保男,訳):pp645-649.(r暖味の生態

学｣:1996:所収)

川郡部浩哉:1991

川那部活栽:1991

川郡部浩哉:1991

川郡部浩哉:1991

川那部活裁.1991

川郡部浩哉:1991

川那部活哉:1991

川那部浩哉:1991

月の世界:毎日新聞 夕刊:1991/1/8.(r唆味の生態学j:1996:所収)

利口な女狐の物語:毎日新聞 夕刊:1991/1/22.((r暖味の生態学j:1996:所収)

人間の声:毎日新聞 夕刊:1991/1/29.(r瞭味の生態学｣.･1996:所収)

ファルスタッフ:毎日新聞 夕刊:1991/2/5.(｢瞭妹の生態学｣:1996:所収)

スペ- ドの女王:毎日新聞 夕刊:1991/2/12.(r瞳味の生態学｣:1996:所収)

助けよ,小妖精たちよ:毎日新聞 夕刊:1991/2/19.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

森の声:毎日新聞 夕刊:991/2/26.(r哩味の生態学j:1996:所収)

雪:毎日新聞 夕刊:1991/3/5.(r哩妹の生態学｣:1996:所収)

川那部活哉:1991二湖上の美人･毎日新聞 夕刊:1991/3/12.(r暖味の生態学｣:1996二所収)

川郡部浩哉:1991:魔笛 ･タンホイザー:毎日新聞 夕刊:1991/3/19.(r瞭味の生態学j 1996:所収)

川那部浩鼓:1991:期待:毎日新聞 夕刊:1991/3/26.(r哩味の生態学｣.1996:所収)

Kawanabe,H･,Nagoshi,M.,ed･:1991:EcologtcalandllmnOJogLCalstudyonLakeTanganylkaandltS

adjacentregl0nSVH:142pp･

Kawanabe,H.'1991:OpenlngaddressoftheOjihternationalSeminarson'Mutualism,cooperationand

organlZationinnaturalcommunities■:EcologlCalandlJmnOloglCalstudyonLakeTanganylkaandltS

adjacentreg10nSVll:102-103

Kawanabe,H:1991:OpenJngaddressforthe5thlnternationalCongressofEcology:EcologJCaland

limnologlCalstudyonLakeTanganyikaanditsadjacent｢eg10nSVll:106-107･

伊達善夫 ･川郡部浩裁,編:1991:汽水域 ･その豊かな生態系を求めて:島根県･松江･12+187pp.

川郡部浩裁:1991:主催者あいさつ2:ln:汽水域 ･その豊かな生態系を求めて.pp.3-4.

川郡部浩鼓:1991:山から海への系列における汽水域:ln:汽水域 ･その豊かな生態系を求めて:pp.173-
177.

Kawanabe,H.,Date,Y,Klkuchl,T,Harada,E.,Mlyata,I"Kofke,F,Kunll,H.,eds..1991:Forricher

ecologLCalsystemsofbrackishwaterzones:Kokuchosha:Matsue 10+23pp.

Kawanabe,H.:1991:OpeningAddress2:"ForrlCherecologicalsystemsofbrackishwaterzones"(ed,by

Kawanabe,H･,Date,Y･,Kikuchi,T･,Harada,E･,Miyata,l･,Kolke,F･,KunH,H.):Kokuchosha

Matsue:pp･3-4･

川郡部浩哉:1991:生態学雑感7-上田秋成さんに寄せて:海洋と生物 :13:26-27.

川郡部浩栽:1991:生物と環境との関係等:毎日新聞 夕刊:1991/4/26.

川郡部浩哉:1991:川の魚たちと森:随想森林:25:28-29.

Kawanabe,H,Gashagaza,M.M.:1991.EcologlCaldiversityonLakeTanganylkawithspecia一referenceto

fishes:I.ReportonthelstlnternationalConferenceontheconservationandbiodlVerSltyOfLake

Tanganyika-I(ed.byCohen,A.S.):p.69.

Kawanabe,H･,Gashagaza,M･M･:1991:Ladiversiteb1010gJquedulactanganyikaavecreferences

specia暮esauxpoISSOnS:''Compterendudelapremiereconfreenceinternat10nalesurJa

conseⅣationetlabiodiversitedulactanganyika"(ed.byCohen,A.S.):p.69

川郡部浩哉:1991:生態学雑感8 1野間宏さんに寄せて:海洋と生物:13:174-175.(r哩味の生態学J･.

1996:所収)

川郡部浩哉:1991:書評 ｢マダガスカル自然紀行 山岸哲著｣:信漉毎日新聞:1991/5/12.

川郡部浩栽:1991:基礎研究の場,生態学研究センター:京 大 学 生 新 聞二1991/5/20.

川郡部浩哉:1991:研究室おじゃま訪問:滋賀民報:1991/5 /2 6 .

川郡部浩哉:1991:京都大学生態学研究センターの発足 に あ た っ て :京 都 大 学 生 態 学研究センター ･ニュー

ス:1:1-2.
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川那部活鼓.1991:川魚の眼から観た河川環境･ln･これからの河州環境の保全を考えるフォ-ラム (ed,by

谷口順彦)高知県内水面漁業協同組合連合会:高知..pp.518.

川郡部浩哉 ･林千章.1991.Weらぶ男たち･キーワー ドを角等く(上)エコロジー:読売新聞 夕刊:1991/7/20.

Kawanabe,H.:1991.Preface(fortheSpecialissueofplenarylecturesatlNTECOL190).EcologJCaI

Research6:127-128.

川郡部浩裁,1991ニ｢生物の多様性を問う｣タンカニ-カ湖の魚:WWF:1991(ll)･11

川那部浩栽 1991.今の自然にこれが言いたい:自然保護,1991(10)5,

川那部浩哉:1991.共生系としての生物群集:仏教別冊.6:21-30.

川郡部浩哉 ･原EEl英司 ･遠藤彰,編11991:生態学と動物学関係用語.ln:広辞苑 第4版:岩波書店.東京

2858pp･

川郡部浩栽 1991:京都大学生態学研究センター開所式挨拶(1991/10/16):京都大学生態学研究センタ一 ･

ニュース･4･1-2

川那部活栽 1991:21世紀の地球環境シンポジウム.動物生態学の立場から･神奈Jけ新聞11991/ll/18

稲葉稔 ･川郡部浩哉 ･福嶋喜代三 1992環境出直し元年へ,守れ湖国の生態系.京都新聞.1992/1/1.

川郡部浩就.1992:1991年読書アンケー ト みすず:370:52.

川郡部浩哉･1992:夢をかたちに- 70:地球の環境問題とは,多様な生物の共存を考えることだ:日本経済

新聞:1992/2/2.

川郡部浩裁.1992:情報と専門職昌と:静修(京都大学付属図書館幸町 28(4).1-3.

川郡部浩哉 ･秋山紀子 ･田中豊穂 ･原剛:1992:日本の川に未来はあるか?:自然保護:1992(3)15119.

川那部活裁,1992:カロ茂JH･鴨川の ｢復元｣:ln.ダムと和尚(ed.by田中真澄).pp.159-161北斗出版:秦
京

川那部浩鼓:1992:共存の機構節明へ:地球上の多様な生物種･科学新聞 :1992/4/10.

川那部活哉:1992:地球共生系と生態学 京都大学生態学研究センター 文部時報:1992(3)40-43.

川那部浩栽:1992:自然の模型 (モデル):ln:ガラスの中の大自然,水草レイアウ ト作品集 (ed by天野尚):

2:マリン企画:東京.

川那部浩裁,編::1992:長良川河口堰事業の問題点一 第2次報告書･日本自然保護協会:東京,73pp

川那部活哉:1992.はじめに･ln･長良川河口堰事業の問題点一 第2次報告書･pp.5-6.

川郡部浩鼓:1992:水と魚と人間と.ひとりふたり･･:42:16-17

川那部浩哉:1992･''自然一一eulmuOdjikineumwodinga:JapanForum 1992(1):150-159,(韓国 ･朝鮮語

版)

川郡部浩栽･1992:はじめに:京都大学生態学研究センタ一 ･ニュース:7:1-2

川郡部浩哉 1992･第一回IGBP国際シンポジウム ｢環境変動と生物群集の多様性 ･弾力性｣.学術月報.

45:94.

川那部活栽 ･谷田一三 ･竹門康弘 ･平松和也 ･LSHva･中田兼介 ･粂川泰- :1992:豊富な動物群集保全

のために必要な河川環境要素の研究:地球環境研究:20.65-123

Kawanabe,H･:1992Cautionarynotesfortheenvironmenta一cause:JapanEcho 19(2):79184.

Kawanabe,H.,Kwetuenda,M･K･,Gashagaza,M･M･:1992:EcologlCalandHmnologICalstudiesoHake

TanganylkaanditsadJaCentreg10nSbetweenAfricanandJapanesescientlStS:AnlntrOductl0n:

Mittei山ngende｢lnternationaトeVerelntgUnghJertheoretlSCheundangewandteLimnologle:23:79-

83.

Kawanabe,H'1992'SustalnabJebiosphereforthefutureoftheearth:EarthSummitTimes:1992/6/i2

川那部活哉:1992･守るべきは,多様な自然:タンガニーカ湖に魚の生物多様性を問う(1).アニマ二1992(7).

102-107.(rタンガ二イカ湖の魚たちj(edby堀道雄):1993:平凡社.東京:所収､但 し文体変更)

川那部活哉:1992･守るべきは,多様な自然:タンガニーカ湖に魚の生物多様性を問う(2):アニマ11992(8).

81-87.(rタンガ二イカ湖の魚たち』(ed.by堀道雄):1993:平凡社:東京:所収､但 し文体変更)

川郡部浩栽:1992:Jllt魚と人間:北海道程清:1992(8):1-8.

川郡部浩裁,監修 (1992193)シリ-ズ地球共生系全6巻:平凡社:東泉
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J順陀β浩哉二1992:あとがき:ln:シリーズ地球共生系1地球共生系とは何か(edby東正彦 ･安部琢栽)平

凡社:東京:pp246-253.

Kawanabe,H.:1992:Notasdealertasobreelmedioambiente:CuadernaosdeJapon:5(1):65169.

米山倹直 ･青木伸好 ･池上甲一 ･岩坪五郎 ･海田能宏 ･掛谷誠 ･川上倫逸 ･川郡部浩栽ほか:1992･地域

研究と地域科学の総合のために:討論.国際地域研究:3･22-49.

川郡部浩志 ･代晃一.1992"地球一一が危ない,人間が環境を破壊:アイランド･トレンズ(ハワイ):1992/9/4.

川郡部浩志:1992:生物と環境の多様性:環境科学総合研究所年報1ll:5-15.(F暖妹の生態学｣:1996:所
収)

川郡部浩栽:1992:今西錦司さんの生態的論理の世界:アニマ:92(10):34-35.

5Kawanabe,H.I1992:Lanaturen'aquefairedenosbonnesintent10nS:CahlerSduJaponl53166172･

大沢雅彦 ･川那部活哉:1992･リオデジャネイロにおける環境と開発に関する国連会議 (UNCED)に並行 し

て開催 された生態学関連の行事に関する報告･日本生態学会誌:42275-282.

大島康行 ･川那部浩哉:1992･国立アメリカ環境研究所群設立準備会議に出席 して:日本生態学会誌･42:

283-285.

川郡部浩哉 ･有馬忠雄 ･志田直傑 ･長田芳和 ･紀平肇:1992:座談会･淀川問題-生態調査･自然保護:淡水

魚保護:1992.175-180.

加福竹一郎 ･三浦泰蔵 ･多紀保彦 ･上野輝弥 ･松島昌大 ･)順陀郎善哉:1992:抽出した魚種の形態･分布･

生態と問題点:In:移入すれば問詔になり得る主な外国産魚種に関する文献調査 (ed.by全国内水面

漁業協同組合連合会)ニPP.21-139:水産庁:東京.

川郡部浩志 ･渡辺可久:1993:ク二マス:ln･滅びゆく日本の動物 (ed.by上野便-):築地書舘:東京.pp.

130-132

川郡部浩哉 ･渡辺可久:1993:ミナミトミヨ･ln:滅びゆく日本の動物 (ed.by上野俊一):築地書館･東京:

pp･133-135･

川郡部浩栽:1993:1992年読書アンケー ト:みすず:382:68.

)順陀郎告哉･1993:生命ネットワークの発展と崩壊.生命多様性:関係の総体論から見た群集とその進化･物

性研究:60(1):25-26

川那部浩裁.1993:はじめに:京都大学生態学研究センタ一 ･ニュース:14:1.

川郡部浩志･1993:動物の生態:共生圏としての地球:ln:自然科学生命編 (ed.by平本幸男 ･毛利秀雄)放

送大学教育振興会:東京:pp.80-88.

川那部活哉:1993:深泥池の自然 58本格的な保護施策を.京都新聞.1993/5/10.

川郡部浩鼓:1993:生態多様性を促進することの重要さ:環境と公害:22(4).12-17.(F暖味の生態学』
1996:所収)

川郡部浩栽:1993:｢地球共生圏｣を守ろう,月刊本の窓:93(6)ニ22-25.

川那部浩哉:1993:文化としての宍道湖:汽水湖:5:2-5.

川郡部浩志:1993:生態学から見た地球環境問題の本質と国際協力:地球環境シリーズ:12:地球環境関西

フォーラム:大阪:1-54.

Nagoshi,M･,YanaglSaWa,Y,Kawanabe,H･eds･:1993:EcologICalandllmnOloglCalstudyonLake

Tanganyikaanditsadjacentreg10nSV川:136pp.

Kawanabe,H.,Cohen,J.E,rwasaki,K.eds.1993:MutualismandcommunityorganizatトOn:BehavIOUraI,

theoretlCarandfood-webapproaches'OxfordSciencePublicatIOnS,Oxford･12+426pp.

川郡部浩哉:1993:京都大学生態学研究センターの第2期日に思う:京都大学生態学研究センタ一･ニュー

ス:16:1-2.

III郡部浩哉 ･遊磨正秀,編:1993.生態学から見た安定社会,多様性の維持と促進:タンガ二イカ湖の魚頒群

集から:京都ゼミナールハウス.京北.278pp.

川郡部浩哉:1993.セミナー開会にあたって:ln:生態学から見た安定社会:多様性の維持と促進･タンカニ

イカ湖の魚類群集から.(ed.by川那部浩栽 ･遊磨正秀).京都ゼミナールハウス:京北:pp.9-ll

川郡部浩哉 1993:タンガ二イカ湖の魚類群集:ln:生態学から見た安定社会:多様性の維持と促進:タンカ
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二イカ湖の魚類群集から.(ed.by川那部活栽 ･遊磨正秀):京都ゼミナールハウス:京北:pp.213-

219.

川那部浩哉:1993･セミナー閉会にあたって.ln:生態学から見た安定社会:多様性の維持と促進:タンガ二

イカ湖の魚類群集から.(ed.byJ順β部浩哉 ･遊磨正秀):京都ゼミナールハウス:京北:pp.23ト233.

川那部活哉:1993:第3分科会報告:ln.■92比叡会議報告書:伝統と活力.(ed.by比叡会議事務局):日本アイ･

ビー･エム株式会社西日本地区部:大阪:pp.128-133.

川郡部浩哉:1993:川を見ながら思う:京都TOMORROW:2(8):28-29.

川那部活哉:1993:生物多様性を促進させる:日本経済新聞 夕刊:1993/7/6.(r嘩味の生態学｣ニ1996:所収)

川那部活哉:1993:アユの昧:日本経済新聞 夕刊:1993/7/13.(r哩味の生態学j:1996:所収)

川郡部浩哉:1993:｢開化｣と ｢改革上 目本経済新聞 夕刊:1993/7/20.(r嘩味の生態学i:1996所収)

川郡部浩鼓:1993:アジアの若者たちと.日本経漬新聞 夕刊:1993/7/27.(r哩味の生態学｣I1996:所収)

川郡部浩栽:1993:複々数の視点:日本経済新聞 夕刊:1993/8/3.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

川郡部浩鼓:1993･夏の生態学研究センタ-:日本経済新聞 夕刊:1993/8/10.(r哩味の生態学｣:1996:所
収)

川郡部浩志:1993:機嫌の良くない機械:日本経済新聞 夕刊:1993/8/17.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

川那部活哉:1993:極東ロシアの現状:日本経蒲新聞 夕刊 :1993/8/24.(r哩味の生態学｣こ1996:所収)

川那部浩志:1993:国際植物学会議にて:日本経済新聞 夕刊.1993/8/31.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

川那部活栽:1993:モンスーン-アジア域の環境研究:日本経済新聞 夕刊:1993/9/7.(r瞳味の生態学l:
1996:所収)

川郡部浩志:1993:納得 し難いこと:日本経済新聞 夕刊:1993/9/14.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

川郡部浩哉:1993:生物 ･環境モニタリング:読売新聞 夕刊:1993/9/21.(r暖味の生態学J:1996:所収)

川郡部浩哉:1993･地球環境と宗教:読売新聞 夕刊:1993/9/28.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

川郡部浩哉:1993･紅葉の温泉にて:読売新聞 夕刊:1993/10/5.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

川那部活哉:1993:京都の夢 ･東京の夢:読売新聞 夕刊:1993/10/12.(r嘩味の生態学j:1996:所収)

川那部活哉:1993:二十一年ぶりの韓国:読売新聞 夕刊:1993/10/19.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

川那部活哉:1993:絵本と映画:読売新聞 夕刊:1993/10/26.(r唆味の生態学｣:1996:所収)

川那部浩鼓:1993.深泥池:読売新聞 夕刊:1993/ll/2.(r唆味の生態学j:1996:所収)

川郡部浩鼓:1993:タンガ二イカ湖の魚:読売新聞 夕刊:1993/ll/9.(r嘩味の生態学J:1996:所収)

川郡部浩志:1993:ヨーロッパのこ週間:読売新聞 夕刊:1993/ll/16.(r暖味の生態学｣:1996:所収)

川郡部浩栽:1993:フォンテーヌブローの森にて:読売新聞 夕刊:1993/ll/30.(r嘩味の生態学j:1996:所
収)

川郡部浩裁.1993:国際生物学賞とシンポジウム:読売新聞 夕刊:1993/12/7.(r暖味の生態学J:1996:節
収)

)順陀β浩栽:19931師走の日曜日:読売新聞 夕刊:1993/12/14.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

川那部浩哉:1993:地球共生圏ネットワーク:読売新聞 夕刊:1993/12/21.(r暖味の生態学j:1996:所収)

川郡部浩志:1993:雪と霧氷の冬至:読売新聞 夕刊:1993/12/28.(r哩味の生態学｣:1996:所収)

掘道班 ･川郡部浩我.･1993:編集.川･湖･湿地:ln:朝日百科｢動物たちの地球｣:10:257-288.

JlrB陀β浩哉ニ1994:生命の多様性と関係の総体 回想風に:数理科学:368:16119.(r瞭味の生態学｣:1996:

所収)

川郡部浩哉･1994:1993年読書アンケー ト:みすず:394:26-27.

川那部浩志:1994:うるかと多自然型河川:自然保護二381:10.

川那部活栽:1994:諏訪湖に設けた隔離水体における各種操作実験の最終報告:書評:日経サイエンス:94

(3):152-153･

浦野栄一郎 ･川郡部浩哉:1994二捕集.地球共生圏:fn:朝日百科｢動物たちの地球｣:14:2891320.

川那部活哉:1994:自然と人:遺伝 .48(4):4-5.

川郡部浩哉:1994:はじめに･京都大学生態学研究センター.=ユ-ス,21:1-2.
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川郡部浩哉:1994:東アジアに｢地球共生圏｣ネットワークの構築を.職業能力開発ジャーナル:36(5):8-9.

)順陀B浩哉:1994:地球共生系.ふるさと創生文化講演会シリーズ9.･別府市ふるさとチャレンジ事業推進協

議会:別府:pp.44-38.(ln:ふるさと創生文化講演会総集編:pp.123-135.pl.1.別府市ふるさとチャ

レンジ事業推進協議会,別府)(r暖味の生態学｣:1996:所収)

川郡部浩鼓:1994:アユと rアユの話｣と私:ln.･アユの話 (by宮地伝三郎)岩波書店 (同時代ライブラリー):

東京:pp.293-308.

川郡部浩志:1994:自然は文化 ･深泥池を生物多様性保護の一つのモデルに:In:京都深泥池-氷期からの

自然 (eds.by藤田昇 ･遠藤彰 ):京都新聞社:京都:pp･170-171･

川郡部浩哉:1994:はじめに:ln:バイカル湖 ･古代湖のフィール ドサイエンス(eds.by森野浩 ･宮崎信之

):東京大学出版会:東京pp.3-4.

川那部活哉:1994-1996:監修:シリーズ共生の生態学 全8巻･平凡社:東京

川郡部浩栽 ･平井淳夫:1994:環境への提言7生態系ニAERAMook:4:24-25.

京極純一 ･Heath,SirEdwardR.G.･陳舜臣 ･植木浩 ･川郡部浩哉 ･脇田晴子 ･中西輝政 ･横山俊夫:

1994:シンポジウムN IOO年後の政治:ln:平安会議｢人跡 文明･そして地球｣会議記録 (edsby岡田

節人 ･他):平安建都1200年記念協会:京都:pp.113-135.

和田英太郎 ･川那部浩栽:1994:国際生物科学連合第25回総会に出席 して一括に｢生物多様性フォーラム｣

とDIWPAについて:京都大学生態学研究センタ一･ニュース:25:4-5.

Jlli)陀B浩哉:1994:地球共生圏:生物関係の多様性を探る:オムロン京都文化フォーラム･39:NHK京都文化

センター:オムロン:京都:40pp.

Strong,M.･梅原猛 ･稲盛和夫 ･川那部活栽 ･立花隆 ･山田恵諦 ･藤吉慈海:1994:地球サミット･将来世

代から地球の現在を問う:ln:将来世代との連帯を求めて(ed.by京都フォーラム):NHK出版:東京

pp.39-67.

川那部浩哉:1994:川郡部浩我が読む｢森はよみがえる｣石城謙吉著:産経新聞:1994/12/06.

川那部活哉:1994:川那部活我が読む｢クライス ト全集第2巻戯dilJりクライス 卜者.･産経新聞:1994/12/20.

川郡部浩哉 ･岩坪五郎 ･和田英太郎 ･立本成文 ･大嶋泰治:1994:アジア､太平洋地域における国際環境

協力のあり方:森林と生物多様性をキ-ワー ドとして.国際環境協力に関する研究成果報告会議事

録第1部:地球環境関西フォ-ラム国際環境協力分科会:大阪:1+33pp.,2pls.

川郡部浩哉 ･岩坪五郎 ･和田英太郎 ･立木成文 ･大嶋泰治 絹:1994:アジア､太平洋地域における地球

環境問題に対する関西の国際協力のあり方 [郭告喜集]:地球環境関西フォーラム国際環境協力分

科会:大阪:1+76pp.

Kawanabe,H.,lwatsubo,G"Oshlma.Y･,Tachimoto,N･,Wada,E･(eds･):1994:BestwaysfortheKansal

tosupportforsolutjonofglobalenvironmentalproblemslnAsiaandPacificArea:Global

EnvironmentForum-Kansai,InternationalEnvironmentalCooperationSub-Commlttee,1+74+1pp,

川郡部浩哉 ･岩坪五郎 ･和田英太郎 ･大場泰治:1994:アジア､太平洋地域におけるわが国の国際協力の

あり方:森林と生物多様性をキーワ- ドとして.国際環境協力に関する研究成果軸告会議事録第1

部:地球環境関西フォ-ラム国際環境協力分科会:大阪:21pp.

JllB陀B浩哉:1995:｢地球共生系｣とは何か:創造の世界二93:7111.

河合雅雄 ･川郡部浩哉 ･高林純爾 ･東正彦 ･和田英太郎 ･中根周歩:1995:生物多様性の謎を探る:創造の

世界:93:50-72.

川郡部浩哉:1995:富士山も宍道湖も､文化財:BUILCARE:109:6.

Yanagisawa,Y"Kawanabe,H･(eds･):1995:EcologicalandlimnologicafstudyonLakeTanganylkaandits

adjacentreg10nSIX:149pp･

川郡部浩哉:1995:1994年読書アンケー ト:みすず:406:55.

川郡部浩哉:1995:地球共生系とはなにか:東大新報:1995/2/5:京大学生新聞:1995/2/20

Jlほ隠郎善哉:1995:まずは手薄な地域の調査の促進から:地域研ニュース:1:6.

柳沢康信 ･遊磨正秀 ･川那部浩哉:1995:タンガ二イカ湖の魚類を中心とする生物群集の多様性:学術月

報:48:47-53,
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川郡部浩哉:1995:失われる ｢命｣の賑わい:｢相互関係｣で多様化:信濃毎日新聞:1995/3/30.

川那部活哉 ･石井伸博:1995:生物の多様性を促進することから､地球共生系はさらに進化する:Bi9Smlle:
10:6-7

川那部浩哉 ･遊磨正秀,編:1995:生態学から見た安定社会:安定と撹乱:淡水域の生物群集から:京都ゼミ

ナールハウス:京北:207pp.

Jlli)陀郎善哉:1995:セミナー開会にあたって:ln:生態学から見た安定社会:安定と撹乱:淡水域の生物群集

から(eds.by川郡部浩哉 ･遊磨正秀):京都ゼミナールハウス:京北.7-8

川那部活栽 ･秋道智弥 ･渡辺賢二 ･遊磨正秀 ･横山俊夫 ･ほか:1995:川､そこに住む生き物と暮らすひ

と:ln.生態学から見た安定社会･安定と撹乱'淡水域の生物群集から.(eds.byJ順陀β浩志 ･遊磨正

秀):京都ゼミナールハウス:京北 114-179.

川那部浩哉:1995:重点領域研究 ｢地球共生系｣を終えるに当たって1｢これは単なる感想文です｣.
communication:地球共生系:28:112.

河合雅雄 ･J腸相郎碧栽 ･高畑尚之 ･陀安一郎 ･箕浦幸治 ･和田英太郎ニ1995:生物進化のメカニズムを探

る:創造の世界:94･40-60.

川那部浩栽:1995:日本生物科学者協会誌 ｢生物科学｣農文協からの刊行にあたって:出版ダイジェス ト

556:7.

川郡部浩栽:1995:生物多様性保全をめぐって:野生生物保全論研究会会報:3:1-4.

川郡部浩志:19951生物多様性にみる新 しい科学理念:ln:文化震源地亜'IN.(ed,by許介鱗).台湾大学日本綜

合研究中心:台北:131-144.

日1那部浩栽:1995:はじめに: 京都大学生態学研究センタ一 ･ニュース.29:1.

川那部浩哉:1995:第3期日を迎えるにあたって:京都大学生態学研究センタ一 ･ニュース:30.1-2.

川郡部浩哉 ･近藤高貴:1995:生態学:ブリタニカ国際大百科事典:10:351-361.

和田英太郎 ･川郡部浩哉 1995二第25回国際生物科学連合総会及び生物多様性フォーラム:学術月報:48:

888-889.

Kawanabe,H.,Wada,E‥1995:DLVERSITASlnWesternPaciflCandAsla(DIWPA)-AnInternational

network-:Bio一ogylnternationa二31:30-32.

遠藤彰 ･川那部浩栽 ･石川統 ･井上民二 ･J廿端善一郎 ･箕浦幸治 ･高林純爾.1995:パネルディスカッシ

ョン:再び ｢地球共生系とは7｣.ln:地球共生系､多様な生物の共存する仕組み(ed.by第9回 ｢大

学と科学｣公開シンポジウム組織委員会):クバプロ:東京:1621174.

川那部浩哉:1995･｢もの｣は ｢こと｣が作り上げる･ln･森の教室､生きもの讃歌 (edby久山喜久雄):淡

交社.京都.2171225.

)順陀β浩哉:1995:中山茂代表編集 F通史日本の科学技術｣ 毎日新聞:1995/ll/3

川郡部浩哉:1995:生きものどうしの関係をどう見てきたか In.日本の自然地域編5近畿(eds.by大場秀

幸 ･藤田和夫 ･鎮西清志):岩波書店:東京:149-152:r生物界における共生と多様性｣:1996:所収

JllB陀B浩栽:1995･JlJB陀郎告我が読む

川郡部浩哉:1995:川那部活鼓が読む

1995/1/24.

川郡部浩哉:1995.JJl郡部浩鼓が読む

川郡部浩裁.1995:川郡部浩鼓が読む

J順陀郎告鼓･1995:川郡部浩鼓が読む

川郡部浩哉:1995:川那部浩我が読む

川那部活栽:1995:川郡部浩我が読む

川那部活鼓:1995:J順陀β浩我が読む

川郡部浩哉:1995:川郡部浩我が読む

川那部浩我.1995:川郡部浩哉が読む

経新聞:1995/5/16

川那部活哉:1995:川郡部浩哉が読む

｢新日本古典文学大系71元禄俳言皆集｣:産経新聞:1995/1/10.

｢アイヌモシリに集う｣二風谷フォーラム実行委員会編:産経新聞:

｢ダーウィニズム論集｣八杉龍一編訳:産経新聞:1995/2/7.

｢ありふれた老い｣松下竜一著:産経新聞:1995/2/21.

｢新潮日本文学アルバム石川淳｣:産経新聞:1995/3/7.

｢鉄道ゲージ戦争｣小池滋著/鈴木伸一絵:産経新聞:1995/3/21

｢小説琉球処分｣大域立裕著:産経新聞:1995/4/4.

｢西行花伝｣辻邦生者:産経新聞:1995/4/18.

｢分子進化学への招待｣宮田隆著:産経新聞:1995/5/2.

｢日本の天然記念物｣加藤陸奥雄 ･沼田真 ･渡部景隆 ･畑正憲縞:産

｢バルカン-エクスプレス｣ ドラクリッチ著/三谷恵子訳:産経新聞:
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1995/5/30.

Jll郡部浩哉 1995:川郡部浩我が読む

)順β吾B浩哉11995:川郡部浩哉が読む

1995/6/27.

川郡部浩哉:1995:川那部浩我が読む

川郡部浩栽:1995:川郡部浩鼓が読む

川郡部浩哉:1995:川那部浩鼓が読む

川那部浩鼓:1995:川那部浩哉が読む

川郡部浩哉:1995:川郡部浩鼓が読む

川郡部浩哉:1995:川那部浩哉が読む

川郡部浩志:1995:川那部浩我が読む

｢戦争の記憶｣ブルマ著/石井信平訳:産経新聞:1995/6/13

｢シヤーロキアン殺人事件｣バウチャー著/仁賀克雄訳:産経新聞

｢遊心諾｣宮崎市定著:産経新聞:1995/7/ll.

｢叢書江戸文庫 人情本集｣:産経新聞:1995/7/25.

｢生命と主体｣ヴァイツゼッカー著/木村敏訳:産経新聞:1995/8/8

｢作曲家の生活｣三宅榛名著:産経新聞･1995/8/22.

｢生物多様性｣望本暁子著:産経新聞:1995/9/5.

｢ウナギと山芋｣丸谷才一著:産経新聞:1995/9/19.

｢戦後を読む･50冊のフィクション｣佐吉信書:産経新聞:1995/10/3

Jll那部活栽:1995:川郡部浩鼓が読む｢わたしたちの涙で雪だるまが溶けた･子ともたちのチェルノフイリ｣

前川憲司訳:産経新聞:1995/10/17

川郡部浩哉:1995:川郡部浩哉が読む

1995/10/31.

川郡部浩哉:1995:川那部浩叢が読む

川郡部浩鼓:1995:川那部活我が読む

川那部活哉:1995:川郡部浩鼓が読む

川郡部浩栽 ･中村泰三 ･藤本和貴夫:

-ラム環日本海アカデミック

京都:1-33.

川郡部浩栽:1996:世界遺産に価する

-アー:石原浩之)

｢鼻行規｣シュテユンプケ著/日高敏隆 ･羽田節子訳:産経新聞:

｢商人たちの共和国｣黒田美代子著:産経新聞:1995/ll/14

｢ヤミ市.幻のガイドブック｣松平誠著:産経新聞:1995/12/12.

｢江戸の世に遊ぶ｣坂井輝久編著:産経新聞.1995/12/26.
1995.環日本海アカテミック･第1セッション ｢学術研究｣:ln:フォ

pフォーラム創設会議の記録:環日本海アカデミック･フォ-ラム･

｢文化財｣､本物の自然回復努力を二朝日新聞ニ1996/1/1(インタヴユ

川那部浩哉 ･稲葉稔 ･石川政美:1996二環境新時代の裏開けを､びわ湖の魚たちも待ってます二滋賀報知新

聞:1996/1/1.

川那部浩哉:1996:菩提寺山麓の大岩:滋賀の経清とネ土会:78:2-3

川郡部浩志:1996:1995年読書アンケー ト:みすず:418:61

川郡部浩志:1996:生態学研究センターの5年間を振りかえって:京都大学生態学研究センタ一 ･ニュース.

34:1-2.

川郡部浩栽:1996:暖味の生態学.農山尉 寸文化協会･東京:230pp.

川郡部浩栽:1996:｢水環境｣と水城生態系:かんきょう:21(3):7-9,

川那部活栽:1996:生物界における共生と多様性:人文書院:京都:206pp.
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湖沼研究系

NAKAJIMA,Tsuneo 中島 経夫 魚類形態学 (理学博士)

1.研究業績

1a.論文など

友田淑郎 ･中島経夫 ･小寺春人:1973:壱岐長者原産魚類化石 - 第一報:化石研究会会誌･(7):ll-20

中島経夫:1975:金沢市成巽闇所蔵のコイ科魚類化石:地球科学:29(4):192-195

友田淑郎 ･中島経夫:1975:オイカワ属(Zacco)の化石について - 金沢市成巽閤所蔵の魚類化石続報:瑞浪

市化石博物館研究軸告:(2)ニ85-90

中島経夫:1977二大氷河時代の重臣琶湖のコイ:I.大氷河時代一一(井尻正二編):東海大出版会:東京:pp.87-97

友田淑郎 ･小寺春人 ･中島経夫 ･安野敏勝:1977:日本の新生代淡水魚類相:地質学論集:(14):221-243

中島経夫:1977:コイ科魚類の咽頭歯の発生と交換パターン:植物分類地理:28(4-6):186-190

Nakajima,T:1979:ThedevelopmentandreplacementpatternofthepharyngealdentJtlOnlntheJapanese

cyprinidflSh,Gnathopogoncaerulescens:Copeia:1979(1)-.22-28

Nakajima,T.,Yasuno,T･,Kodera,H∴1980:FossM shesfromtheKobiwakoGroup:'-Thepecu一iarityof

organlSmSinLakeBiwaltSPastandpresent''(Ed.byResearchGroupforNaturalHistoryofLake

BJWa):Kyoto:p.4

NakaJIma,T.,Sugito,M"Nakahara,M･,Ozakl,M･:1981:AnanalysISOnthepatternoftoothreplacement

lnthecyprinidfish,Rhodeusoce//alusoce/latus:Jpn.J.OralBiol.:23(4):893-895

Nakajlma,T.:1982:タナゴ亜科魚類の基底後頭骨と咽頭突起について:瑞浪市化石博物館研究報告:(9).･

75-83

Naka〃ma,T.,Yoshida,H.,Soロe,B.,Hotta,Y･:1983:Rep一acementpatternofthepharyngealteethin

cyprinldflSh,Tribo/odonhakonensIS:Jpn.J･OralBiol･:25(3):801-803

中島経夫 ･松岡敬二 ･吉田寿穂 ･奥山茂美:1983:三重県大山田村中村の伊賀累屠産コイ科魚類咽頭歯化

石 瑞浪市化石博物館研究報告:(10):143-150

中島経夫 ･堀田善彦 ･曽根里:1983･コイ科魚類における咽頭歯の形態と咽頭骨の校合運動についての比

較形態学的研究 -タビラAcheI-/ognathuslabiraとホンモロコGnathopogoncaeru/escens:歯基礎

雑:25(2):463-470

琵琶湖自然史研究会:1983:大津市仰木町の堅田累層産化石群集:瑞浪市化石博物館研究報告:(10)二117-

142

NakaJima,T･:1984●Larvalvs･adultpharyngealdentitioninsomeJapanesecyprlnrdfish:J,Dent.Res.:

63(9):1140-1146

NakaJIma,T=1984:AnewspecleSOfcyprlnldfish,HypophlhalmI-chlhysokuyamai,fromtheearly

PliocenelgaFormationoftheKoblWakoGroup:Bull･MIZUnamiFossllMus.:(11):69-72

松岡敬二 ･中島経夫 ･田中正明.1984.古琵琶湖層群伊賀累層の古生物を中心として:地団研第38回シンポ

ジウム資料集:pp.142-145

中島経夫:1985二三重県大山田村地域の古琵琶湖層群伊賀累層産コイ科魚類化石:地団研専軸29 瀬戸内区

の特性:(29):65-70

中島経夫 ･奥山茂美:1985:古至E琶湖層群伊賀累層からのコイ属Cyprinus幼魚の咽頭歯化石:瑞浪市化石博

物館研究報告:(12):49-56

Nakajima,T:1986:PliocenecyprimdpharyngeaLteethfromJapanandEastAslaNeogenecypnnBd

zoogeographyI.lndo-PacificFishBiology:ProceedlngSOftheSecondlnternationalConferenceon

lndoIPacificFIShesTl(Eds･byUyeno,T･etal･):lchthyologicaJSocietyofJapan:Tokyo:pp･502-

513
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Nakajima,T.,Yoshida,H･,Hotta,Y･,Soれe,B･:1986:Toothreplacementsinthecruciaれcarps,thegenus

CarassIUSOfthefamilyCyprinidae:Jpn.J.OralBiol.:28(3):3701374

中島経夫二1986:奄芸層群楠原異音産コイ科魚類咽頭歯化石 一古重き琶湖層群コイ科魚類相との比較 瑞浪

市化石博物館研究報告:(13):105-114

中島経夫 ･曽根里 ･堀田善彦 ･加藤隆朗:1986:個体発生にもとづくコイ科魚類咽頭歯系の歯式と歯の記

号についての考察:抜歯雑:25(2).463-470

3至:芭琶湖自然史研究会:1986･重吉琶湖南西岸の古重吉琶湖層群の談水生化石群集:瑞浪市化石博物館研究報告:

(13):57-103

中島経夫:1987:琵琶湖における魚類相の成立と種分化･''日本の淡水魚類 - その分布,変異,種分化をめぐ

っT.I(水野信彦 ･後藤晃編):東海大出版会.東京:pp.215-229

NakaJima,T.:1987:DevelopmentofpharyngealdentltionlnthecobltidfIShes,M/Sgurunus

angui//icaudatusandCobltlSblWae,Withaconslderat10nOfevolutionofcyprlmformdentlt10nS:

Copeia:1987(l):208-213

中島経夫:1987:比較形態学からみた歯:''歯の進化からさぐる ヒトの歯の形態学"(古橋九平監修 ):医歯

薬出版:東京:pp.3-52

中島経夫:1988:鈴鹿fi群姫谷層よりコイ科魚類咽頭歯化石の発見:瑞浪市化石博物館研究報告:(15):651

68

中島経夫 ･松岡敬二 ･北林栄一:1988:大分県玖珠層群産コイ科魚類化石:瑞浪市化石博物館研究報告:

(14):103-112

Nakajima,T.,Yue,P1-Q･:1989:Developmentofthepharyngealteethintheblghead,ArI-sl/'chthysnob//IS

(Cyprinldae):Japan.Jour･1chthyol∴36(1):42-47

中島経夫:1989:コイ科魚類咽頭歯における個体発生と系統発生:化石研究会会誌:21.33-37

Nakajima,T.:1990:MorphogenesISOfthepharyngealteethlntheJapanesedace,Tnbo/odonhakonensIS

(Pisces:Cyprlnidae):J.Morph.:205:155-163

小萱康徳 ･吉田寿穂 ･中島経夫 ･志賀久隆 ･明坂年隆.1990:硬組織形成のメカニズム.岐歯学誌 20周年

記念号:pp.167-180

中島程夫:1991:コイ科魚類咽頭歯化石による古環境の復元:化石研究会会誌124:45148

中島経夫:1991:ニゴロブナCarassI'usauralUSgrandoculisの仔稚魚における歯腔の出現パター>.魚雑:

38(2):219-226

中島経夫 ･松岡敬二 ･北林栄-:1991大分県院内町産コイ科魚薫別国頭歯化石:地球科学.45(3):191-202

Nakajima,T.,Hattori,N.:1992二AnewspeciesofthecyprinidflSh,CyprI'nus(Cyprinus)stridentatus,from

thePlelStOCeneKatataFormatl0nOftheKoblWakoGrouplnOtsuClty,ShigaPrefecture,Centra一

Japan:EarthScience.46(3):235-240

中島経夫 ･山崎博史:1992:東アジアの化石コイ科魚類の時空分布と古地理学的重要性:瑞浪市化石博物館

研究軸告:(19):543-557

高橋正志 ･中島経夫:1993:脊椎動物 化石編一魚類:H第四紀試料分析法1試料調査法一一(日本第四紀学会編):

東京大学出版会:東京:pp.36-37

中島経夫:1993:脊椎動物 化石編一咽頭歯-:"第四紀試料分析法2研究対象別分析法■■(日本第四紀学会編):

東京大学出版会:東京:pp.346-353

琵琶湖自然史研究会:1994:琵琶湖の自然史:八坂書房,東京:340pp.

Nakajjma,T･,Nakai,K∴1994:LakeBiwa:''Arch･Hydrob10I･Beih.Ergebn.LlmnOl.:Speciat10ninAncient

Lakes"(EdsbyMartens,K.,Goodderies,B.,Coulter,G.):44:43-54

Nakajima,T･:1994:SuccessionofcyprinidfaunainPaleo-lakeBiwa:.'Arch.HydrobioLBeih.Ergebn

Limnol･:SpeclationlnAncientLakes.I(Eds.byMartens,K･,Goodderies,B.,Coulter,G.):44:433-
439

中島経夫:1995:魚類化石:服部川足跡化石調査報告:三重県立博物館二P.19

中島経夫 ･嘉田由紀子 ･小笠原便明:1995:(仮称)琵琶湖 博 物 館 の 設置理念と運営計画:環境システム研究.

23:672-681
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NakaJIma,T･,Yue,p-Q 1995･AnewspeciesofthefossllcyprlnidflSh,CyprlrnUS(MesocyprlnUS)

okuyamai,fromthePHoceneUenoFormationoftheKobiwakoGrouplntheUenoBasln,Mle

Prefecture,CentralJapan:EanhScl-49(3).221-226

Yue,P/Q･,NakaJlma,T･:1995:DevelopmentofthepharyngealteethintheChlneSelabeoninefish,

CI'rrhI'nusmo//'tre//a:Zool.Res"15:74181

Yue,p-Q,Naka〃ma,T･一一二1995'AppearancepatternoftoothgermsrntheChineseblackcarp,

My/opharyngodonpICeUS:Chln･J･OceanolLlmnOJ.:13(2):1551161

Nakajima.T･,Yue,P･-Q'1995:DevelopmentofthepharyngeaEteethintheblackcarp,My/opharyngodon

pICeUS:ChlnJ.Oceanol,LlmnOll13(3):271-277

中島経夫:1996'至喜琶湖の生物:日本の生物(堀越増興 ･青木淳-縮):岩波書店:東京:pp.201-216

中島経夫:1996･魚煩化石:服部川足跡化石調査報告:三重県立博物館.pp.64-70

中島経夫 ･内山純蔵 ･伊庭功:1996:縄文時代遺跡 (滋賀県粟津湖底遺跡第 3貝塚)から出土 したコイ科

のクセノキプリス亜科魚矧 回頭歯遺体:地球科学･50(5):4191421

1b その他の印刷物

中島経夫:1975.コイ科魚類の咽頭歯について:淡水魚･(5)･93-95

中島経夫 ･小早川みどり (訳):1980:中国鯉科魚類誌(伍献文書 中国鯉科魚類志):たたら書房:京都:

346pp.

中島経夫:1983:びわ湖のコイ科魚矩二動物と自然:13(9):16-22

古橋九平 ･中島経夫 ･Bekaert,N‥1983:歯のかたち 魚の歯からヒトの歯まで:医歯薬出版.東京

田隅木生:1984:脊椎動物の進化様式(L.B.Halstead'.Thepatternofvertebrateevolution■.):法政大学出版

局:東京 276pp.

中島経夫ニ1985:琵琶湖のコイ科魚類の生い立ち:琵琶湖研究所ニュース オウミア二(13)･314

中島経夫:1985:摂餌器官からみたタナコ類の特徴:"絶滅にひんしているニッポンバラタナコの系統と種

族保存に関する研究科研費報告書一一pp.31-37

中島経夫:1987:至喜琶湖の魚類相の成立 1:日本の生物:1(6):31139

中島経夫:1987:琵琶湖の魚類相の成立 2 日本の生物:1(7):15-17

荒垣秀夫･1988:四季の博物誌:朝日文庫､朝日新聞社:539pp

lc.学会講演など

中島経夫:1994:古琵琶湖の風景とそこにすんでいた生き物たち:大阪自然史博物館普及講演会 (大阪自然

■史博物館)

中島経夫･1994:新生代におけるコイの進化､第三回古妻看琶湖シンポジウム (琵琶湖文化館)

中島経夫:1994:琵琶湖の魚のおいたちと琵琶湖博物館､地団研京都支部例会 (滋賀大学)

中島経夫二1994:古妻喜琶湖の風景とそこにすんでいた魚たち:びわ科学公開懇談会 (琵琶湖研究所)

中島経夫:1996:粟津遺跡 (縄文時代)から出土したコイ科魚類と古琵琶湖層群:化石研究会例会 シンポ

ジウム ｢古琵琶湖層群とその動植物｣ (琵琶湖博物館)

2.交流サービス事業に関する業績

2a印刷物

中島経夫:1989:コイ科の仲間一湾処の中で成長.岐阜新聞:1989/1/27二P.3

中島経夫:1989:コイ科の仲間一豊な自然環境:岐阜新聞:1989/2/9,p.3
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中島経夫:1989:コイ科の仲間一蒲が貴重な食糧:岐阜新聞:1989/1/29:p3

中島経夫･1989:コイ科の仲間一濃尾平野に多種:岐阜新聞:1989/2/12:p.3

中島経夫二1989:コイ科の仲間 一沈降繰返 し湖:岐阜新聞･1989/2/22:p.3

中島経夫:1989:コイ科の仲間 一新種が次々誕生:岐阜新聞:1989/2/23:p.3

中島経夫:1989:コイ科の仲間一先祖は東海湖に:岐阜新聞:1989/3/4:p3

中島経夫:1989:コイ科の仲間一歯だけが化石に:岐阜新聞:1989/3/15:p.3

中島経夫:1989.コイ科の仲間一歯はのどに発達.岐阜新聞:1989/3/16:p.18

中島経夫･1989:コイ科の仲間一鋭利な口が特徴:岐阜新聞:1989/3/21.p.22

中島経夫.1989:コイ科の仲間 -アユとえさ争い:岐阜新聞:1989/3/27p.3

中島経夫:1989:コイ科の仲間一歴史を背負う遺産:岐阜新聞:1989/4/ll:p3

中島経夫:1992･東アジアの中の琵琶湖 - コイ科の魚たちから見た琵琶湖:湖国と文化:pp.80-86

中島経夫:1992.フィール ドワークから:瓦版:準備号:p.4

中島経夫:1993:世界的に有名な魚類化石:瓦BAN:(1):1

嘉田由紀子 ･中島経夫 ･小笠原俊明:1994:(仮称)琵琶湖博物館の設置理念と運営計画

中島経夫:1995:水辺の博物誌1:京都新聞:1995/ll/ll

中島経夫:1996:琵琶湖の自然誌8魚のルーツを探る1.2000万年前に暮らすコイやフナの先祖:滋賀民報:

1996/3/31

中島経夫:1996:琵琶湖の自然誌9魚のル-ツを探る2.大陸の内部にすむ魚･滋賀民朝:1996/4/7

中島経夫:1996:琵琶湖の自然誌 10魚のルーツを探る3.｢古日本海湖｣で誕生 したびわ湖の魚の先祖 滋

賀民報,1996/4/14

中島経夫.1996:琵琶湖の自然誌 11魚のルーツを探る4‥滋賀民報:1996/4/21

中島経夫:1996:魚のふるさと:湖人､琵琶湖博物館開館記念誌:pp.27129

2b.定期の講義､実習など

中島経夫他:1981-90:口腔解剖学講義 (比較解剖学担当)･朝日大学歯学部､岐阜県

中島経夫他:1981-90･口腔解剖学実習.朝日大学歯学部､岐阜県

中島経夫他:1981-90:口腔組織学実習:朝日大学歯学部､岐阜県

中島経夫他:1982-90･口腔解剖学講義:朝日大学歯科技工士専門学校,岐阜県

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

中島経夫他･1992:中新世の海の潮干狩りと古琵琶湖の化石採集:琵琶湖博物館準備室観察会

中島経夫他二1993:ゾウのいた河原:琵琶湖博物館準備室観察会

中島経夫他:1994:野洲川の河原を掘ってみよう:琵琶湖博物館準備室観察会

中島経夫他 1995:古重吉琶湖層群および鮎河層群の化石採集･琵琶湖博物館準備室観察会

中島経夫:1995.ワタカの由来をさぐる､博物館入門セミナー (滋賀県福祉センター)

中島経夫･1995:琵琶湖の魚の生い立ち､滋賀県衛環センター講演 (滋賀県衛環センター)

中島経夫.1996:琵琶湖のコイ科魚類の由来.琵琶湖博物館開館記念シンポジウム､水がはぐくむいのち:

琵琶湖博物館

中島経夫二1996:琵琶湖の達人:びわこ放送

中島経夫他･1996:化石の採集一琵琶湖の生い立ちをさぐろう:琵琶湖博物館準備室観察会

中島経夫:1996ニ琵琶湖の環境と生物.平成 8年度滋賀県教職経験者研修 (琵琶湖博物館)

中島経夫:1996:琵琶湖博物館のオープンまでの経過と展示概要:湖西市商工会研修 (琵琶湖博物館)

中島経夫:1996･琵琶湖とその生物の生い立ち,伊吹町公民館文化財教室 (伊吹町薬草の里文化センター)

中島経夫:1996.美 しい科学シグナス-琵琶湖には謎がいっぱい･テレビ大阪
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3,展示事業に関する業績

中島経夫:1996:東アジアの淡水魚のふるさと:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

中島経夫他:1996.亜熱帯の湖二琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

中島経夫:1996.深い湖･琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

中島経夫:1996･コレクションギャラリー魚類化石:重吉琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

中島経夫:1996:コレクションギャラリー貝類化石:琵琶湖博物館 ｢至己琶湖のおいたち｣常設展示

中島程夫:1996:重吉琶湖で進化 した生き物たち:重吉琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

中島経夫:1996:魚化石の研究:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

中島経夫他:1996:琵琶湖のさまざまな環境と生き物:琵琶湖博物館水族展示解説

中島経夫他:1996:内湖 ･ヨシ原にすむ魚たち:琵琶湖博物館水族展示解説

中島経夫他二1996:岩場から沖合いにすむ魚たち:琵琶湖博物館水族展示解説

中島経夫他:1996:重吉琶湖の岸辺の生き物:琵琶湖博物館水族展示解説

中島経夫:1996:東アジアの湖､洞庭湖:琵琶湖博物館水族展示解説

中島経夫:1996:古代魚:琵琶湖博物館水族展示解説

中島経夫他:1996:むかしの生きもの:琵琶湖博物館ディスカバリールーム常設展示

4.資料整備事業に関する業績

中島経夫:1984:Hypophthalmichthysokuyamal模式標本の記載､収蔵:瑞浪市化石博物館

中島経夫:1991:Cypn'nus(CyprI'nus)slrI'dentalus模式標本の記載､収載､登録:‡ほ 湖博物館

中島経夫二1992:友田淑郎コレクション魚類化石248点の整理､収蔵､登鈷:琵琶湖博物館

中島程夫他:1992:岡村喜明コレクション古琵琶湖層群貝化石348点の整理､収蔵､登録:重き琶湖博物館

中島経夫他:1992:岡村喜明コレクション古琵琶湖fi群魚類化石105点の整理､収蔵､登録二琵琶湖博物館

中島経夫:1993:Cyprinus(mesocyprinus)okuyamal模式標本の記載と収蔵､登録:琵琶湖博物館

中島経夫:1993:奥山茂美コレクション咽頭歯化石198点の整理､収蔵､登録:琵琶湖博物館

中島経夫:1994:北林栄一コレクション咽頭歯化石2574点の整理､収蔵､登録:至芭琶湖博物館

中島程夫:1994:可児層群咽頭歯化石896点の採集､整理､収載､登録:琵琶湖博物館

中島経夫他:1991-1996:琵琶湖博物館収蔵魚頬化石1074点の採集､整理､収蔵､登録:琵琶湖博物餌
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KUSUOKA,Yasushi 楠岡 泰 微生物生態学 (理学博士)

1.研究業練

1a.論文など

Kusuoka,Y.,WatanabeY.:1987:Growthandsurvivalofperitrichciliatesrnanurbanstream:Oecologla:

73(1):16-20

近田便文 ･滝井進 ･福井学 ･楠岡泰 ･松本源吾 ･中谷周 ･鳥居鉄也:1987:南極バング湖における細菌の

細胞サイズと現存量の垂直分布:南極資料:31(2):109-117

楠岡泰 ･小山紀子:1987:横浜市立大学裏山の植物相:横浜市立大学総合研究 ･環境問題の研究:4:1-23

Kusuoka,Y.:1989:Computer-aidedstudiesofpopulat10ngrowthandcellmovementofprotozoa'

EstlmationofgrowthratesandsurvIVOrShipsofperitrIChcIIlateS:TechnlCalManualforthe8th

JnternatioalCongressofProtozoologyWorkshop:7-12

Kusuoka,Y･,WatanabeY･:1989:DIStinctionofemlgrationbytelotrochformationanddeathbypredation

inperltnChcHiates:SEMobservationsontheremalnlngStalkends,FEMSMicrob.EcoL:62:7-12

Konda,T.,Takii,S.,Fukui,M.,Kusuoka,Y.,Genkil.Matsumoto,Torii,Tリ:1994:VenicaJdIStrlbutionof

bacterialpopulationinLakeFryzell,anAntarctlCLake:JapaneseJournalofLimnology:55(3):185-

192

1b.その他の印刷物

渡辺泰徳 ･楠岡泰:1986:メソコスムにおける原生動物の変動二メソコスムによる水域生物相互作用の実等奏

的解析研究報告集(昭和60年度文部省科学研究責特定研究):pp.95-98

渡辺泰徳 ･楠岡泰 ･占部城太郎 ･清沢弘志 ･福井学:1987:小笠原の淡水環境と水中微生物:小笠原研究年

報:10:41-62

草野晴美 ･楠岡泰:1988:船田池の原生動物と微小後生動物:千葉県立中央博物館(仮称)設置に係る自然史

資料の所在調査及び収集事業報告書:pp.12-15

楠岡泰:1994:小さくて不思議な生き物 原生動物:湖国と文化:70

中井克樹 ･楠岡泰 ･芦谷美奈子 ･芳賀裕樹:1995:クラゲコケムシの生息状況:余呉湖水質改善対策効果判

定調査報告書:余呉湖水質改善対策効果判定委員会:pp.113-120

1C.学会講演など

楠岡 泰:1981:Amoebaの選択捕食性と付着藻類群集の構造変化について:日本生態学会第28回大会 (北

海道大学)

楠岡 泰:1983:河川における縁毛日払毛虫の生態 :降雨増水後の個体数増加について･日本陸水学会第48

回大会 (信州大学)

楠岡 泰:1984:河川における線毛目線毛虫の生態 :増殖と餌の関係について:第9回微生物生態シンポジ

ウム小研究会 (都立大学)

楠岡 泰:1984:河川における縁毛目繊毛虫の生態 :汚濁都市河川での個体数の制御要因:日本陸水学会第

49回大会 (筑波大学)

楠岡 泰:1985:河川における線毛目繊毛虫の生態 :増殖および死亡について:日本陸水学会第50回大会(衣

賀大学)
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楠岡 泰:1986:河川における績毛目織毛虫の生態 :移入および移出について:日本陸水学会第51回大会(東

海大清水)

楠岡 泰:1987:ツリカネムシの優占種を規定する要因.日本陸水学会第52回大会 (北海道大学)

Kusuoka,Y.:1989二Estlmat10nOfgrowth,death,immlgrationandem一grationofperJtrichciJiatesinthe

fleld.:8thlnternationalCongressofProtozoology(Tsukuba)

Kusuoka,Y∴1989:Computer-aidedstudleSOfpopulationsgrowthandcellmovementofprotozoa:

Estlmationofgrowthratesandsurvivorshipsofperitrichciliates‥Workshopontheadvancesln

basictechniquesofprotozoologyforevaluationofpopulationeco一ogyandpoJJutlOnabatement(8th

lnternationalCongressofProtozoology,Tsukuba).

Kusuoka,Y∴1990:DIStribut10nPatternsOfsessileperitrichciliatesonartlflClalsubstrates..5th

lnternationalCongressofEcology (Yokohama).

楠岡 泰:1990:ツリガネムシの微小分布パターンを規定する要因:日本陸水学会第55回大会 (山形大学)

中西正己 ･永田俊 ･占部城太郎 ･川幅佳一 ･芳賀裕樹 ･中野伸一 ･高井賢治 ･楠同素 ･二宮浩司:1993.

王喜琶湖における浮遊生物食物網動態の解析 I.植物プランク トンの基礎生産:第58回日本陸水学会大

会:松江

川場佳一 ･占部城太郎 ･永田像 ･芳賀裕樹 ･高井賢治 ･中西正己 ･中野伸一 ･楠岡 泰 ･二宮浩司:1993

琵琶湖における浮遊生物食物網動態の解析 H.生物量の垂直分布と季節変化.第58回日本陸水学会

大会:松江

中西正己 ･永田便 ･占部城太郎 ･川幅佳一 ･楠岡泰 ･二宮浩司 ･芳賀裕樹 ･中野伸一 ･高井賢治:1993･

琵琶湖における浮遊生物食物網動態の角等析VII.まとめと今後の課題:第58回日本陸水学会大会･松

江

2.交流サービス事業に関する業績

2C.短期の講義,講演,研修,観察会,見学会など

布谷知夫 ･楠岡泰:1992年6月21日:身近な自然観察会-ウツギの花が咲く季節に一二大津市(大末神宮周辺)

楠岡泰 ･二宮浩司･1992年8月20日:ミクロな生き物の観察会:大津市下阪本 (生態学研究センター)

橋詰幸樹 ･楠岡泰ほか:1992年.身近な自然観察会 12回シリーズ･カワセミ自然の会,大津市堅田駅周辺

内田臣一 ･楠岡泰:春の小川ニ1993年3月21日:大津市真野谷口町

楠岡泰 ･内田臣一 ･中井克樹ほか:1993年4月:近江の子リーダ-養成研究会 ･県教育委員会生涯学習課

｢ア ドベンチヤ-サークル研修 見つけよう春探そう春｣:朽木村

票田由紀子 ･楠岡泰･1993年6月13日:ホタルのお宿:大津市南庄

内田臣一 ･楠岡泰 ･中井克樹 ･芦谷美奈子:1993年6月6日:琵琶湖博物館開設準備室 ･ふるさと再発見

Let■Sの会 ｢野外観察会 ふるさとの小川再発見｣:能登川町伊庭

楠岡泰 ･二宮浩司:1993年7月18日:ミクロな生き物の観察会.大津市下阪本 (生態学研究センター)

布谷知夫 ･中井克樹 ･楠岡泰:1993年7月31日:伊吹山の夏一高山植物とカタツムリー:伊吹山山頂付近

楠岡泰 ･二宮浩司 ･中井克樹.1993年8月21日:琵琶湖の魚は何を食べているのだろう:大津市 (京都大学

生態学研究センター)

橋詰幸樹 ･楠岡泰ほか:1993年:真野川自然探積 6回シリーズ:カワセミ自然の会,大津市真野J廿流域

布谷知夫 ･楠岡泰:1994年4月10日:早春の川岸林の植物:八日市市 愛知川川岸林

芳賀裕樹 ･楠岡泰:1994年8月20日:琵琶湖の魚は何を食べているのか:大津市打出浜 (滋賀県立琵琶湖文

化館)

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1994年8月27日:ミクロな生き物の観察会:大津市打出浜 (滋賀県立琵琶湖文化館)

芦谷美奈子 ･布谷知夫 ･楠岡泰:1994年10月2日:湖岸を歩こう-漂着物の観察会-:志賀町 わに浜

橋詰幸樹 ･楠岡泰ほか:1994年:里山自然探積 6回シリーズ.カワセミ自然の会,大津市天神川流域

布谷知夫 ･楠岡泰:1995年5月28日二比良山の初夏の植物:比良山 打見山から比良岳
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楠岡泰 ･芳賀裕樹:1995年7月22日:ミクロな生き物の観察会:大津市打出浜 (滋賀県立琵琶湖文化館)

芳賀裕樹 ･楠岡泰:1995年7月29日:琵琶湖の魚は何を食べているのか:大津市打出浜 (滋賀県立琵琶湖文

化館)

森井源蔵 ･藤岡康弘 ･楠岡泰･1995年8月19日:小川の魚つかみ･安曇川町青井川

橋詰幸樹 ･楠岡泰ほか 1995年:ため池自然探接 6回シリーズ:カワセミ自然の会,大津市真野川流域

布谷知夫 ･楠岡泰:1996年7月1日･烏丸半島の湖岸を歩 く:葦津市下物,鳥丸半島

藤岡康弘 ･楠岡泰ほか.1996年7月13日:川の生きもの探積:近江町

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1996年7月20日:ミクロな生き物の観察会:草津市下物 (琵琶湖博物館)

芳賀裕樹 ･楠岡泰ほか:1996年7月27日:琵琶湖の魚は何を食べているのか:草津市下物 (琵琶湖博物館)

森井源蔵 ･藤岡康弘 ･楠岡泰:1996年8月3日:川の魚つかみ:安曇川町 青井川

森井源蔵 ･楠岡泰:1996年11月10日:開館記念事業里山訪問第 1回一棚田の水源をたどってみよう

森井源蔵 ･楠岡泰:1996年11月23日:開館記念事業里山訪問第 2回一森林の作業を体験 しよう

楠岡泰 ･森井源蔵:1996年12月1日:開館記念事業里山訪問第3回一里山を歩こう

橋詰幸樹 ･楠岡泰ほか:1996年:ぼくらのまちの自然探積 6回シリーズ:カワセミ自然の会,大津市堅田駅周

辺

亀田佳代子 ･楠岡泰ほか:1997年1月15日:烏丸半島の水鳥,烏丸半島

3.展示事業に関する業績

楠岡泰 ･脇田健-ほか:1996:ZtE琶湖の謎と不思議:琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

楠岡泰:1996:どぶ川の生き物たち:同上

布谷知夫 ･森井源蔵 ･楠岡泰 ･芦谷美奈子 ･嘉田由紀子:1996:くらしとむすびついた自然 同上

楠岡泰:1996:いきものコレクションープランク トン.同上

中井克樹 ･楠岡泰･1996:いきものコレクションー両生 ･は虫類･同上

瀬Jl他 寸子 ･楠岡泰:1996:いきものコレクション-ほ乳類:同上

中井克樹 ･楠岡泰 ･芦脊美奈子 ･芳賀裕樹 ･藤岡康弘 ･中島経夫:1996.至己琶湖の変化一増えた生物ユス

リカ:同上

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1996:ミクロの世界:同上

芦谷美奈子 ･楠岡泰:1996:ヨシ帯の機能:同上

楠岡泰:1996:環境とはなんだろう-どの水がよい水:同上

中井克樹 ･楠岡泰 ･山崎博史:1996:世界の湖と人びとのくらし- 4.タンガニーカ湖:同上

楠岡泰 ･芦谷美奈子二1996:世界の湖と人びとのくらL-5,北米五大湖二同上

森井源蔵 ･楠岡泰:1996:里山一生命の小宇宙,今森光彦写真展.琵琶湖博物館常設展示開館記念特別展

4資料整備事業に関する業績

楠岡泰.1993-95:映像資料 ｢深水帯の生き物たち｣､監修:日本エアロビデオ (樵) ･滋賀県立琵琶湖博

物館

楠岡泰 ･芦谷美奈子:1994:映像資料 ｢世界の湖 一北米五大湖～招かれざる生き物たち～｣､監修､:ドキ

ュメンタリージャパン (樵) ･滋賀県立至邑琶湖博物館

山崎博史 ･中井克樹 ･楠岡泰:1995:映像資料 ｢世界の湖4.タンガニーカ湖～湖のイワシを追って～｣､

監修､:ドキュメンタリージャパン (樵) ･滋賀県立琵琶湖博物館

楠岡泰:1994-95:映像資料 ｢深水帯の生き物たち｣､監修:日本エアロビデオ (樵) ･滋賀県立琵琶湖博

物館

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1993196:展示装置用映像 プランク トン,掘影 ･監修:乃木寸工套社 ･滋賀県立琵琶湖博

物館
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楠岡泰 ･芳賀裕樹:1993196:映像資料 重吉琶湖のブランク

村工整社 ･滋賀県立至喜琶湖博物館

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1993196:映像資料 重吉琶湖のブランク

村工整社 ･滋賀県立琵琶湖博物館

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1993196:映像資料 琵琶湖のブランク

村工整社 ･滋賀県立琵琶湖博物館

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1993196:映像資料 重吉琶湖のプランク

エ整社 ･滋賀県立琵琶湖博物館
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トン-1.動 く植物プランク トン.撮影 ･監修:刀

トンー2.プランク トンの食生活.撮影 ･監修:刀

トン-3.プランク トンのうんこ,撮影 ･監修:乃

トンー4プ ランク トンの出産.描影 ･監修:乃村



YAMASAKl,Hirofumi 山崎 博史 層序学

1.研究業績

1a.論文など

山崎博史 ･雁沢好博:1989:隠岐島後第三系,郡累屠および油井累層のフィッション ･トラック年代:地質

学雑誌:95:619-622

矢野孝雄 ･阿子島功 ･川辺孝幸 ･牧野内猛 ･松本俊雄 ･中山勝博 ･酒井潤- ･山崎博史 ･吉越正勝11989･

後期新生代堆棟盆地の構造的分類:地球科学二43:443-453

今岡照喜 ･板谷徹九 ･松本俊雄 ･山崎博史 ･沢田順弘二1990:山陰西部国府火山岩類のKIAr年代･地質学雑

誌:96:945-948

山崎博史 ･下末 恵 ･高安克己:1991二億岐島後中新枕郡累層と久見累層の屠序関係の再積討:地球科学･

43:177-190

山崎博史:1991:隠岐島後西郷湾北方の新生界屠序:地質学雑誌:97:917-930

今岡照喜 ･松本保雄 ･山崎博史:1992:山陰西部浜田地域における古第三紀コール ドロン群の地質:多角形

コール ドロンの例:地質学雑誌:98:741-759

山崎博史 ･吉川周作 ･林隆夫11994:琵琶湖西岸,古琵琶湖岸群基底部コアの層序:地質学雑誌:100･361-

367

Tokuoka,T.,Takayasu.K.,Hisatomi,K.,Tanaka,S"Yamasaki,H.,Konomatsu,M,.1994:TheChuria

(SIWaHk)GroupjnwestcentralNepal:HimalayanGeology:15:23135

山崎博史 ･吉川周作 ･此松昌彦 ･三夫信昭二1996:古琵琶湖層群恵島累層白土谷部層の地質年代･地質学雑

誌:102:303-311

1b.その他の印刷物

山崎博史:1984:隠岐島後の中新枕.島根大学地質学研究報告:(3):87-97

今岡照喜 ･松本俊雄 ･山崎博史.1985:4)浜田 国府火山岩類:一億根県の地質‖(島根県地質図説明書編集

委員会編)二太陽平版:松江･pp.14-115

山崎博史 ･鳥居直也:1985:5-2新第三系(3):隠岐:''島根県の地質''(島根県地質図説明書編集委員会編)太

陽平版:松江:pp.111-114

山崎博史 ･山内靖喜 ･上田哲郎 ･上布野団体研究グループ:1985:三次市南部の備北層群中の大規模な海

底地すべり層:地団研専幸B.･(29):33-40

矢野孝雄 ･山崎博史:1985:西南日本弧の隆起運動:●T吉田博直先生退官記念論文集一●:pP.118-131

矢野孝雄 ･松本俊雄 ･山崎博史:1987:傾動盆地の構造特性 と地形特性:'t柿谷悟教授退官記念論文集":pp.
83-105

山崎博史二1987:隠岐島後時張山累膚の火山豆石:島根大学地質学研究報告:(6):85-93

lmaoka,T.,Murakami,NHMatsumoto,THYamasakl,H∴1988:PaleogenecauldronsinthewesternSan-in

district,SouthwestJapan.Jour.Fac.Libera一Arts.,YamaguchiUnlV∴22:41-75

高安克己 ･下末 恵 ･角館正勝 ･山崎博史:1989:隠岐島後第三系の屠序の再検討:文部省科学研究費補助

金研究成果報告書:古日本海日本海沿岸総研(研究代表 小林巌雄):(2):73-77

高安克己 ･上田哲郎 ･山崎博史 ･赤木三郎 ･角館正勝 ･山内清書 ･野村律夫 ･松本俊雄 ･岡田昭明 ･吉谷

昭彦 ･井上多津男 ･下末 恵:1990:山陰地域の第三系ji序 ･対比,古日本海沿岸総研(研究代表

小林巌雄):(3).38-42

Tokuoka,T･,Takayasu,K･,Hisatomi,K･,Yamasaki,H,Tanaka,S･,Konomatsu,M.,Sah,R.B.,Ray,S.
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M.:1990:StratigraphyandgeologicstructuresoftheChurla(SiwafJk)GrouplntheTinauKhola-

BinaJKholaarea,WestCentralNepal:Mem.Fac.ScI.ShimaneUnlV:24:71-88

中島経夫 ･山崎博史:1992:東アジアの化石コイ科魚類の時空分布と古地理学的重要性:瑞浪市化石博物館

研究報告:(19):543-557

高安克己 ･山崎博史 ･上田哲郎 ･赤木三郎 ･松本保雄 ･野村律夫 ･岡田日召明 ･沢田順弘 ･山内靖喜 ･吉脊

昭彦:1992:山陰地方の中新枕層序と古地理:地質学論集:(37):97-116

山崎博史.1992:島後層群と南隠岐リッジ:地質学論集:(37):277-293

三田村宗樹 ･吉川周作 ･里口保文 ･内山 恵 ･EdySunardl･橋本定樹 ･山本岩雄 ･田中里志 ･山崎博史 ･

佐藤隆春 ･市川秀之:1995:大阪狭山市狭山池北堤体の崩壊跡断面について:第5回環境地質学シン

ポジウム講演論文集:45-50

山崎博史 ･田中里志･1996:滋賀県堅田丘陵.喜撰)l卜流域の古重吉琶湖層群 一堅田累層下部の層序とブリ

ュンヌ/松山境界-."日本列島第四紀露頭集'.(日本第四紀学会編),p.266

1C.学会講演など

山崎博史:1983年4月.隠岐島後の下部中新続の層序と地質構造:日本地質学会第90年学術大会,鹿児島大学

山崎博史 ･上田哲郎 ･飯島祥二 ･山内清書:1985年4月.広島県三次市南部の備北層群中にみられるスラン

プ構造について 日本地質学会第92年学術大会,山口大学

山崎博史:1986年5月:隠岐島後の新第三系:日本地質学会第93年学術大会,山形大学

山崎博史:1987年4月:隠岐島後中新枕時張山層と火山豆石:日本地質学会第94年学術大会,大阪市立大学

山崎博史:1988年4月:隠岐島後.西郷玄武岩の層序的位置について 日本地質学会第95年学術大会卜洗球大

学

山崎博史 ･雁沢好博 ･水口和彦ニ1988年7月:隠岐島後の第三紀火砕岩類のフィッション ･トラック年代

第115回日本地質学会西日本支部例会,山口大学

Takayasu,K.,Yamasaki,H.,Kakudate,M.andShltaSue,M.:Oct.:1988:WarmcJLmatlCePISOdelnthe

earlleStmJddleMioceneandfoIlowlngabruptdeepenlngOfthesealntheSan-indtstrJCt,Southwest

Japan二〇jilnternationaISemlnarforlGCP-246I-PacJflCNeogeneEvents"-Theirtimlng,natureand

lnterrelatl0nShip-.Shizuoka

山崎博史 ･上布野団体研究グループ･1989年5月:広島県布野地域の備北層群.日本地質学会第96年学術大

会,茨城大学

今岡照書 ･松本俊雄 ･山崎博史･1989年5月:島根県浜田地域の第三系の層序 ･構造･日本地質学会第96年

学術大会,茨城大学

恵安克己 ･山崎博史 ･下末 恵 ･角館正勝･1989年5月:隠岐島後中新続層序の再検討:日本地質学会第96

年学術大会,茨城大学

今岡照喜 ･板谷徹九 ･松本俊雄 ･山崎博史 ･沢田順弘:1990年6月:山陰西部国府火山岩類のKIAr年代:莱

120回 日本地質学会西日本支部例会,福岡大学

山崎博史:1990年6月:隠岐島後の新生界とODPSITE797(大和海盆)との比較.第120回日本地質学会西

日本支部例会,福岡大学

瀬戸浩二 ･山崎博史:1990年10月:隠岐島後の第三系の有孔虫群集:日本地質学会第97年学術大会,富山大

学

山崎博史 ･瀬戸浩二二1990年10月:隠岐島後における第三紀の古水深変遷.日本地質学会第97年学術大会,

富山大学

山崎博史 ･高安克己 ･下末 恵.1990年1月:隠岐島後の前期中新世の珪藻化石とその意義:日本地質学会

関西支部1989年度第1回例会,島根大学

山崎博史 ･高安克己 ･下末 恵ニ1991年4月:隠岐島後における珪藻堆積物の形成場:日本地質学会第98年

学術大会,愛媛大学

Yamasaki,H.andTakayasu,K∴Oct'1991,Tectonicinfluenceondeposltl0nOftheMiocene
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diatomaceoussedlmentSintheOk卜Dogolsland,offSan-in,SWJapan'Frfthlnternatl0nal

CongressonPaclfICNeogeneStratigraphyandeGCPProject246"PaciflCNeogene:Environment,

EvolutionandEvents■■(posteり,SIZUOka

高安克己 ･山崎博史･1992年4月:ヒマラヤの上昇とアジアの新生代生物地理･日本地質学会第99年学術大

会,熊本大学

Tokuoka,T.,Takayasu,K.,Yoshlda,M.,HISatOml,K･,Yamasakl,H,Tanaka,S･,Konomatsu,M and

Sah,R.B..Aug.1992二ThrusttectonicsandcrustalsubductioninSub-HLmaLayas-Anexample

knownintheSiwa=kGroup,WestCentralNepal:29thlnternatl0nalGeoLogrcalCongress,Kyoto

Tokuoka,T,Takayasu,K..Yoshida,M.,Hisatomi,K.,YamasakI,H･,Tanaka,S･,Konomatsu,M.and

Sah,R.B.andRai,S.M∴Aug.1992:TheSIWallk(Churia)GrouplnWestCentralNepal.Symposlum

onHlmalayanGeologyShlmane●92,Japan,Nlta,Shimane

Yamasakl,H,ScheHlng,D.andTokuoka,T,Aug,1992'ThestructureoftheChuria(Siwalik)Hi‖S,west

centralNepal'SymposIUmOnHImalayanGeologyShLmane●92(poster),Japan,NLta,Shlmane

山崎博史 ･吉川周作 ･林 隆夫ニ1993年4月:琵琶湖南湖西岸.アクティバコアの火山灰層序:日本地質学

会第100年学術大会,東京大学

林 隆夫 ･川辺孝幸 ･山崎博史:1993年12月:烏丸コアの岩相暦序:琵琶湖自然史討論会,琵琶湖研究所

田中 淳 ･田中里志 ･山崎博史 ･此松昌彦:1993年12月:堅田累層の椎積層(予幸B):琵琶湖自然史討論会.

琵琶湖研究所

三夫信昭 ･山崎博史 ･吉川周作:1994年12月:至∈琶湖北方,饗場野の地域の古妻芭琶湖層群:第3回古琵琶湖

シンポジウム,琵琶湖文化館

田中里志 ･山崎博史 ･中山勝憎:1994年9月:シワリク層群上部の硬質堆積物とDunGraveト インド･ネパ

ールの例-:日本地質学会第 101年学術大会,北海道大学

山崎博史 ･吉川周作 ･三夫信昭:1994年12月.古琵琶湖層群高島累層.白土谷火山灰層のフィッション･

トラック年代とその意義:第 3回舌琵琶湖シンポジウム,琵琶湖文化館

山崎博史 ･田中里志 ･此松昌彦 ･徳岡隆夫 ･中村俊夫:1994年9月:ネパール中西部ナラヤ二川西方の地

質･日本地質学会第 101年学術大会,北海道大学

公文富士夫 ･山崎博史:1994年9月.粒度分析と堆積相からみた琵琶湖の環境変遷:第59回陸水学会,東京都

立大学

公文富士夫 ･今井肇 ･山崎博史:1994年12月:重吉琶湖南湖,烏丸半島における深層ボーリングの粒度分析

と堆積相･構造地質研究会 ･堆積学研究会1994年秋季合同研究集会,茨城県立青少年会館

此松昌彦 ･田中淳 ･田中里志 ･山崎博史:1994年7月･古妻喜琶湖層群堅田累層のシリブトビシについて:莱

12回化石研究会総会,大阪自然史博物館

田中里志 ･金沢淳 ･志岐常正 ･橘 徹 ･田中淳 ･成田粍一郎 ･山崎博史 1994年12月:琵琶湖の1994年最

大渇水時における露出堆積相:構造地質研究会 ･堆積学研究会1994年秋季合同研究集会,茨城立青

少年会館

田中里志 ･金沢淳 ･志岐常正 ･橘 徹 ･田中淳 ･成田純一郎 ･山崎博史:1994年12月:1994年最大渇水時

に請出した琵琶湖東岸(新海浜)のバー堆積物･第3回古琵琶湖シンポジウム,琵琶湖文化館

山崎博史 ･田中淳 ･田中里志 ･此松昌彦.1994年8月･古琵琶湖層群堅田累層の堆積相:1994年日本第四紀

学会大会,東京都立大学

田中里志 ･田中淳 ･山崎博史 ･此松昌彦:1995年4月:古至喜琶湖層群堅田累層の堆積相と比良山地の隆起:

日本地質学会第102回学術大会,広島大学

此松昌彦 ･田中淳 ･田中里志 ･山崎博史:1995年8月:古琵琶湖層群堅田累層からのヒシ属化石の産出状況

と古環境:日本第四紀学会1995年大会,新潟大学

三田村宗樹 ･吉川周作 ･里口保文 ･内山恵 ･EdySunardl･槻木玲美 ･橋本定樹 ･山本岩雄 ･EEl中里志 ･

山崎博史 ･佐藤隆春 ･市川秀之:1995年4月.狭山池の堆積物(その2):日本地質学会第 102回学

術大会,広島大学

三田村票樹 ･吉川周作 ･里口保文 ･内山恵 ･EdySunardi･橋本定樹 ･山本岩雄 ･田中里志 ･山崎博史 ･

佐藤隆春 ･市川秀之 1995年11月:狭山池北堤体の崩壊跡断面について:第5回環境地質学シンポジ

ー36-



ウム(日本地質学会環境地質研究委員会),東京

山崎博史 ･吉川周作 ･此松昌彦 ･三矢信昭:1995年8月:古琵琶湖層群嘉島累層白土谷部膚の居序学的再検

討二日本第四紀学会1995年大会,新潟大学

山崎博史 ･林隆夫 ･川遵孝幸 ･吉川周作 ･公文富士夫 ･井内美郎 ･寺島滋 ･烏丸地区深層ボーリング調査

団:1995年4月･琵琶湖東岸,烏丸ボーリングコアのfi序:日本地質学会第102回学術大会,広島大学

吉川同作 ･三田村宗樹 ･里口保文 ･内山高 ･EdySunardl･槻木玲美 ･橋本定樹 ･山本岩雄 ･田中里志 ･

山崎博史 ･佐藤隆春 ･市川秀之:1995年4月:狭山池の堆練物(その 1):日本地質学会第 102回学

術大会,広島大学

吉川周作 ･三田村宗樹 ･里口保文 ･内山高 ･EdySunardl･槻木玲美 ･中村俊夫 ･市川秀之 ･橋本定樹 ･

山本岩雄 ･田中里志 ･山崎博史 ･佐藤隆春:1995年8月:狭山池の堆積物:日本第四紀会1995年大会,

新潟大学

山崎博史 ･烏丸地区深層ボーリング調査団:1996年11月:琵琶湖東岸,烏丸半島におけるボーリング調査:

化石研究会第107回例会,琵琶湖博物館

2.交流サービス事業に関する業績

2a.印刷物

今岡照喜 ･早坂康隆 ･山崎博史:1987:中国地方の地質図:"日本の地質 ｢中国地方｣ …,共立出版,東京:秦

紙裏

今岡照喜 ･松本俊雄 ･山崎博史:1987:浜田地域(1),国府火山岩頬 :●●日本の地質 ｢中国地方｣",共立出版,

東京:pp.123-124

大久保雅弘 ･島田いく郎 ･山崎博史:1987ニ4,3新第三系中新統(1),隠岐諸島:I-日本の地質 ｢中国地方｣"

共立出版 東京:pp.110-113

中国地方地学事典編集委員会縞:1987:中国地方地学事典:中国新聞社 広島 199pp.

山崎博史:1993:古琵琶湖層群の中の火山灰一地層をつなぐ鍵:湖国と文化:(64):70-73

山崎博史:1996:地層や化石からわかる70万年前の雄琴:002ニュース大津市整備部雄琴駅周辺土地区画整

理事務所:(8):4

山崎博史･1996:琵琶湖を掘る:滋賀民軸:1996年6月30日(1314号)週刊

山崎博史:1996:博物館の地下を掘る:滋賀民報:1996年7月7日(1315号)週刊

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

山崎博史:1992年5月:隠岐島後の基盤昇降史二地学団体研究会京都支部例会(講演),京都大学

山崎博史:1993年3月ニヒマラヤ前縁の地質-ネパールでの地質調査の紹介-:滋賀県高等学校理科教育研究

会地学部会(講演),能登川高校

山崎博史:1994年7月層 帳の地質:京都地学教育研究会(講演),東山高校

山崎博史:1994年8月:京都地学教育研究会研修(野外観察会),島根県隠岐島後

山崎博史:1994年10月:甲賀の粘土と琵琶湖:甲賀町シルバー大学(講演)月】賀町

山崎博史:1996年3月:琵琶湖の達人:びわこ放送

山崎博史二1996年6月:王E琶湖の生い立ち:博物館セミナー第2回 ｢琵琶湖のおいたちを調べよう｣(講演),ztE

琶湖博物館

山崎博史:1996年11月:自然環境の変遷一日分の足元にある地面をよく見てみよう-:滋賀県教育センター

環境教育講 4回(実習)ぷ 琶湖博物館

山崎博史:1996年12月:滋賀県の地質の概要一花南岩の特徴と湖水面変動について-:皇子山を守る会 ･保

良宮を探る会 琵琶湖博物館見学会(講演)ぷ 琶湖博物館

-37-



3.展示事業に関する業練

山崎博史 ･高橋啓一 ･木田千代美:1996二河原の石はどこから:滋賀県立琵琶湖博物館常設展示 ｢琵琶湖の

おいたち｣

山崎博史 ･志橋啓一 ･木田千代美:1996:山をつくる岩石:同上

山崎博史:1996:日本海の形成.同上

山崎博史 ･高橋啓一 ･木田千代美:1996:博物館の地下を探る:同上

山崎博史:1996:研究室での分析一地質の研究:同上

山崎博史:1996:コレクションギャラリーー滋賀の岩石 ･鉱物二同上

山崎博史:1996滴境とは何だろう-地震と火山の国:滋賀県立琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びと

のくらし｣

中井克樹 ･楠岡泰 ･山崎博史.1996:琵琶湖から世界へー世界のさまざまな湖4.タンガニーカ湖.同上

4.資料整備事業に関する業績

山崎博史 ･中井克樹 ･楠岡泰:1995:映傍資料 ｢世界の湖4.タンガニーカ湖～湖のイワシを追って～｣､

監修､二ドキュメンタリージャパン (樵) ･滋賀県立琵琶湖博物館
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MATSUDA.Masanari松田征也 淡水貝類生態学淡水魚類繁殖学

1研究業績

1a.論文など

秋山康光･前畑政善･松EEl征也:1984:日本産二枚貝の飼育について.滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,大津･

2.41-46

前畑政善･秋山庫光･松田征也･桑原雅之ニ1985･ニッポンバラタナコの増殖試験:絶滅にひんしているニッ

ポンバラタナコの系統と種族保存に関する研究,研究成果報告書:pp.142-162

松田征也ニ1985:Acrossoche//Ushexagono/episの染色体,滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,大津:3:1-3

桑原雅之.松田征也･秋山庫光･前畑政善:1985.琵琶湖におけるオオクチバスM/cr/'pterussa/mo/'des

(Lacepede)に関する総合的研究 1.食性を中心とした予備的研究:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,
大津:3:4-10

前畑政善･秋山鷹光･松田征也.桑原雅之･1986:ウシモツjPseudorasuborapumllasubsp.の繁殖:滋賀県

立琵琶湖文化館研究紀要,大津:4:66-67

松田征也市 橋弘一:1986:人工光線下での水生植物育成の試み:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,大津.

4:72-77

秋山庚光･松田征也:1987 ウマビル WhI-taman/aPIgra(Whltaman)の飼育について･滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要,大津:5:15-17

前畑政善,桑原雅之･松田征也.秋山鷹光:1987:琵琶湖 (商湖)におけるオオクチバスMICrIPlerus

sa/moldes(Lacepede)の食性:滋賀県立至己琶湖文化館研究紀要,大津:5:1114

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1988:ニッポンバラタナコの産卵床となる貝の選択性について:ニ

ッポンバラタナコの研究と保護,ニッポンバラタナゴ研究会.

松田征也.1988:ウシモツjPseudorasuborapumI/asubsp の染色体:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,大

津:6.31-33

松田征也ニ1989･日本産ヒナモロコAphyocyprISChlnenSISGnutherの染色体二滋賀県立琵琶湖文化館研究

紀要,大津ニ7･21-23

前畑政善一秋山鷹光･桑原雅之･松田征也:1989:琵琶湖文化館横の湖岸における巻貝の分布調査:滋賀県立

琵琶湖文化館研究紀要,大津:7:25-29

太田唯之･谷川哲一郎･松田征也:1989:教材用生物としてのタナゴ∨ -交雑の面から-.愛知教育大学教科

教育センター研究報告,刈谷市:13:227-237

斉藤憲治･松田征也.1990:琵琶湖水系に分布するシマ ドジョウ類:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,大津:

8:19-23

前畑政善長 田芳和･松田征也,秋LLJ庚光･友田淑郎:1990:ビワコオオナマズの産卵行動:魚類学雑誌,東京:

137(3).308-313

松田征也:1991.シナイモツコの繁殖について:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,大津･9:36-38

松田征也:1991:滋賀県の淡水産貝類,滋賀県自然誌:(財)滋賀県自然保護財団,大津:1379-1398

松田征也･上西実:1992琵琶湖に侵入 したカワヒバリガイ:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,大津二10･45

太田推之･加藤宏I.松田征也:1992:二コロブナ精子の形態およびタンパク粒子分布.滋賀県立琵琶湖文化

館研究紀要,大津:10:39-44

桑原雅之･前畑政善･秋山廉光･松田征也.岡野巧:1992:野洲川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館研究

紀要,大津:10:47-62

桑原雅之･前畑政善･秋山庫光･松田征也･岡野巧:1993:安曇川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館研究

紀要,大津:ll:l l-22

松田征也 ･中井克樹 ･木村妙子･1993:｢カワヒバリガイ琵琶湖で見つかる｣の訂正･ちりぼたん:23:112

松田征也 ･中井克樹 ･木村妙子 ･上西実 ･紀平肇:1993:琵琶湖における淡水イガイ(カワヒバリガイ
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LimnopernaForluneI)の分布について:貝類学雑誌Venus(Jap,Jour.Malac･):52:171

0hta,T.,M.MizutanlandM.Matsuda.1994:SpermmorphologyandlMPdIStrlbutionlnmembranesof

spermatozoaofcyprinidflShes l'JSubmcrosc･CytoLPathol:26(2)1181-189･

中井克樹･松田征也･上西実.1995:滋賀県寺山市で確認された移入種､ヌノメカワニナMe/∂∩()/des

tubercu/ala(中腹足目 トウガタカワニナ科Thlandae)について(予報):滋賀県立至喜琶湖文化館研究紀

要,大津:12:23-27

松田征也:1995:卵嚢を殻表につけたビワコミズシタダミについての-考察:滋賀県立至己琶湖文化館研究紀

要,大津:12:29-30

上西実･松田征也ヰ 井克樹:1995:中綱湖におけるCI'ncinnak/'zak/'koensisFujitaetHabeキザキコミズシ

タダミの生息状況 (予幸B),滋賀県立至E琶湖文化館研究紀要,大津二12:31-34

松田征也:1995:カワネジガイ:日本の希少な野生水生生物に関する基礎賃料 (Ll) l軟体動物.日本水産

資源保護協会 (編),東京二PP.31-35

松田征也:1995:ヒダリマキモノアラガイ:日本の希少な野生水生生物に関する基礎賃料 (川 l軟体動物.

日本水産資源保護協会 (捕),東京:pp.36-38

桑原雅之.前畑政善･秋山鷹光･松田征也.岡野巧:1995.愛知Jt=こ生息する魚類:滋賀県立至岩琶湖文化館研究

紀要,大津:12:9-18

0hta,T.andM.Matsuda:1995:SpermMorphologyandIMPDlstrlbu110nlnMembranesofSpermatozoaof

CyprlnidFishesH:CellStructureandFunction:20:293-300

松田征也:1996:カコメカワニナ:日本の希少な野生水生生物に関する基礎賃料 (=)軟体動物.日本水産

資源保護協会 (捕),東京:pp,17-21.

松田征也.1996:岐阜県大垣市曽根沼で採集された琵琶湖産貝類:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,大津.13-

69-70

1b.その他の出版物

松田尚一･前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1980:湖国びわ湖の魚たち:滋賀県立琵琶湖文化館編,大

津:8pls.+189pp.

松田征也:1985:ヘラブナの歴史と分布.ヘラブナー生態と釣法,世界文化社 東京:pp.26-27

紀平肇 ･松田征也:1990.琵琶湖淀川淡水貝類:たたら書房,米子･131pp.

松田征也:1993:魚類:八幡のまちの小さな仲間たち,京都府八幡市:328pp.

松田征也:1994.貝の仲間たち:.'総合ガイド7王喜琶湖/竹生島'-(京都滋賀自然観察会編),京都新聞社 京

都二PP.81-91

1C.学会講演など

松田征也.*井克樹･上西実,紀平肇:1993:琵琶湖における淡水イガイ (カワヒバリガイL/mnoperna

fortunei)の分布について:日本貝類学会,千葉県立中央博物館

松田征也.中井克樹.上西実:1993:琵琶湖に侵入したカワヒバリガイについて:日本動物園水族館協会第6

0回近畿ブロック水族館飼育係研修会,和歌山県立自然博物館

太田唯之･松田征也:1993:数種の減水魚類精子の膿内粒子分布:日本魚類学会年会,国立科学博物館分館

松田征也･*井克樹.上西実:1995:淡水産移入貝類3種の滋賀県内での分布について日本動物園水族館協会

第61回近畿ブロック水族館飼育係研修会,太地町立くじらの博物館

中井克樹 ･松田征也 ･木村妙子 ･上西実 ･紀平肇･1993:琵琶湖に侵入 した淡水イガイ (カワヒバリガイ

L/'mnopernafortuneI)について.第40回日本生態学会大会,島根大学一般教養棟

中井克樹 ･松田征也 ･木村妙子 ･上西実 ･紀平肇:1993:琵琶湖に侵入した談水棲イガイ､カワヒバリガ

イの分布について:日本陸水学会第58回大会,島根県産業交流会館-くにびきメッセ

中井克樹 ･松田征也:1994:重吉琶湖のカワヒバリガイ､その後:第41回日本生態学会大会,九州大学文系

キャンパス

太田雅之.松田征也:1995:数種の減水魚類精子の腸内粒子の分布 Il:日本魚類学会年会,東京水産大学
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2.交流サービス事業に関する業績

2a印刷物

松田征也:1983:ウナギ:週刊釣りサンデー,大阪

松田征也二1983:カマツカ:週刊釣りサンデー,大阪

松田征也:1983:ニジマス:週刊釣りサンデー,大阪

松田征也:1983:ゲンコロウブナ:週刊釣りサンデー,大阪

松田征也:1984:琵琶湖の魚たち:オ-ル関西,大阪:8月1日発行.

前畑政善･秋山庚光.松田征也･土井通弘:1984:特別展びわ湖の魚と漁具･漁法:滋賀県立琵琶湖文化館編,大

津:2pls.+67pp.(8pls)

松田征也.1985:われら湖族 全国に分布観賞用にも,タイリクバラタナコ:読売新聞:12月10日朝刊

松田征也:1985:われら湖族 めっきり減る,アユモ ドキ:読売新聞:3月12日朝刊

松田征也:1985:われら湖族 子持ちは高値,二コロブナ:読売新聞:5月8日朝刊

松田征也.1985:われら湖族 コイ科唯一の魚食性ノ＼ス:読売新聞:6月18日朝刊

松田征也･1985:われら湖族 種類は六つ,ボテジャコ:読売新聞:8月27日朝刊

松田征也:1986:われら湖族 2年から4年生きるものも,ワカサギ:読売新聞:2月18日朝刊

松田征也.1986:われら湖族 美 しい婚姻色広範囲に分布,ウグイ:読売新聞:4月15日朝刊

松田征也･1986:われら湖族 味覚神経持つ上あごのひげ,ナマズ:読売新聞:8月26日朝刊

松田征也二1986:われら湖族 オスが卵守るノ＼リヨ:1986:読売新聞:10月28日朝刊

松田征也:1987:われら湖族釣り人に人気 二ゴイ:1987:読売新聞:2月10日朝刊

松田征也:1987:われら湖族 てんぐ鼻のメス,タカハヤ:読売新聞:4月7日朝刊

松田征也:1987:われら湖族 ホンモロコの代用,スコモロコ:読売新聞:6月16日朝刊

松田征也:1987二われら湖族 オスに美 しい婚姻色がでる,オイカワ:読売新聞:9月22日朝刊

松田征也:1987:われら湖族 タナコの一種観賞用に人気 アブラボテ:読売新聞:11月24日朝刊.

松田征也:1987:琵琶湖の魚と湊具 モロコウエ:京都新聞社:6月12日付朝刊

松田征也:1987:琵琶湖の魚と漁具 二コロブナ:京都新聞社:7月24日付朝刊

松田征也:1987:琵琶湖の魚と漁具 イオゴイ ト:京都新聞社:8月28日付朝刊

松田征也･1987:琵琶湖の魚と演具 コイ:京都新聞社:10月1El付朝刊

松田征也 1988:琵琶湖の魚と漁具 貝曳漁:京都新聞社:4月22日付朝刊

松田征也:1988:琵琶湖の魚と漁具 セタシジミ:京都新聞社:4月29日付朝刊

松田征也･1988:琵琶湖の魚と漁具 シジミカキ二京都新聞社:5月13日付朝刊

松田征也二1988:われら湖族 観賞用に輸出,シマ ドジョウ:読売新聞:2月10日朝刊

松田征也.1988:われら湖族 栗東で発見,タウナギ:読売新聞:5月4日朝刊

松田征也:1989:淡海の生き物(3)スジエビ:毎日新聞社:11月22日付朝刊

松田征也:1989:淡海の生き物(7)ヒウオ:毎日新聞社:12月20日付朝刊

松田征也:1989:ふるさとを科学する セタシジミ:滋賀民報社:12月日

松田征也:1989･大津の自然 びわ湖の魚 (ll)ビワコオオナマズ:大津市広報:7月1日%.

松田征也:1989.大津の自然 びわ湖の魚 (12)ワタカ:大津市広報:7月15日号

松田征也:1989:大津の自然 びわ湖の魚 (13)ハス:大津市広報:8月1日号

松田征也:1989:大津の自然 びわ湖の魚 (14)カネヒラ:大津市広報:9月1日号

松田征也:1989:大津の自然 びわ湖の魚 (15).ブルーギル:大津市広報:9月15日号

松田征也:1990:淡海の生き物(ll)ワカサギ:毎日新聞社:2月14日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(12)ヨコエビ:毎日新聞社:2月21日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(15)イケチョウガイ 毎日新聞社:3月14日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(19)セタシジミ:毎日新聞社 4月11日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(23)モノアラガイ/サカマキガイ:毎日新聞社:5月6日付朝刊
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松田征也.･1990:淡海の生き物(27)イタセンパラ:毎日新聞社:6月13日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(31)ムギツク:毎 日新聞社:7月11日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(35)スクミリンゴガイ:毎日新聞社:8月15日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(39)ドブガイ:毎日新聞社:9月19日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(44)アメリカザリガニ:毎日新聞社:11月21日付朝刊

松田征也:1990:淡海の生き物(47)チクブカワニナ.毎 日新聞11:12月19日付朝刊

松田征也..1990:びわ湖の魚類を考える:水産の研究,水交枚,東京:(46):14-15

松田征也:1991:淡海の生き物(51)カワニナ二毎 日新聞社:2月6日付朝刊

松田征也:1991:淡海の生き物(55)タニシ類:毎 日新聞社:3月6日付朝刊

松田征也:1991:野洲川の生物 サワガ二/ドブガイ:京都新聞社.2月10日付朝刊

松田征也:1993:アメリカ ･カナダの水族館見聞録:湖国と文化 (財)文化振興事業団,大津:pp40-45

松田征也･1993:貝類の生活:‖ふるさとの自然一一(滋賀自然環境研究会捕),滋賀県,大津:p19

松田征也:1993:渓流にすむ魚たち:.Tふるさとの自然‖(滋賀自然環境研究会編),滋賀県,大津.p67

松田征也:1994:重吉琶湖のボテジャコ:続 滋賀県ハイキングガイ ド,滋賀銀行,大津:pl9

松田征也:1995:山城の自然誌(66):アユモ ドキ:京都新聞:9月19日付朝刊

松田征也:1995:山城の自然誌(67):イタセンパラ:京都新聞:9月26日付朝刊

松田征也:1996:びわ湖の自然誌(14):びわ湖のカワニナ:滋賀民軸:5月12日付

2C.短期の講義､講演､研修､観察会など

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1983-85:｢サマースクール｣講義と実習,滋賀県立琵琶湖文化FE,

大津市.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1986191:｢さかな科学教室｣講義と実習.滋賀県立琵琶湖文化館,

大津市.

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1986-91:｢魚科学研究グループ｣講義と実習:滋賀県立至邑琶湖文

化館,大津市.

岡野巧･前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1991-94:野外観察会 ｢親子で学ぶ琵琶湖の水とプランク

トン｣講義 と実習:滋賀県立琵琶湖文化館.大津市.

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1991-94.野外観察会 ｢規子で学ぶアユの産卵観察会｣講義と実習:

滋賀県立琵琶湖文化館,大津市.

前畑政善･秋山廉光･松田征也.桑原雅之:1993-94:｢水族館 さかな教室｣講義と実習:滋賀県立至看琶湖文化

館,大津市

3.展示事業に関する業練

前畑政善･秋山廉光.松田征也･土井通弘:1983年7-8月:びわ湖の魚 と漁具･漁法:滋賀県立至喜琶湖文化館特別

展

前畑政善･秋山廉光･松田征也:1984年7-8月:至喜琶湖の魚展示:東京ソニービル水族館

前畑政善･秋山庚光･松田征也:1984年8月:日本の淡水魚展:西武百貨店特別催事場,八尾市

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1985年8月:琵琶湖の魚:東京ソニービル水族館

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之

特別展

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之

展

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之

1985年7-8月

1986年7-8月

1987年7-8月

1988年7-8月

1989年7-8月

1990年7-8月

水生昆虫展:滋賀県立琵琶湖文化館特別展

滋賀のカエルたち∴滋賀県立琵琶湖文化館特別展

よみがえれ l日本の淡水魚 .滋賀県立琵琶湖文化館

日本のカメ･世界のカメ:滋賀県立琵琶湖文化館特別

ばてじゃこと二枚貝:滋賀県立琵琶湖文化館特別展

淡水への侵略者たち:滋賀県立琵琶湖文化館特別展
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松田征也･前畑政善･秋山鷹光･桑原雅之

県立至己琶湖文化館特別展

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也

企画展

松田征也･前畑政善･秋山庚光･桑原雅之

賀県立琵琶湖文化館企画展

秋山庚光･前畑政善･松田征也･桑原雅之

賀県立琵琶湖文化餌特別展

1991年718月二日本の天然記念物一希少生物の生態と現状-:滋賀

1991年1-5月.野洲川の淡水生物.滋賀県立琵琶湖文化館企画展

岡野巧 1991年10-12:安曇川の淡水生物:滋賀県立琵琶湖文化館

岡野巧:1992年ト3月.湖岸の生物一水辺で見つけた水生生物一 滋

1992年718月:アフリカの淡水魚-世界の淡水魚シリーズLl-.滋

桑原雅之･前畑政善･秋山康光.松田征也･岡野巧11992年10-1l･.愛知川の淡水生物･滋賀県立琵琶湖文化館

企画展

松田征也･前畑政善.秋山鷹光･桑原雅之11993年1-3月:びわ湖固有の魚たち:滋賀県立至喜琶湖文化館企画展

松田征也･前畑政善.秋山虜光 ･桑原雅之 1993年7-8月:東南アジアの淡水魚一世界の淡水魚 シリーズ､2､滋

賀県立琵琶湖文化館特別展

桑原雅之･前畑政善･秋山鷹光･松田征也･岡野巧:1993年10111姉川の淡水生物:滋賀県立琵琶湖文化館企

画展

桑原雅之･前畑政善･秋山廉光･松田征也:1994年718:南アメリカの淡水魚一世界の淡水魚 シリーズ'5::滋賀

県立琵琶湖文化館特別展

松田征也･前畑政善･秋山庫光･桑原雅之･岡野巧:1994年10-11月:瀬田川の淡水生物 :滋賀県立琵琶湖文化

館企画展
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TODA,Takashi 戸田 孝 水圏地球物理学 (理学博士)

1.研究業績

1a.論文など

戸田孝 ･中野勝俊 ･西勝也 ･今里哲久 ･国司秀明:1988:衛星画像を用いた海洋前線(フロン ト)の時系列角等

析の手法と実例:航水研ノー ト｢空と海｣:10:1-16
戸EEl孝 ･蓑波 ･今里哲久:1990.衛星熟赤外画像に基づく黒潮と陸棚との熱交換量の評価.航水研ノ- ト

｢空と海｣:121-13

Qiu,B.,Toda,T.,lmasato,N'1990.0nKuroshioFrontFluctuatl0nSintheEastChinaSeaUsingSatelllte

andLnSltUObservatl0nalData:J.Geophys.Res..95(C6):18191-18204

TodaT.:1992:DoubleStructureoftheCoastalFrontlntheKIiChannel,Japan,DurlngWlnter'JGeophys.

Res.:97(C7):11333-11342(Correctionappearsin97(C10)'15679)

TodaT.,Nishi,K.,Kunishl,H,:1992:SeasonalandMesoscaZeVariatl0nlntheSurfaceTemperatureand

SalinltyattheCoastalandShelfReg10nOffShikoku:Japan,J.Oceanogr.:48(4):385-403

戸田孝 ･今里哲久 ･竹田厚:1993:衛星熟赤外画像による黒潮流路変動の節析:海の研究･2(1):1-13

(Correctionappearsin2(2)'140)

TodaT.:1993.'MovementoHheSurfaceFrontInducedbyKurosh10FrontalEddy:J.Geophys.Res'98

(C9):16331-16339

Konda,M..Imasato,N･,Nishl,K,Toda,T-1994:MeasurementoftheSeaSurfaceEmISSNltyJ

Oceanogr.:50(1):17-50

戸田孝11993:衛星熟赤外画像による黒潮流路変動の解析手法:防災科学技術研究所研究報告:52:1-12

TodaT.:1997･SateFIJteThermalRemoteSensinglntheBltexArea:陸水学雑誌:SpeciaHssue:

1b.その他の印刷物

国司秀明 ･今里哲久 ･西勝也 ･戸田孝 ･中野勝便:1986:外洋擾乱と海洋前線の変動特性の研究'.:.宇宙か

らのリモー トセンシンクデータの高次利用に関する研究,昭和60年度文部省科学研究費補助金(特定

研究(1))研究成果報告書(課題番号60129032)..ニPP.96-102

国司秀明 ･今里哲久 ･西勝也 ･戸田孝 ･中野勝便:1987:外洋擾乱と海洋前線の変動特性の研究■■∴宇宙か

らのリモー トセンシングデータの高次利用に関する研究,昭和61年度文部省科学研究費補助金(特定

研究(1))研究成果報告書(課題番号61134039)■■:pp.123-132

戸EEl孝 ･西勝也 ･今里哲久 ･吉岡洋 ･中野勝催 ･国司秀明:1988:陸棚海域の変動に関するチーク節析 ●'

黒潮流軸の変動に伴 う暖水塊の陸棚 ･内海城への侵入過程とその効果に関する研究,昭和60-62年

度文部省科学研究費補助金(一般研究A)研究成果報告書(課題番号60420014)….pp.11-61

国司秀明 ･今里哲久 ･西勝也 ･戸田孝 ･大滝薫樹:1988:外洋擾乱と海洋前線の変動特性の研究:-●宇宙か

らのリモー トセンシングデータの高次利用に関する研究,昭和62年度文部省科学研究費補助金(特定

研究(1))研究成果軸告書(課題番号62124036)‖:pp259-275

Toda,T,lmasato,N,Takeda,A'1993.VariabIlItyOftheKurosh10ObservedfromsateHltethermal

imagery:'.SateHlteRemoteSensingoftheOceanlCEnvTrOnment'.(Eds.bylS.F.Joneset

aL),SeibutsuKenkyusha'Tokyo:pp.357-363

1C.学会講演など
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戸田孝:1985年12月二NOAAデータ補正アルjリズム (京大方式について):文部省科学研究費特定研究(1)

｢宇宙からのリモー トセンシングの高次利用に関する研究｣NOAAデータ補正アルコリズムに関す

るワークショップ,東京大学生産技術研究所

西勝也 ･戸田孝 ･坂東みどり･国司秀明二1986年1月二四回前面陸棚域における海況変動の観測:昭和60年

度京都大学防災研究所研究発表講演会,京都大学防災研究所

戸田孝 ･西勝也 ･吉岡洋 ･国司秀明:1986年4月:四国前面陸棚海域における水温変動の統計解析.1986

年度日本海洋学会春季大会,日本労苦会館

国司秀明 ･今里哲久 ･中野勝俊 ･西勝也 ･戸田孝:1986年4月:衛星画像を用いた海洋前線 (フロント)

の時系列解析 (り :1986年度日本海洋学会春季大会,日本労音会館

今里哲久 ･西勝也 ･坂東みどり･戸田孝 ･国司秀明:1986年4月:フェリーの記録からみた陸棚沿岸域の

塩分変動と降雨:1986年度日本海洋学会春季大会.日本労音会館

戸田孝 ･中野勝便 ･西勝也 ･今里哲久 ･国司秀明:1986年10月:衛星画像を用いた海洋前線 (フロン ト)

の時系列節析 (ll)-フェリーデータとの相互補完による考察-:1986年度日本海洋学会秋季大会,

九州大学大学院総合理工学研究科

国司秀明 ･今里哲久 ･西勝也 ･戸田孝 ･中野勝倹:1987年1月:人工衛星NOAAの画像情報を用いたフロン

ト解析:昭和61年度京都大学防災研究所研究発表講演会,京都大学防災研究所

戸田孝 ･中野勝俊 ･西勝也 ･今里哲久 ･国司秀明:1987年4月:衛星画像を用いた海洋前線 (フロント)

の時系列解析 (lV)-フェリーデータを用いた輝度温度変換-:1987年度日本海洋学会春季大会,

東京水産大学

中野勝懐 ･小林澄人 ･戸田孝 ･西勝也 ･今里哲久 ･国司秀明･1987年4月:衛星画像を用いた海洋前線(フ

ロント)の時系列解析 (∨)一前線の積出法について-:1987年度日本海洋学会春季大会,東京水産

大学

戸田孝 ･中野勝便 ･西勝也 ･今里哲久 ･国司秀明:1987年4月:四国周辺における海洋前線 (フロン ト)

の時系列解析:日本海洋学会海洋観測衛星委員会 ･航空宇宙利用水産海洋研究会共催シンポジウム

｢海洋リモー トセンシングー衛星データ実用化への展望-｣,東京水産大学

秋友和典 ･戸田孝 ･今里哲久:黒潮変動に伴う陸棚域の海洋混合層に於ける熱輸送 1988年2月:東京大学海

洋研究所共同利用研究会:｢大気海洋相互作用と海洋混合層の変動に関するシンポジウム｣,東京

大学海洋研究所

戸田孝 ･中野勝俊 ･西勝也 ･今里哲久 ･国司秀明:1988年4月:衛星画像を用いた海洋前線 (フロン ト)

の時系列解析 (vl)一紀伊水道の非S字形態について-:1988年度日本海洋学会春季大会,気象庁

西勝也 ･戸田孝 ･松田治 ･国司秀明:1988年4月:大阪湾にけるフロント:1988年度日本海洋学会春季大

会,気象庁

大滝棄樹 ･戸田孝 ･今里哲久 ･中野勝便 ･西勝也 ･国司秀明二1988年10月:衛星画像を用いた海洋前線

(フロント)の時系列解析 (VH 一票湖北縁前線の統計解析-:1988年度日本海洋学会秋季大会,

長崎海洋気象台

戸田孝 ･西勝也 ･今里哲久 ･中村重久:1989年4月:衛星画像を用いた海洋前線 (フロント)の時系列解

析 (vllt)一田辺湾急潮と黒潮擾乱との関連-:1989年度日本海洋学会春季大会,東京水産大学

裳 波 ･戸田孝 ･今里哲久:1989年10月:時系列画像に基づく東シナ海の黒潮前線変動の研究:日本海洋学

会衛星観測研究部会 ･航空宇宙利用水産海洋研究会 ･つくば大気海洋談話会共催シンポジウム ｢海

面水温と衛星観測｣,工業技術院筑波研究センター

横田昌典 ･今里哲久 ･西勝也 ･戸田孝 ･芹淳重厚:1990年11月:衛星データによる海面温度推定のための

基礎的観測:1990年度日本海洋学会秋季大会,神戸国際会議場

戸田孝 ･裏波 ･今里哲久:1990年4月 衛星熟赤外画像による黒潮と陸棚との熱交換量の評価:1990年度日

本海洋学会春季大会,東京水産大学

根田昌典 ･今里哲久 ･西勝也 ･戸田孝 ･芹淳重厚:1990年4月:衛星データによる海面熟フラックスの推

定のための予備的観測:1990年度日本海洋学会春季大会,東京水産大学

裳 波 ･戸田孝 ･今里哲久.1990年8月:OnKuroshjoFrontFluctuationsintheEastChinaSeaUsing

Sate"iteImagesandln-situObservationalData'The1990WesternPacJficGeophysICSMeetlng,
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金沢厚生年金会館

今里哲久 ･根田昌典 ･西 勝也 ･戸田孝:1991年4月:大気 ･海洋間の熟フラックス推定の基礎研究:文部省

科学研究費重点領域研究 ｢衛星による地球環境の解明｣Dグループ主催 シンポジウム ｢リモー トセ

ンシングによる大気 ･海洋相互作用の研究上 東京水産大学

戸田 孝 ･今里哲久:1991年4月:海表面の黒潮前線と黒潮流軸 との対応(り:1991年度 日本海洋学会春季大

会,東京水産大学

横田昌典 ･今里哲久 ･西 勝也 ･戸田孝:1991年12月:四国沖の黒潮流域における多チャンネル大気補正に

ついて:文部省科学研究費重点領域研究 ｢衛星による地球環境の解明｣第 9回NOAA衛星データの

解析処理に関するワークショップ,静岡厚生年金休暇センター

戸田 孝 ･竹田厚:1992年4月:衛星熟赤外画像による黒潮の追跡:1992年度日本海洋学会春季大会,東京水

産大学

戸田孝 ･今里哲久 ･竹田厚:1992年8月:VarlabilityoftheKuroshloobservedfromsatellLtethermal

imagery:PacificOceanRemoteSensingConference,沖縄コンベンションセンタ-

戸田孝 ･東 善広:1994年3月:衛星 リモセンによるBITEX領域のモニタリング (序軸):日本陸水学会近畿

支部会第 5回研究会,滋賀県琵琶湖研究所

戸田孝:1994年5月:琵琶湖の衛星熟赤外観測の試み:陸水物理研究会第16回大会,北海道大学百年記念会

館

戸田孝 ･東 善広:1994年11月:Sate"iteRemoteSenslnglntheBITEXarea:BITEXSymposium/

Workshop,長浜ロイヤルホテル (ポスター)

戸田孝.1995年10月:人工衛星の低解像度熟赤外画像による重吉琶湖観測･日本陸水学会第60回大会,名古屋

大学共通教育棟

2.交流サービス事業に関する業練

2a.印刷物

戸田孝:1996:湖水は混 ざりにくい 7よく混 ざる ?:湖国と文化:76:80,94-96

戸田孝:1996:琵琶湖博物館オープンー--琵琶湖博物館の情報システムの整備:lSDA(高度情幸Blヒ推進協議

会):13(8):10-19

2b.定期の講義､実習など

熊谷 道夫 ･東 善広 ･戸田 孝:1995:モデル論:龍谷大学理工学部半年講義

2C.短某月の講義､講演､研修､観察会､見学会など

戸田 孝:1992年12月:衛星画像によるリモー トセンシング:文部省科学研究斉特定研究 ｢水害に関する水

理現象の解析と計測制御のインテリジェン ト化に関する研究｣研究グループ講習会,京都大学防災

研究所

戸田 孝 ･二宮浩司:1992年12月:地球回転を体で感じてみよう二琵琶湖博物館開設準備室実験学習会

戸田孝:1993年6月:人工衛星NOAA/AVHRRの海洋現象解明への利用:第7回京都大学画像 フォーラム

戸田孝 ･嘉田由紀子:1994:学外実習:龍谷大学理工学部集中実習

戸田孝 ･芳賀裕樹 ･東 善広 ･焦 春萌:1995年8月:渦をつくってみよう:琵琶湖博物館開設準備室実妹学習
A7T

蓑田由記子 ･戸田孝:1995年:琵琶湖博物館における情報システムと画像情軸こマルチメディアシンポジウ

ム,成安造形大学
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戸田孝:1995年3月.琵琶湖博物館の画像資料-理想と現実-:シンポジウム ｢文化財 ･博物館情報システ

ムの展望｣,ソニー大阪第二ビル

戸田孝:1995年9月･インターネットとは何ぞや.第 l回インターネット利用技術研究会

戸田孝:1995年12月:琵琶湖の衛星熟赤外観測の試み 京都大学防災研究所陸水物理学ゼミナール

野上雅彦 ･戸田孝.1996年1月:インターネットにおける新技術の動向･第 4回インターネット利用技術研

究 会

戸田孝.1996年3月:インターネットの活用について･平成7年度滋賀県化学同友会研修会,寺山市

3.展示事業に関する業績

戸田孝:1996:琵琶湖盆地の風と気象:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室

戸田孝二1996:まわる琵琶湖.同上

戸田孝:1996･流れのある湖:同上

戸田孝:1996:層のある湖:同上

戸田孝:1996:混ざりにくい湖:同上

芳賀裕樹 ･戸田孝:1996:湖の物質の動きをしらべる:同上

中井克樹 ･戸田孝:1996:バイカル湖:同上

戸田孝 (一部分担):1996:環境とは何だろう 同上

戸田孝 (-部分担):1996:重吉琶湖博物館 ｢テイスカバリール-ム｣常設展示室

戸EEl孝:1996,気象観測場:琵琶湖博物館屋外展示

4.資料整備事業に関する業績

戸田孝 ･楠岡泰:1993年7-8月:BITEXl93における湖沼観測風景損影

戸田孝 ･楠岡泰:1993年11月:日本の湖沼風景損影および資料収集 (中海)

中井克樹 ･戸EEl孝:1994年7-8月:海外資料収集および映像撮影随行 (バイカル湖)

5.情報事業に関する業績

戸田孝:1985:lF-800mode110によるTSS端末(1)-アイディアという側面から:京都大学大型計算機センタ

ー広範:18(3):142-149

戸田孝.1985:lF-800model10によるTSS端末(2)一部分的機械語化による高速化:京都大学大型計算機セン

ター広幸匡:18(4):203-209

戸田孝:1986:パソコンTSSのローカルな画面編集機能における問題点:京都大学大型計算機センター広報

19(3):191-198

戸田孝:1987:PC198の1MB/640KB共用ディスクドライブについて:TheBasic:1987(l).159-160

淡路敏之 ･戸田孝:1987:パケット網利用下における図形出力の留意点:京都大学大型計算機センター広

朝:19(1):42-43

淡路敏之 ･戸田孝:1987:パソコンFM16β用インテリジェン ト端末プログラム:高知女子大学紀要自然科

学縞:35:17-29

戸田孝:1987:ローマ字カナ変換にもの申す:¶eBasic:1987(6):160-161

戸田孝:1987:パソコンTSSでのPFD､ASPEN､PREVIEWの併用:京都大学大型計算機センター広報:20(5)ニ

271-275

戸田孝:1987･MS-DOS版日本語BASIC(86)で非カレン トドライブの文節変換辞書を使 う:TheBasIC:1987

(10):10-14

戸田孝:1987:TRANSFERのTYPE(5)について:京都大学大型計算機センター広報.20(6):329-330
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戸田孝:1987:常駐可能なATOKBAS:TheBasIC:1987(12):39-46

戸田孝:1988:N88-日本語BASIC(86)から日本語入力FEPを使 う--･より完壁に(ATOK対応版)TheBasIC.

1988(3):41-52

戸田孝.1988:既存端末エミュレータと共存可能なKermlt･東京大学大型計算機センターニュース 20(7-8)

99-104

安田充久 ･戸田孝:1988:N88-日本語BASIC(86)から日本語入力FEPを使う--さらに完壁に.TheBasIC･

1988(8):2-14

戸田孝:1988:MS-DOS版BASICからプリンタを使うとき･TheBasIC二1988(8):15-19

戸田孝:1988:自分流のCHILD機能を作る:TheBasIC:1988(8)20-30

戸田孝:1988:N88-BASIC数学関数のバグに関する論争を眺めて.TheBasIC:1988(8):150-151

戸田孝:1989:RAWモー ドの問題に対処する(MS-DOS版BASICからプリンタを使 うとき･追捕).TheBasIC

1989(1):59

戸田孝二1989:パソコン端末による日本語PFDの利用:京都大学大型計算機センター広報.22(1):39-43

戸田孝:1989:日本語FEP組み込み時の通常入力について･TheBasic:1989(3):139-144

戸田孝･1989:BASICVer.6の日本語入力再考:TheBasic:1989(7):24-32

戸田孝:1989:ヘボピアニス トのカーソルキー論.TheBasic･1989(7):179-180

戸田孝:1990:ヘボピアニス ト再び:TheBasic:1990(3):177-178

戸田孝:1990:ジャス ト人身御供論:TheBasic:1990(5):175

戸田孝:199213:壬邑琶湖博物館情報システム実施設計にあたっての内部ニーズのとりまとめ

戸田孝:1992-4:琵琶湖博物館開設準備室情軸システム導入施工にあたっての内部ニーズのとりまとめ

戸田孝:1992-6:琵琶湖博物館開設準備室情報システムの運転管理

戸田孝:1995-6:滋賀県高度情幸Blヒ推進会議マルチメディア研究会委員

戸田孝:199516:琵琶湖博物館情報システム導入施工にあたっての内部ニーズのとりまとめ
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ASHIYA,Minako 芦谷 美奈子

1研究業績

1b.その他の印刷物

水生植物生態学

芦谷美奈子二1993:滋賀のため池を探る-滋賀ため池研究会:瓦 BAN:1:7

芦谷美奈子:1994:溜池の水章一身近な自然を見つめる:湖国と文化:18(2):78-81

芦谷美奈子:1995:五大湖の魚料理:瓦BAN:6:1

芦谷美奈子:1996:学芸員の顔の見える展示を目ざして準備室から"博物館" してました:カウン トダウン

ははじまっている:月刊ミュゼ:18:9

1C.学会講演など

芦谷美奈子 ･生島功･1990･イヌタヌキモの生活形と成長:日本陸水学会第55回大会,山形大学

芦谷美奈子 ･生島功･1993:イヌタヌキモの生活形と成長-密度効果との関係:日本生態学会第40回大会,

島根大学

芦谷美奈子 ･滋賀ため池研究会:1993:滋賀県八日市市の溜池の水葦の現況:水草研究会第15回全国集会,

琵琶湖研究所

2.交流サービス事業に関する業績

2C.短期の講義､講演､研修､観察会など

芦谷美奈子.1993年 7月:ため池の植物:水口管内環境系職員研修会,水口保健所

芦谷美奈子:1993年10月:水辺の観察会:琵琶湖博物館開設準備室野外観察会,八日市市布施町

芦谷美奈子:1994年 2月 ため池の植物一水草から見たハビタッ トとしてのため池-:第 5回京都国際セミ

ナー ｢生態学から見た安定社会 安定と撹乱一淡水域の生物群集から｣,京都ゼミナールハウス

芦脊美奈子:1994年 3月.王己琶湖の水草:愛知県自然観察指導員連絡会総会,名古屋市

芦谷美奈子 ･楠岡康 ･芳賀裕樹.1994年10月:湖岸を歩こう-漂着物の観察会:琵琶湖博物館開設準備室

野外観察会､志賀町和選浜

芦谷美奈子:1995年 1月:ため池の植物:琵琶湖博物館シンポジウム ｢身近な環境調査と博物館づ くり上

野洲町立文化小劇場

芦谷美奈子:1995年10月 琵琶湖を学ぶ:水環境科学館近江淡海学21,革津市

芦脊美奈子:1996年 1月:｢ディスカバ リー ･ルームって?｣:琵琶湖博物館入門セミナー ｢湖と人と博物

館｣,大津市勤労福祉会館

芦谷美奈子:1996年 3月:水生植物からみた農村地域の自然環境:彦根県事務所管内土地改良区等役職員な

らびに農地集団化技術者協言轟会会員研修会,彦根市近江プラザホテル

3.展示事業に関する業績

芦谷美奈子 ･芳賀裕樹:1996:総桔作業:｢ディスカバリー ･ルーム｣:琵琶湖博物館常設展示

布谷知夫 ･森井源造 ･楠岡泰 ･芦谷美奈子 ･嘉田由紀子:1996:くらしとむすびついた自然:琵琶湖博物館

｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室
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芦谷美奈子:1996:生き物コレクション･水生植物､湿生植物:同上

芦谷美奈子:1996:水草の世界:同上

芦谷美奈子 ･楠同素:1996:ヨシ蒜の機能を調べる:同上

中井克樹 ･芦谷美奈子:1996:琵琶湖の変化:同上

芦谷美奈子:1996:環境とはなんだろう一流れ蒲を調べよう:同上

藤岡康弘 ･芦谷美奈子:1996:世界の湖の魚たち (水族) ･五大湖:同上

楠岡泰 ･芦谷美奈子:1996:琵琶湖から世界へー世界のさまざまな湖4.北米五大湖:同上

芦谷美奈子 ･芳賀裕樹:1996･圭邑琶湖から世界へ-世界のさまざまな湖5.チチカカ湖.同上

4.資料整備事業に関する業績

楠岡泰 ･芦谷美奈子:1994:映像資料 ｢世界の湖 3.-北米五大湖～招かれざる生き物たち～｣監修:ドキュ

メンタリージャパン (樵) ･滋賀県立琵琶湖博物館

芦谷美奈子 ･芳賀裕樹:1995:映像賃料 ｢世界の湖6.-チチカカ湖～太陽に一番近い湖～｣監修:ドキュメ

ンタリージャパン (樵) ･滋賀県立琵琶湖博物館

芦令美奈子:1994:映像資料 ｢ため池の生きもの～誰も知らない小宇宙～｣監修:日本テレワーク (樵) ･

滋賀県立至看琶湖博物館
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NAKATO,Yoko 中藤 容子

2.交流サービス事業に関する業績

2C.短期の講義､講演､研修､観察会など

細川真理子 ･中藤容子:1996年6月:琵琶湖博物館収蔵の民具たち:滋賀県立至∈琶湖博物館入門セミナー

3.展示事業に関する業績

京都大学文学部地理学教室･1992:春季企画展 ｢近世の地図と測量術｣:京都大学文学部博物館

用田政晴 ･小笠原像明 ･牧野久美 ･橋本道範 ･中藤容子 ･細川真理子･1996(準備中):琵琶湖博物館｢人

と琵琶湖の歴史｣展示室

4.資料整備事業に関する業績

細川真理子 ･中藤容子他･1996･滋賀県有形民俗文化財7000点洗浄,保存処理,整理:王喜琶湖博物館

中藤容子:1996:小牧家資料1000点収集,整理:琵琶湖博物館

5.情報事業に関する業績

大西行雄 ･牧野久美 ･中藤容子 ･細川真理子.1996:民具データベースの作成･重吉琶湖博物館情報システム

中藤容子他:1996:小牧家賃料 (歴史賃料,図書)データベース作成
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NAKAJ,Katsuki 中井 克樹 動物生態学 (理学博士)

1.研究業績

1a.論文など

Nakat,K,Yanagtsawa,Y.,Sato,T.,Niimura,Y.,Gashagaza,M･M･'1990LunarsynchronlZatlOnOf

spawnlnglnCIChlldfishesofthetrlbeLamprologlniinLakeTanganyika'JournalofFlshBl0Logy37:

589-598

Nakai,K.:1991'TwospeciesofergasllidcopepodsparaslticonfishesfromLakeTanganyika:host

ecologyandparasTtefunct10nalmorphologyI.Proceed-ngsoftheFourthlnternationalConference

onCopepoda''(Eds.byUye,S.,Nlshlda,S･,Ho,J-S･):BulletTnOfthePlanktonSocietyofJapan,

SpeclaEVolume･pp･503-514

NakaI,K.:1993ForagfngOfbroodpredatorsrestrictedbyterritoria=tyofsubstrate-brooderslnaCEChlld

fishassemblage●"MutualismandCommunityOrganization:Behavioural,TheoreticalandFood-Web

ApproachesH(Eds.byKawanabe,H.,Cohen,J･E,lwasakl,K･),OxfordSclenCePubllCatIOnS,

0Xford二PP.84-108

Nakal,K,Kawanabe,H.,Gashagaza,M.M.:1994-EcologlCalstudleSOntheIIttOralcIChlldcommunltleS

ofLakeTanganylkathecoexistenceofmanyendemicspecies:'lAdvancesinLimnology:

SpeclationlnAncientLakes一一(EdsbyManens,K･,GoddeerlS,B.,Coulter,G･)'pp･373-389

中井克樹 ･松田征也 ･上西実:1994･滋賀県寺山市で発見されたヌノメカワニナMe/anoideslubercu/atus

(Mulrer)(中腹足目 トウガタカワニナ科Thlaridae)について(予幸B):滋賀県立琵琶湖文化官師 f究紀要:

12:23-27

Nakajlma,THNakai,K‥1994●LakeBIWa:‖AdvanceslnLlmnOlogy'SpeclatlOnlnAnclentLakesH(Eds･by

Manens,K.,GoddeerlS,B.,Coulter,G):pp.43154

上西実 ･松田征也 ･中井克樹:1994.長野県木崎湖 ･中綱湖におけるキザキコミズシタダミC/nc/nna

kIZakI-koensIIsFuJitaetHabeの生息状況(予報)(Gastropoda,Vatvatldae):滋賀県立琵琶湖文化館研

究紀要:12.3ト34

Seno,H.,Nakai,K.:1995'MathematicaEmodeHngonfIShshoaI[ngbyadensltydependentdlffus10n

model:EcoLModel.:79.149-157

Nakano,S.,KltanO,S,Nakal,K.,Fausch,K.D∴1997(lnPress).Competlt】VelnHuencesofexotlCbrook

trout(Sa/ve/lnUSfontlna/IS)OnforaglngmlCrOhabltatandbehavJOrOfsympatricbu‖trout(S

conf/uentus)JnaMontanastream:EnvlronmentaJB1010gyofFTShes,Spec,Vol."FIShBiologyof

Japan'■

1b.その他の印刷物

中井克樹.1974:茨木市生保の陸貝:かいなかま･8(1):1-4

中井克樹二1980:自己紹介:いそこじき (41)27

中井克樹:1980.夜叉ケ池採集記一カンムリレンズガイを求めて:いそこじき:(42)･19-23

中井克樹:1981･奄美大島 ･徳之島採集記p-1-ミドリマイマイは珍品に非ずl?:いそこじき:(44):23-26

中井克樹:1981･奄美大島 ･徳之島採集記 (2) いそこじき:(45):23-28

中井克樹:1981:愛知県石巻山､嵩山､及び鳳来寺山にて.いそこじき:(46)･15-16

中井克樹:1982･原稿が少し足りませんので.. いそこじき:(48).15-16
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中井克樹:1982.前号16ページの続きです:いそこじき:(49):

中井克樹:1982海中公園より (1):いそこじき･(50):43-44

中井克樹:1983久 しぶりの採集旅行一九州､大分へ:いそこじき:(52):15118

中井克樹:1984:品川さんを偲んで:いそこじき:(56):13-14

中井克樹:1985･R168に沿って いそこじき (60)ニ20-23

中井克樹:1985.Tanganyika湖畔から (1):いそこじき:(61):12-15

中井克樹･1985:Tanganyika湖畔から (2):いそこじき:(61):16-18

中井克樹:1986:タンガニイカ湖畔から (3) キブ湖編:いそこじき:(62).8-14

Nakai,K･:19871lnterspecTflCrelationshipsEnbroodcarebetweenLamprD/OgusbrlChard/andLampro/ogus

Joae'HEcolog】calandLlmnOloglCalStudyonLakeTanganyikaanditsAdjacentReg10nSIV‖(Eds.

byH.Kawanabe,M.Nagoshi),KyotoUniversity:pp.29-30

Gashagaza,M･M,Nshombo,M･,Sato,丁･,Yuma,M･,Nakai,K.,Abe,T.:1987:Aprellmlna｢ySUrVeyOn

cichlidfishesinLakeKivu''-EcoroglCalandLimnologlCaIStudyonLakeTanganyikaandits

AdjacentRegIOnSN"(Eds･byKawanabe,H"Nagoshl,M.),KyotoUnlVerSity:pp.45-47

NakaJ,K･:19871lnfectionofectoparasltlCCOPePOdsErgas/I/usspp･OncIChlidslnreferencetofeeding

habitofflShes:"EcologlCalandLimnologlCaJStudyonLakeTanganyikaanditsAdjacentReg10nS

IV"(Eds･byKawanabe,H.,Nagoshi,M･),KyotoUniversity:pp･50-51

Nakai,K-1987:PreFlminaryreportonmetazoanendoparasitesoHishesinLakeTanganyika:"EcologlCal

andLlmnOloglCalStudyonLakeTanganyikaanditsAdjacentRegionslV一一(EdsbyKawanabe,H.,

Nagoshi.M･),KyotoUniversity:pp･52-53

Nakal,K･.Yuma,M-1987･MofEuscanfaunainnorth-westernpartofLakeTanganyika.●●EcologlCaland

LJmnOIogICalStudyonLakeTanganylkaandItsAdjacentRegionsIVr.(Eds.byKawanabe,H.,

Nagoshi,M･),KyotoUnNerSlty:P･64

Yuma,M･,Nakai,K･:1987'BroodsIZeanddistributionamongLav/-geriacomplex(MoHusca:Thiaridae)in

LakeTanganylka:-'EcologlCalandLImnOloglCalStudyonLakeTanganylkaandItsAdjacent

Reg10nSIV■■(EdsbyKawanabe,H･,Nagoshi,M.),KyotoUnlVerSity:p.65

Nakal,K･:1987:MoIIuscanfaunainthesouthernpartofLakeKivu:"EcologfCalandLlmnOloglCaIStudyon

LakeTanganyikaanditsAdjacentRegl0nSIV"(Eds.byKawanabe,H.,Nagoshl,M.),Kyoto

Unjversity:p.66

中井克樹:1987:｢山のマイマイ｣と ｢里のマイマイ｣について:貝類学雑誌 Venus(JapJour.Maiac,):

4651

中井克軌 1987:タンカニイカ湖畔から (4) 湖北端部の貝芙酎目:いそこじき:(63):ll-18

中井克樹:1987:タンガ二イカ湖畔から (5) ウビラ近郊の情景:いそこじき:(64):5-8

中井克樹:1987'タンガニイカ湖畔から (6) タンガ二イカ湖とマラウィ湖:いそこじき:(65):19-23

中井克樹:1987:南の島へ (その 1:宮古島編):いそこじき:(65):24-26

中井克樹･1987:表紙解説 ホソノシガイ･いそこじき:(65):27

中井克樹:1987:南の島へ (その 2･沖縄本島編):いそこじき:(66)ll-14

中井克樹:1987:烏の島へ.いそこじき:(66):2ト26

中井克樹.1987:表紙によせて シリオレトノサマギセル･いそこじき:(66):26-27

Sato,T･,Yuma,M.,NHmura,Y･,Nakal,K,,Abe,N.,Nishida,M.,Nshombo,M.,Yamagishl,S 1988:FJSh

faunaaroundUbwanPeninsula二一一EcologlCalandLimnologJCalStudyonLakeTanganyika a ndits

AdjacentRegionsV''(Eds.byKawanabe,H.,Kwetuenda,M.M.),KyotoUnlVerSlty PP.14115

Nakai.K'1988:Breedlngecology ofa cichlid fish,Lampro/oguse/ongatus:-●EcologICalandLlmno loglCal

StudyonLakeTanganyika and ltS A djace ntReg10nSV"(Eds.byKawanabe,H,Kwetuend a ,M.

M･),KyotoUnlverslty-PP･30-32

Nakai,K･,Yuma,M .:1988 :M o"uscan fauna aroundUbwariPeninsula'''EcologICalandLimnologlCa FStudy

onLakeT anganyika and ltS A djacent R egionsV●'(Eds･byKawanabe,H･,Kwetuenda,M.M.),
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KyotoUniversity,Kyoto:pp62-63

中井克樹二1988:タンガ二イカ湖畔から (7) 泥場の貝:いそこじき:(68):10-13

中井克樹:1988:タンガ二イカ湖畔から (8) サファリにてこいそこじき:(69):8-16

Nakai,K.:1989:FurtherstudyonbreedlngOfacichrldfish,LamprD/Oguse/ongatus:"EcologlCaland
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松田征也 ･中井克樹 ･木村妙子 ･上西実 ･紀平肇:1993:琵琶湖における淡水イガイ(カワヒバ リカイ

L/'mnopernafortuneI)の分布について:貝類学雑誌 Venus(Jap,Jour.Malac.)52･171

中井克樹:1994:流水権イガイ カワヒバリガイL/mnopernaFortuneI(Dunker,1857)の日本への侵入･貝類

学雑誌 Venus(Jap.Jour.Malac.):53:139

中井克樹 ･新村安雄:1994:長良川 ･揖斐川で発見されたカワヒバリガイLlmnOPernafortuneJの分布状況:

貝類学雑誌 venus(Jap.Jour.Malac.)A53:139-140

中井克樹･1995:バイカル湖の水中世界を垣間みて一沿岸域の生態系に関する研究 ･調査の可能性一･"日
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中井克樹:1995:ビワコミズシタダミ:'-日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料(ll)I軟体動物■■,日本

水産資源保謙協会:pp.14-20
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中井克樹･1996:琵琶湖における外来種の現状と問題点～とくにカワヒバリガイと ｢バス問題｣について.

関西自然保護機構会報118:87-94

1C.学会講演など

中井克寸動 1986:タンガ二イカ湖における魚類の外部寄生虫Ergas//usspp(COPEPODA)の寄生様式につ

いて:日本アフリカ学会大23回学術大会,信州大学

中井克樹:1986:タンカニイカ湖における魚類の外部寄生虫Ergas//usspp(COPEPODA)の寄生様式につ

いて-とくに寄主の摂食習性 と関連 して 日本陸水学会第51回大会,東海大学海洋学部

中井克樹 1987:｢山のマイマイ｣と ｢里のマイマイ｣について 日本貝類学会昭和62年度大会,大阪朝日

新聞ビル

中井克樹:1987:タンカニイカ湖の基質産卵性カワスズメ2種における育仔なわぼりの防衛一仔魚捕食者

の種認知と撃退の様式.第 8回魚類系統研究会,札幌クリスチャンセンター

中井克樹:1987:タンガ二イカ湖産カワスズメ科 2種の育仔なわぼり一重複 した防衛城と捕食者への対応:

日本生態学会第34回大会,琉球大学

柳沢康信 ･中井克樹 ･新村安雄.1989.カワスズメ科魚類の産卵の月周期性:日本魚類学会平成元年度大

会,東京水産大学

中井克樹.1989:タンガ二イカ湖産カワスズメ科の l種 Lepldl0/ampro/OgUSe/Ongalusの繁殖生態 I.Brood

の成長と生残:日本生態学会第36回大会,釧路公立大学

中井克樹 1989:タンカニイカ湖の沿岸域における動物プランク トンの深度分布について 日本陸水学会第

54回大会,日本大学

Nakal,K∴1989lnterspeclflCrelatl0nShipsamongTanganylkancIChlldsdurlngbroodlng:国際シンポジウ

ム ｢EcologyforTomorrow｣サテライ トミーティング ｢lnteractioninCommunlties上 京大会館

遊磨正秀 ･中井克樹:1990:タンカニイカ湖北西端の トゲカワニナ類:ミズウミムシロカイ類 Lavlgerla

spp.の深度分布と繁殖形態:日本貝類学会1990年度大会,横須賀市自然博物館

Nakai,K:1990.Broodingte｢rltO｢la=tyandltSln仙enceonforaglngOfbroodpredatorslnaTanganylkan

cichlldassemblage.王子国際セミナ- ｢生物群集における共生と協調｣,長良川ホテル

Nakai,K∴1990:MatlngSystemand｢ep｢oduct】veeco一ogyOfaTanganylkansubstrate-broodingcichlld

flSh･第5回国際生態学会議,横浜プリンスホテル

Nakal,K.-1990TwofFSh-ectoparasltlCergaSIlldcopepodsfromLakeTanganyika:hosteco一ogyand

parasltefunctl0nalmorphology第4回国際カイアシ頒会議,日本大学軽井沢研修所

中井克樹:1990:カワスズメ稚魚の親の保護下における成長-とくに棲息水深との関連について.日本陸水

学会第55回大会,山形大学

中井克樹:1990:カワスズメ科魚類の育仔なわはりが稚魚捕食者の探索行垂加こ与える影響:日本動物行動学

会第9回大会,大阪市立大学

中井克樹:1990:タンガ二イカ湖産カワスズメLepI'dio/amprD/Oguse/ongatusの繁殖生態と社会構造:動物

社会研究会,大阪市立大学

中井克樹11991:タンカニイカ湖産カワスズメ科魚類 Lepld/'o/amprD/Oguse/ongatusの社会構造-とくに繁

殖個体のなわぼりと末成魚の行動圏について:日本生態学会第38回大会,奈良女子大学

Nakai,K.,YanagISaWa,Y,Sato,T.,Nilmura,Y,Gashagaza,M･M:1991'LunarsynchronlZatl0nOf

spawnlngamongSUbstrate-brood[ngcIChlEdflShesofLakeTanganylka:第22回国際動物行動学会議

サテライ トミーティング ｢Behav10randEcologyofFreshwaterFIShesJ,国民宿舎つづらお荘

Nakal,K.:1991:BreedlngterritorlalltyLnaCIChIIdflShassemblage:ItslnfluenceonforaglngOfbrood

predatorsandlndJreCtmutualismbetweenbreedersthroughbrooddefence:第22回国際動物行動学

会議,大谷大学

中井克樹11992:タンカニイカ湖産カワスズメ科魚類 Lep/d/o/amprD/Oguse/ongatusの婚姻形態.第39回目
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本生態学会大会,名古屋大学

松田征也 ･中井克樹 ･木村妙子 ･上西実 ･紀平肇:1993.琵琶湖における減水イガイ (カワヒバリガイ

LImnOPernafortune/)の分布について:日本貝類学会1993年度大会,千葉県立中央博物館

NakaI,K,Kawanabe,H,othermembersofthe'MANENO'ResearchTeam 1993'CLChHdflShesofLake

Tanganylka:mechanismofcoexFStenCeOfmanyspecleSthatevolvedandspeclatedvvlthlnthe

lake:SpeciationlnAnclentLakes.ベルギ-国モン-リジ

中井克樹 ･粂川泰-:1993:琵琶湖におけるオオクチバスとブルーギル (サンフィッシュ科)の繁殖オス

による巣場所利用:日本魚類学会平成 5年度大会,国立科学博物館分館

中井克樹 ･松田征也 ･木村妙子 ･上西実 ･紀平肇 19931琵琶湖に侵入 した淡水イガイ (カワヒバリガイ

LimnopernafortuneI)について 第40回日本生態学会大会,島根大学一般教養棟

粂川泰- ･中井克樹:1993:琵琶湖北部におけるオオクチバス(MICrOPterussa/mo/des)の繁殖 第40回日本

生態学会大会,島根大学一般教養棟

中井克樹:1993･陸水研究会平成4年度調査報告一滋賀県内に侵入した談水棲貝類について 陸水研究会研

究集会,滋賀県立琵琶湖文化館

中井克樹 ･松田征也 ･木村妙子 ･上西実 ･紀平肇:1993･琵琶湖に侵入した淡水棲イカィ､カワヒバリガ

イの分布について:日本陸水学会第58回大会,島根県産業交流会館-くにびきメッセ

中井克樹 ･松田征也･1994ニ琵琶湖のカワヒバリガイ､その後:第41回日本生態学会大会,九州大学文系

キャンパス

中野繁 ･中井克己 ･北野聡 ･K,D.Fausch:1994:移入種のカワマスが在来種ブルチャーの資源利用に与え

る競争的影響･1994年度日本魚類学会年会,東京水産大学

中井克樹:1994:減水棲イガイ､カワヒバリカイL/mnopernafortune/'(DUNKER,1857)の日本への侵入:日

本貝類学会平成6年度 (創立65周年)大会,東京水産大学

中井克樹 ･粂川泰-:1994:琵琶湖におけるオオクチバスrMI'cropterussa/moldes)の繁殖オスによる巣場所
利用:日本魚類学会平成 5年度大会,国立科学博物館分館

中井克樹 ･新村安雄 ･山田二郎,1994:長良川 ･揖斐川で発見されたカワヒバリガイL/mnopernaforlune/

の分布状況･日本貝類学会平成 6年度 (創立65周年)大会,東京水産大学

松田征也 ･中井克樹･1994･琵琶湖に侵入したカワヒバリガイについて･日本動物園水族館協会弟60回近畿

ブロック水族館飼育係研修会,太地町立くじらの博物館

中井克樹 ･新村安雄11994･木曽三川における談水棲イガイ､カワヒバリガイの分布状況.日本陸水学会弟

59回大会,東京都立大学

中井克樹:1994二カワヒバリガイの生態について:カワヒバリガイ調査権討委員会,桜華会館

中井克樹.1995:バイカル湖の水中世界を垣間みて一沿岸域の生態系に関する研究 ･調査の可能性-:日本

BlCER協議会第 5回総会 ･シンポジウム,国立環境研究所

中井克樹.1995.木曽三川の利水施設へのカワヒバリガイLimnopernafortuneiの進入.日本貝類学会平成 7

年度大会,豊橋市自然史博物館

中井克樹:1995:カワヒバリガイの生態に関する新知見.第2回カワヒバリガイ調査権討委員会,桜華会館

中井克樹 ･松田征也:1995:琵琶湖のカワヒバI)ガイの分布の拡大:湖内および下流 (淀川)への拡大･日

本生態学会第42匝l大会,岩手大学人文社会学部

松田征也 ･中井克樹 ･上西実 1995淡水産貝類3種の滋賀県内の分布について:日本動物園水族館協会弟

61回近畿ブロック水族館飼育係研修会,和歌山県立自然博物館

中井克樹:1995･文献紹介:海外における研究事例.第3回カワヒバリガイ調査権討委員会,桜葦会館

松EEl征也 ･中井克樹 ･上西実.1995淡水産貝類 3種の滋賀県内の分布について:日本動物園水族館協会第

61回近較ブロック水族館飼育係研修会,和歌山県立自然博物館

中井克樹･1995.日本におけるカワヒバリガイの生態 琵琶湖異臭調査小委員会情報交換会,水のめぐみ舘

｢アクア琵琶｣

中井克樹 1995･水道生物カワヒバリガイー海外での事例と日本での現状一 日本水処理生物学会第32回大

会 ･シンポジウム,千里ライフサイエンスセンター
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中井克樹:1995.オオクチバスとブルーギルの繁殖行動に関するいくつかの知見:第21回魚類自然史研究

会,大垣市スイ トピアセンター

中井克樹:1996:アフリカ,タンガニーカ湖のカワスズメ科魚類にみられる相互作用と多種共存 第25回ホ

ミニゼ-ション研究会 ｢進化と共生｣,京都大学霊長頬研究所

中井克樹:1996･琵琶湖に侵入 した魚類 ･貝類の現状～とくにカワヒバリガイと ｢バス問題｣について:関

西自然保護機構,京都大学理学部

中井克樹:1996:カワヒバリガイの概略と日本における生息状況:電気化学会海生生物汚損対策懇談会 ｢新

規外来付着生物セミナー｣,電力中央研究所我孫子研究所

2.交流サービス事業に関する業績

2a.印刷物

中井克樹:1984:陸産貝の生殖 (1)生殖器官その 1:TheMollusca,Vo山me7-Reproductl0∩,2.Land

Snails(StyIommatophora)より:いそこじき:(57)二25-28

中井克樹:1984:1984年度上半期､観察会 ･採集会の記録:いそこじき:(58):4-8

中井克樹:1984:抄録:SpermsharinginBiomphalariasnails:anewbehaviouralstrategyinsimultaneous

hermaphroditlSm:いそこじき:(58):15-16

中井克樹:1984:陸産貝の生殖 (2)生殖器官その2:TheMoHusca,Vol.7-Reproduction,Chap.2より:

いそこじき:(58):19-22

中井克樹:1984:陸産貝の生殖 (3)生殖器官その3:meMollusca,Vo1.7-Reproduct10∩,Chap.2よりこ

いそこじき:(59):15-20

中井克樹:1985:陸産貝の生殖 (4):TheMo"usca,Vol.7-Reproduction,Chap.2より.日.Reproductive

Cycle繁殖周期:いそこじき:(60):9-13

中井克樹 ･前川光司:1992:SatelJitemeeting ｢淡水魚の行動と生態｣の報告:日本動物行動学会
Newsletter:19･17-19

中井克樹:1993:琵琶湖の三つの生態系:週間朝日百科動物たちの地球,朝日新聞社,東京:10:2721273

中井克樹･1993:カワヒバリガイ,滋賀民軸:1993/9/14:p.4

中井克樹:1993:タンガ二イカ湖の魚のくらしぶり･''第4回京都国際セミナー生態学からみた安定社会:多

様性の維持と促進-タンガニイカ湖の魚類群集から-I-(川那部浩栽 ･遊磨正秀編),京都ゼミナール

ハウス,京北町:pp.13-23

中井克樹.1994:バイカル湖に潜る:瓦BAN:5･2-3

Nakai,K･:1994:Obituary-TaizoMIURA(1928-1993):SIALNewsletter:(1):415

中井克樹:1995:琵琶湖への新たな侵入者:カワヒバリガイ:湖国と文化:71:80-83

中井克樹:1996:びわこの外来種 (1)-びわ湖のいま～ある調査の記録:滋賀民報:1996-10-20.3

中井克樹:1996:同上 (2)- ｢外来種｣とは:滋賀民報:1996-10-27:2

中井克樹:1996･同上 (3)- ｢流れ蒲｣の正体～コカナダモ:滋賀民軸･1996-ll-3:3

中井克樹:1996:同上 (4)-水草の天敵～ソウギョ:滋賀民報:1996-ll-10:3

中井克樹･1996:同上 (5)-水道の大敵 フ カワヒバリガイ:滋賀民報:1996-ll-17:3

中井克樹.1996:同上 (6)一国内からの侵入者～テナガエビとワカサギ･滋賀民朝:1996-ll-24:3

中井克樹 1996:同上 (7)-オオクチバスとブルーギル:滋賀民軸:1996-12-1:3

中井克樹･1996:同上 (8)- ｢害魚｣と呼ばれる理由:滋賀民報:1996-12-8:3

中井克樹:1996:同上 (9)-バス釣りブームを考える.滋賀民軸:1996-12-15.3

中井克樹:1996:同上 (10)一固有種と外来種二滋賀民軸:1996-12-22:3

2b.定期の講義､実習など
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中井克樹:1991-92:淡水生物学二日本動物植物専門学校京都校半年実習,京都市

中井克樹:1994-96:生物学結論:滋賀医科大学通年講義 (リレー式),夫津市

遊磨正秀 ･中井克樹:1994-96:生物学実習･滋賀医科大学通年実習 (リレー式),大津市

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

中井克樹:1992年11月･タンガ二イカ湖の魚のくらしぶり:第 4回京都国際セミナー ｢多様性の維持と促進

-タンガ二イカ湖の魚類群集から｣,京都府京北町 (京都ゼミナールハウス)

中井克樹:1992年11月:タンガ二イカ湖とそこに住む生き物たち･第4回京都国際セミナ- ｢多様性の維持

と促進-タンガ二イカ湖の魚類群集から｣,京都府京北町 (京都ゼミナールハウス)

中井克樹:1993年1月:琵琶湖に侵入 した魚類 ･貝類-とくに最近の話題から.滋賀水生生物研究会,彦根市

(彦根保健所)

楠岡泰 ･内田臣一 ･中井克樹ほか:1993年4月･ア ドベンチャーサークル研修 見つけよう春 探そう春:近江

の子リーダー養成研究会 ･県教育委員会生涯学習課,朽木村

内田臣一 ･中井克樹 ･芦答美奈子:1993年6月:野外観察会 ふるさとの小川再発見 琵琶湖博物館開設準備

室 ･ふるさと再発見Let'Sの会,能登川町伊庭

楠岡泰 ･二宮浩司 ･中井秀樹:1993年7月:至巨琶湖の魚は何を食べているのだろう琵琶湖博物館開設準備

室,大津市 (京都大学生態学研究センター)

内田臣一 ･中井克樹:1993年7月:生物部会研修会 水生生物の採集 ･同定実習 滋賀県高等学校理科教育研究

会,伊吹町甲津原

中井克樹 ･布谷知夫.1993年7月:伊吹山のカタツムリと吉山植物 琵琶湖博物館開設準備室,伊吹町伊吹山

内田臣一 ･中井克樹:1994年5月二新緑の川あそぴとカタツムリさがし重吉琶湖博物館開設準備室,多賀町大

君ケ畑

中井克樹:1994年10月詫琶湖の水郷めぐりと湖岸の観察 関西自然保護機構現地見学会.近江八帽市 ･安土

町西ノ湖

中井克樹:1995年1月:カタツムリの種類と分布:琵琶湖博物館シンポジウム,野洲町立野洲文化ホール

楠岡泰 ･芳賀裕樹 ･中井克樹ほか:1995年7月:琵琶湖の魚は何を食べているのだろう琵琶湖博物館開設準

備室,大津市 (滋賀県立琵琶湖文化館)

中井克樹:1995年12月 世界の古代湖と琵琶湖と至∈琶湖博物館.びわこ経営塾,第44回びわこ教養講座 大

津市 (びわこ毒艮行本店)

中井克樹.1995年12月:琵琶湖の生態系 琵琶湖博物館開設準備室一博物館入門セミナー,大津市 (滋賀県福

祉センター)

中井克樹:1995年12月:琵琶湖の貝類:滋賀県高等学校理科教育研究会生物部会研修会,大津市 (滋賀県立

堅田高等学校)

布谷知夫 ･中井克樹:1996年7月:烏丸半島の湖岸を歩 く:滋賀県立琵琶湖博物館観察会,章津市下物町 (烏

丸半島)

藤岡康弘 ･楠岡泰 ･芳賀裕樹 ･中井克樹 ･瀬川也寸子ほか 1996年7月:川の生きもの探模:滋賀県立詫琶

湖博物館観察会,近江町宇賀野

芳賀裕樹 ･秋山康光 ･楠岡泰 ･中井克樹 ･中藤容子:1996年7月:琵琶湖の魚は何を食べているか･滋賀県

立至己琶湖博物館観察会,葺津市下物町 (滋賀県立琵琶湖博物館)

早川義彦 ･高橋政宏 ･中井克樹 ･松田征也 ･中藤容子二1996年8局:琵琶湖の貝を調べてみよう:滋賀県立

琵琶湖博物館観察会,葺津市下物町 (滋賀県立琵琶湖博物館)

中井克樹:1996年11月:世界最古の湖,バイカル湖の生き物たち:関西淡水動物談話会第 8回例会,革津市

(滋賀県立至看琶湖博物館)

中井克樹:1996年12月:日本のシジミ.琵琶湖のシジミ:｢しじみ講演会J.大津市 (龍谷大学瀬田学舎
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REC/トホ-ル)

3,展示事業に関する業績

中井克樹 1992:タンガ二イカ湖の人と魚 (写真および解説),滋賀県立琵琶湖文化館特別展 ｢アフリカの

魚たち｣

中井克樹･1992:琵琶湖とタンガ二イカ湖の貝類 (賃料提供および湖沼角等説):山口県立山口博物館 ｢貝類

の世界｣

内田臣一 ･矢野健 ･八尋克郎 ･中井克樹.1996:いきものコレクションーチョウ ･ガ 滋賀県立琵琶湖博物

館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

中井克樹 ･桑原雅之 ･藤岡康弘 ･松田征也ほか･1996:いきものコレクションー集水域の魚と貝･同上

中井克樹:1996･いきものコレクションー陸生貝類:同上

中井克樹 ･楠岡泰:1996:いきものコレクションー両生 ･は虫類:同上

瀬川也寸子 ･楠岡泰 ･中井克樹:1996.いきものコレクション-ほ乳類･同上

中島経夫 ･中井克樹:1996.琵琶湖のさまざまな環境と生き物たち･同上

中井克樹 ･楠岡泰 ･芦谷美奈子 ･芳賀裕樹 ･藤岡康弘 ･中島経夫:1996:琵琶湖の変化:同上

布谷知夫 ･中井克棉ほか:1996:重吉琶湖地方の生き物情報:同上

中井克樹:1996琵琶湖から世界へ-宇宙から見た湖:同上

中井克樹 ･戸田孝:19961重吉琶湖から世界へー世界のさまざまな湖 2.バイカル湖:同上

中井克樹 ･楠岡泰 ･山崎博史 1996.琵琶湖から世界へー世界のさまざまな湖 4.タンガニーカ湖.同上

楠岡泰 ･中井克樹 ･芳賀裕樹:1996:琵琶湖から世界へー世界から重吉琶湖へ:同上

藤岡康弘 ･中井克樹ほか:1996:水族展示 ｢アフリカの湖 (タンガニーカ湖)｣･同上

4 資料整備事業に関する業績

中井克樹 ･戸田孝.1994195:日対象資料 ｢世界の湖2.バイカル湖～最古の湖と生きものたち～｣､監修､一

部損影:ドキュメンタリージャパン (樵) ･滋賀県立琵琶湖博物館

山崎博史 ･中井克樹 ･戸田孝:1994-95:映像賃料 ｢世界の湖 4.タンガニーカ湖～湖のイワシを追って～｣

監修､一部掘影･ドキュメンタリージャパン (樵) ･滋賀県立至芭琶湖博物館

中井克樹:1994-96:映像資料 ｢カワウの繁殖をめぐって｣､監修:日本エアロビデオ (樵) ･滋賀県立琵

琶湖博物館

中井克樹二1994-96.映像資料 ｢琵琶湖に侵入 した魚たち｣､監修､一部撮影.日本エアロビデオ (樵) ･

滋賀県立琵琶湖博物館

5.情報事業に関する業績

中井克樹:1990-91:陸産 ･淡水産貝類の分布のデータ提供:第 4回自然環境保全基礎調査 ･動植物分布調

査 (陸産及び淡水産貝類),環境庁自然保護局

中井克樹:1994-96二陸産 ･談水産貝類の分布のデータ検討:自然環境保全基礎調査権討会無脊椎動物分科

会 (積討昌).環境庁自然保護局
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MAKINO,Kumi 牧野 久美 民族学 ･考古学

1.研究業績

1a.論文など

牧野久美:1988:江戸の下駄:‖芝公園一丁目増上寺子院群●●(鈴木公雄編),東京都港区教育委員会:pp387-

405

牧野久実:1989:クレの機能:"奄美伝統文化の変容過程‖(高橋統一),国書刊行会:pp.183-193

牧野久美:1991:ヌジの蓋取契約に見られる社会変化:史学:60(1):91-119

牧野久美.1995:ヘレニズム時代のエンゲヴとその周辺:史学:65(2):109-124

牧野久実:1996.エリコ遺跡地域の開発に向けての提案:国際協力研究:12(1)I3卜39

伊藤栄明 ･石黒真木夫 ･上田澄江 ･牧野久美:1996:系図データからの古代社会の人口推定:I-人文科学に

おける数量的分析日,文部省科学研究費重点領域研究:pp.79-86

牧野久美:1996二ベルシア時代の工ンゲヴ:史学二66(2)二153-168

牧野久美:1997:ProposaHortheDevelopmentoftheJerlChoPrehistorlcSiteDIStrict:Techno一ogyand

Development'10:63-69

牧野久美:1997:ArchitectureinHe=enlStlCPerIOd:ExcavationatEinGev:印刷中

牧野久実･1997:PotterylnHellenisticPeriod:Excavat10natElnGev:印刷中

1b.その他の印刷物

牧野久美･1989:ヌジの農民:一朝 日百科 世界の歴史 第9巻■■(小川英雄),朝日新聞社:pp,42-45

牧野久実:1989:地域考古学のためのフィール ド調査法:オリエン トJボル トか ノ翻訳･32(1):119-139

牧野久美 1989:テルの現象:天理参考館紀要:Jボル トガリ翻訳

牧野久美 ･鈴木公雄 ･小川英掛 まか翻訳:1991･世界考古学地図:朝日新聞社,東京:112,216

牧野久美:1993:ガスマスクのおしゃれ.月刊みんぱく:(176):12-23

牧野久実:1993.書評 狩猟と漁労.民情通信･pp.17-18

牧野久実.1994:イスラエル:月刊文化財発掘出土情報:(174):90-97

牧野久美:1994:見知 らぬ国での発掘調査･季刊みるとす:(4):10-12

牧野久美:1994:考古学者の卵たち:季刊みるとす:(5):9-10

牧野久美:1994･サブラ:季刊みるとす:(6):12-14

牧野久美:1995:イスラエルの琵琶湖.季刊みるとす･(7):10-12

牧野久実:1995:生活の中の考古学:月刊みるとす･(i),20123

牧野久美:1995:ガリラヤ湖の船 月刊みるとす:(2)二20-23

牧野久美･1995:ガリラヤ湖の漁具:月刊みるとす:(3):20-22

牧野久美･1995:失われた古代都市の姿:月刊みるとす:(4):20-23

牧野久実一1995:古代人の見た風景:月刊みるとす:(5):17-20

牧野久実:1995:一片の土器のかけらから:月刊みるとす:(6):16-19

牧野久美:1996.テルは宝の山:月刊みるとす:(7):17-21

牧野久美 1996:戦争はいつ始った フ:月刊みるとす.(8):19-22

牧野久実.1996.イスラエルの参カロ型博物館･月刊みるとす:(9):19-22
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牧野久実:1996:水の中の考古学二月刊みるとす:(ll):23-27

牧野久美:1996:現代版アダムとイブの物語:月刊みるとす:(12):17-20

牧野久美ニ1996:掘 らない遺跡 ?.月刊みるとす:(13):24-27

牧野久美:1996:蒼い睦のシュロモ:月刊みるとす.(14):25-29

牧野久美.1996:ところ変われば考古学者も変わる:月刊みるとす:(15):27-30

牧野久美:1996:琴湖と琵琶湖:月刊みるとす:(16):34-37

牧野久実ニ1997:考古学の時代区分:月刊みるとす二(17):35-40

牧野久美.1997:イスラエル人考古学者の心のふるさと,ハツオール:月刊みるとす:(21):20-23

牧野久実:1997:丸子船ができるまで:博物館ができるまで-琵琶湖博物館企画展示:33135

牧野久実:1997:丸子船の陰の立役者:うみんと:(2):6

牧野久美:1997:聖地の考古学･A.Mazar著 (共訳:杉本智也).(印刷中)

1C.学会講演など

牧野久美:1993年 10月･ヘレニズム時代のガリラヤ湖とその周辺-エンゲブ調査より.日本オリエン ト学

会

牧野久美:1994年 6月二民具データベースの構築に向けて:民情共同研究会

牧野久美:1995年 10月:ベルシア時代のエンゲブ:日本オIjェン ト学会

伊藤栄明 ･石黒真木夫 ･上田澄江 ･牧野久美:1996.3月:系図データからの古代社会の人口推定:人文科学

における数量的分析,文部省統計数理研究所

2交流サービス事業に関する業績

2a.印刷物

牧野久美:1994:丸子船ってどんな顔 フ:(仮称)琵琶湖博物館準備室瓦版:(1):1

牧野久美:1994:春の祭と女たち:(仮称)琵琶湖博物館準備室瓦版:(3):2

牧野久実:1995:丸子船の復元一琵琶湖最後の帆走木造船:(仮称)重吉琶湖博物館準備室瓦版:特別号

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

牧野久美:1994年 7月イ スラエル湖岸地域の考古学事情:考古学研究会関西例会第 69回

牧野久美:1994年 8月:イスラエル地域の考古学:中近東文化センター

牧野久実:1994年 9月.文化人類学て:神戸婦人大学

牧野久美:1995.3月:丸子船進水式:琵琶湖博物館準備室

牧野久美:1995.10月:丸子船ができるまで:琵琶湖博物館準備室入門セミナー

牧野久実:1995.12月:民具との触れ合い:詐琶湖博物館準備室体放学習会

牧野久実 199610月:丸子船の復元:詫琶湖博物館入門セミナー

牧野久美:1996.11月:イスラエル湖岸地域の考古学:清泉大学.清泉アワー

3展示事業に関する業績

牧野久実:1995(中止):世界都市博覧会 オイコスパーク ｢人類の始まり｣

用田政晴､小笠原俊明､牧野久美､橋本道範､中藤容子､細川真理子:1996ぷ 琶湖博物館 ｢人と琵琶湖の
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歴史｣展示室

牧野久美:1996:世界の子ともたちが描 く水辺のイメージ (環境とは何だろうコーナーの一部):琵琶湖博

物館 ｢人と琵琶湖のくらし｣展示室

5.情銅事業に関する業績

大西行雄､牧野久美､中藤容子､細川真理子:1996:民具データベースの作成:琵琶湖博物館情報システム

大西行雄､牧野久実:1996:漁具データベースの作成:琵琶湖博物館情報システム
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HAGA,Hiroki 芳賀 裕樹 水圏微生物化学 (理学博士)

1.研究業績

1a.論文など

Murakaml,T･,lsajl,C,Kuroda,N･,Yoshida,K･,Haga,H･:1992:PotamopJanktonicdlatOmSlntheNagara

riverニflora,populatl0ndynamicsand∫nfluencesonwaterquaJity'Jpn.J Limnol:53:1-12

MurakamI,T･,lsaJl,C･,Kuroda,N･,Yoshlda,K･,Haga,H･:1994:DevelopmentofplanktonlCdfatomsln

downreachesofJapaneserivers:Jpn.J LimnoE:55:13-21

Haga,H.sakamoto,M I1995･UseofTymoトhypochrolltereaCtH)nformeasurlngatOm% 15日of

ammonlUmlnfreshwater.appIICatJOntOammOnlUmregenerat10nStudleSJpn.J.LImnOl.●56 1-7

Haga･H･･Nagata･T"Sakamoto･M･:1995SJZe-fractionatedNH4+regeneratlOnlnPelagICenvironments

oftwomesotrophiclakes:LlmnOl.Oceanogr.40'1091-1099

Haga･H･･Nagata,T･･Sakamoto･M･:1996:NH4+regeneratJOnanduptakeinmesotrophlClakesdiurnal

andseasona一varlations:Jpn.J.Limno157:2131223

1b.その他の印刷物

中西正巳 ･中野伸一 ･永田便 ･芳賀裕樹 ･高井賢治 ･川幅佳一 ･楠岡泰 ･二宮浩司 ･占部城太郎:1992:

従属栄養生物によるサイズ別のアンモニア回帰速度と植物プランク トンによるアンモニア利用L至看

琶湖における浮遊生物食物網動態の解析に関する研究,平成4年度(仮称)託琶湖博物館開設準備室委

託研究報告書.pp.29-33

芳賀裕樹:1995:湖沼沖帯の有光層中での微生物群集によるアンモニアの動態に関する研究.名古屋大学理

学研究科博士論文

中井克樹 ･楠岡泰 ･芦谷美奈子 ･芳賀裕樹･1995:クラゲコケムシの生息状況:余呉湖水質改善対策効果判

定調査報告書:余呉湖水質改善対策効果判定委員会:pp.113-120

1C.学会講演など

芳賀裕樹 ･占部城太郎 ･永田便 ･坂本売:1993:琵琶湖生態系におけるアンモニア再生への従属栄養性物

のサイズ別寄与:第40回日本生態学会大会:松江

中西正己 ･永田便 ･占部城太郎 ･Jl川番佳一 ･芳賀裕樹 ･中野伸- ･高井賢治 ･楠岡泰 ･二宮浩司:1993:

琵琶湖における浮遊生物食物網動態の解析 i.植物プランク トンの基礎生産:第58回日本陸水学会大

会:松江

川幅佳一 ･占部城太郎 ･永田催 ･芳賀裕樹 ･高井賢治 ･中西正己 ･中野伸一 ･楠岡 泰 ･二宮浩司:1993

至喜琶湖における浮遊生物食物網動態の解析 Il.生物量の垂直分布と季節変化:第58回日本陸水学会

大会:松江

芳賀裕樹 ･永田便 ･坂本充‥1993‥..D.rectmeasurementsofsIZe-dependentNH4'regeneration.n

freshwaterlakes.'':アメリカ陸水 ･海洋学会1993年度年会:カナダ ･エ ドモン トン

芳賀裕樹 ･永田便 ･占部城太郎 ･坂本充:1993･琵琶湖における浮遊生物食物網動態の解析 V有光層中の

アンモニア再生について.第58回日本陸水学会大会:松江

中西正己 ･永田便 ･占部城太郎 ･川場佳一 ･楠岡泰 ･二宮浩司 ･芳賀裕樹 ･中野伸一 ･高井賢治:1993
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琵琶湖における浮遊生物食物網動態の解析 vII.まとめと今後の課題.第58回 日本陸水学会大会 松

江

2.交流サービス事業に関する業績

2a.印刷物

芳賀裕樹:1994:元素の流れから湖の生 き物 と環境のつながりを探る:湖国 と文化:69

松原健司:1995:｢琵琶湖のワムシ頒｣:琵琶湖博物館開設準備室研究報告書第 4号:担当 芳賀裕樹

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会 など

芳賀裕樹 ･楠岡泰:8月20日:琵琶湖の魚は何 を食べているか.琵琶湖博物館開設準備室観察会･大津市打出

浜 (詫琶湖文化館)

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1994年8月27日.ミクロな生 き物の観察会:琵琶湖博物館開設準備室観察会:大津市打出

浜 (琵琶湖文化館)

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1995年7月:ミクロな生 き物の観察会:琵琶湖博物館開設準備室観察会:重吉琶湖文化館

芳賀裕樹 ･楠岡泰:1995年7月29日:琵琶湖の魚は何 を食べているか:琵琶湖博物館開設準備室観察会:琵

琶湖文化館

戸田孝 ･芳賀裕樹:1995年 8月･渦 を作ってみよう･琵琶湖博物館開設準備室観察会:大津市打出浜 (琵琶

湖博物館開設準備室 )

楠岡泰 ･芳賀裕樹:1996年7月:ミクロな生 き物の観察会:琵琶湖博物館開設準備室観察会:至岩琶湖博物館

芳賀裕樹 ･楠岡泰 ･中井克樹:1996年 8月:琵琶湖の魚は何 を食べているか:琵琶湖博物館観察会:革津市

下物町 (重吉琶湖博物館)

芳賀裕樹:1996年11月:滋賀県教育センター化学講座第 4回

3展示事業に関する業績

芳賀裕樹 1996:湖水 と物質の動 きをさぐる:滋賀県立琵琶湖博物館常設展示｢湖の環境 と人びとの くらし｣
楠岡泰 ･芳賀樹 封:1996:ミクロの世界:滋賀県立琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境 と人びとの くらし｣

芳賀裕樹.1996:日本の湖･滋賀県立琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境 と人びとの くらし｣

芳賀裕樹:1996:日本の湖-湖沼データベース:滋賀県立至芭琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境 と人びとの くら

し｣

芳賀裕樹:1996:日本の湖一重邑琶湖研究史:滋賀県立琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境 と人びとの くらし｣
芦谷美奈子 ･芳賀裕樹･1996:琵琶湖から世界へ-世界の さまざまな湖 5.チチカカ湖:滋賀県立琵琶湖博

物館常設展示 ｢湖の環境 と人びとの くらし｣

中井克樹 ･芳賀裕樹 ･楠岡泰ニ1996.琵琶湖から世界へー世界から琵琶湖へ･滋賀県立琵琶湖博物館常設展

示 ｢湖の環境 と人びとの くらし｣
芳賀裕樹:1966:リビングギア:琵琶湖博物館常設展示 ｢デ ィスカバ リ-ルーム｣

芦谷美奈子 ･芳賀裕樹:1966.統括作業:滋賀県立至E琶湖博物館常設展示 ｢デ ィスカバ リールーム｣

4.資料整備事業に関する業績

芦脊美奈子 ･芳賀裕樹:1995:映傾資料 ｢世界の湖 5.チチカカ湖～太陽に一番近い島～｣､監修 ､:ドキ

ュメンタリージャパン (樵) ･滋賀県立琵琶湖博物館

芳賀裕樹 ･楠岡泰 ･内田臣-:1954:三万五湖調査:琵琶湖博物館常設展示 ｢日本の湖沼｣

-64-



芳賀裕樹 ･楠岡泰 ･中井克樹 ･藤岡康弘･1955:東北地方湖沼調査 ･酸性湖沼を中′いこ (宇曽利山湖 ･鷹

架沼 ･尾鮫沼 ･小川原湖 ･潟沼 ･猪苗代湖 ･田沢湖):琵琶湖博物館常設展示 ｢日本の湖沼｣

芦脊美奈子 ･芳賀裕樹 1995:展示資料収集 ｢世界の湖5.チチカカ湖｣､生活用品､魚介掛 票本､チチカ

カ股間達吉浩美頁､ほか

5.情報事業に関する業績

芳賀裕樹 ･大西行雄:1996:名簿データベース管理システムの設計:琵琶湖博物館情報システム

芳賀裕樹 ･大西行雄 1996.･静止画資料データベース管理システムの設計:琵琶湖博物館情報システム

芳賀裕樹 ･大西行雄･1996二動画資料データベース管理システムの設計:琵琶湖博物館情報システム
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集水域研究系

KADA,Yukiko 嘉田 由紀子 環境社会学 ･文化人類学 (農学博士)

1.研究業練

1a.論文など

嘉田由紀子:1973:東アフリカ ･マンコーラ村農民の農業と生活:アフリカ研究:12:42-54

嘉田由紀子:1980:家族農場の継承と世代間関係一米国ウィスコンシン州の事例より-:季刊人類学二11

(1):120-157

蓑田由紀子:1980:農家の兼業化と直系家族制度一滋賀県中主町における事例分析-:農林業問題研究 61:

195-204("現代のエスプリ一一203号に再録 1984)

嘉田由紀子:1982.農民社会における財産の世代間移譲と老人扶養のメカニズム:民族学研究:46(4):390-

409

真田由紀子:1982:国際的に見た農業における女性の役割:農業と経清二48(9):42-51

嘉田由紀子:1983:アフリカの女性-その地位と役割の禿離-:I-アフリカハンドブッケ●(米山俊直 ･伊脊純

一郎編),講談牡 東京,pp.392-407

Kada.R_,Kada,Y.:1984:TheChanglngRoleofWomeninJapaneseAgriculture'"WomeninRiseFarmtng'1

(ed.bylntemationalRiceResearchlnstitute).GowerPublications･pp･37153

嘉田由紀子 ･古川彰11984:水と村一芸喜琶湖治水史1."水と人の環境史..(鳥越暗之 ･嘉田由紀子編),御茶の

水書房,東京:pp.26-46

嘉田由紀子:1984･水利用の変化と水のイメージー湖辺の水利用調査より-:一一水と人の環境史一一(鳥越暗之 ･

嘉田由紀子編),御茶の水書房,東京:pp.206-241

Kada,Y.:1984:TheEvolutionofJointFisheriesRightsandVi=ageCommunltyStructureonLakeBiwa,

Japan:''MarltimelnstltutionsLntheWesternPacLfic(Ruddle,K.,AkimlChl,T.eds),Senri

EthnologlCalStudiesNo･17:pp･137-158

大西行雄 ･票田由紀子:1984:人口､世帯特性からみた滋賀県の小地域分類一地域環境データベース作成

の一環として-:滋賀県琵琶湖研究所所軸:(2):67-78

大西行雄 ･嘉田由紀子･1985:湖沼環境保全と地域社会一地域環境情報システムの整備にむけて-.滋賀県

琵琶湖研究所所軸:(3):73-84

嘉田由紀子:1985:異常渇水の社会的影響:琵琶湖の異常渇水の影響に関する調査研究報告書 pp30-60

嘉田由紀子:1986:水のイメージ-近江の蛇神伝説を手がかりに:湖国と文化:(35).78-82

嘉田由紀子:1986:地域生活者からの論理を-21世紀の水問題を考える-.農業と経済 別冊.pp.138-146

大西行雄 ･嘉田由紀子:1986:環境情報のデータベース化と'-滋賀県地域環境ア トラス●-の作成.季刊環境研

究二(61):43-53

嘉田由紀子:1986:環境史と日常生活論一地域社会から環境問題への新接近-:社会学評論･37(3):99-107

大西行雄 ･真田由紀子:1986:琵琶湖の環境保全と総合地域博物館:滋賀県琵琶湖研究所所報:(4).88-98

0onishi,Y.,Kada,Y.:1987:ComputerizedDataBaseSystems-ShigaPrefectureEnvlrOnmentalAtlas:

RegionalDevelopmentDia一ogue:18(2):156-178

嘉田由紀子:1987:水の災いと琵琶湖:湖国と文化:(40):60-65

嘉田由紀子:1988:自治体行政と地域住民組織一その歴史的展開過程をさぐる-:年幸は 治休学ニ(1):1241
146

大西行雄 ･古川彰 ･嘉田由紀子二1988:文化としての水一今､中国と日本の水意識を考える-:湖国と文化:

(44):86-90

蓑田由紀子:1989:環境認識と生活者の意思決定:.'環境問題の社会理論一生活環境主義の立場からJ'(鳥越

暗之絹),御茶の水書房:pp.133-167
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嘉田由紀子ニ1989:水の災いをめぐる村人の記憶と語り:''人間にとって農業とは'-(坂本慶一編),学陽書房:

pp.216-228

嘉EEl由紀子二1989:住民生活と環境問題一生活環境主義の立場から-:滋賀県琵琶湖研究所所軸二(7):23131

票田由糸己子:1990:水の社会化過程をめぐって.目視代日本の構造変動‖(遠藤惣一他編),世界思想社:pp.157-

176

嘉田由紀子:1990:住民参加による環境調査の理念と実践一生活現場での環境認識とCommu川Cation･日本

科学教育学会研究会研究報告書:5(4)二41-46

Kada,Y.:1991:UnderstandingtheStateofLakeEnvlrOnmentlntheContextofSocio-Cultural

PerspectlVe:GuidelinesofLakeManagement:(2):7118

嘉田由紀子 ･大西行雄:1991:身近な環境に素材を求めて-"蛍雪作戦-■のねらいと経過.日本科学教育学会

研究会研究朝告:6(1)二45-50

大西行雄 ･嘉田由紀子:1991:パソコン通信を活用 した参加型地域環境調査一蛍雪作戦-:情報通信学会

誌:9(3):25-32

嘉田由紀子 ･大西行雄:1991･琵琶湖の環境保全と環境教育一道徳教育から知的教育への転換一･環境技

術:20(3):223-238

嘉田由紀子 ･大西行雄:1992:野外調査と電縁ネットワーク:川情報と日本人■■(野村雅一編),ドメス出版ニPP.

83-105

嘉田由紀子:1992:ホタルの風景論･I.環境イメージ論-人間環境の重層的風景-"(古川彰 ･大西行雄編),弘

文堂:pp.35-79

大西行雄 ･嘉田由紀子:1992:町の風景-湖北長浜を訪ねて."環境イメージ論一人間環境の重層的風景-

‖(古川彰 ･大西行雄編),弘文堂･pp.121-145

嘉田由紀子:1992･水と人びとの歴史･‖湖の国の歴史を読む"(渡辺誠編),新人物往来社:pp2451272

Kada,Y･:1992'HIStOricalChangesoftheLoglCOfLakeResourceManagement.theCaseofLakeBiwa:

ResourceManagementandOptrmlZat10n:8(3-4):179-195

Kada,Y･:1992:ThefireflyandJapaneseViewsofEnvlrOnment:JapanEcho:14(3):83-88

嘉田由紀子:1992:環境管理主体としての村落組織とその変遷一琵琶湖岸の村の百年の歴史から-:村落社

会研究:(27):79-112

票田由紀子:1992:シャドーウォーターー見えなくなった水の世界一.都市問題研究:43(8):68-81

嘉田由紀子:1993:アメリカメンド一夕湖における富栄養化とのたたかい-その100年の下水処理の歴史を

探る-:下水文化研究発表講演集:(1):288-297

Kada,Y･:19931EnvlrOnmentaHmpIICat10nSOfCommunalPropertyManagementaroundLake-BiwaArea,

Japan:"lnternationafConferenceforCommonResourceManagementProceedelngS'':PP.25-26

嘉田由紀子:1993.ムラの環境問題と民俗学的視点･民俗学評論:(29).2-8

嘉田由紀子:1994:水と生活の民俗伝承:'l環境民俗学一琵琶湖のフィール ドから-"(鳥越暗之編),雄山闇

pp.167-193

嘉田由紀子:1994:環境の意味とライフヒス トリー:-一文化の地平線-人類学からの挑戦-…(井上忠司 ･福井

勝義 ･祖田修編),世界思想社:pp.321-340

嘉田由紀子:1994:水の自然性と文化-その汚染認識にみる科学知と生活知-･'地球に生きる●●(福井勝義 ･

掛谷誠編),雄山闇:213-235

嘉田由紀子:1994.環境問題と生活文化一水環境汚染を手がかりに:"環境社会学'(飯島伸子編),有斐閣1

143-167

Kada,Y･:ASocioculturalApproachtoWaterEnvlrOnmentProblemsandEnvfrOnmentalManagement:●●

SymposiumonEnvironmentandCulture'.,SlamSocletyPublications:pp.2491273

嘉田由紀子:1995:生活世界の環境学一琵琶湖からのメッセージ:農山漁村文化協会 pp.320

遊磨正秀 ･嘉田由紀子 ･藤岡康弘.1995:水辺の生物相と遊びの世代変遷:3世代アンケー ト調査から:環境

システム研究:23:20-31

蓑田由紀子 ･中島経夫 ･小笠原傑明:1995:(仮称)琵琶湖博物館の設置理念と運営計画:環境システム研究:
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23:672-681

嘉田由紀子･1996:村落社会と水環境問題への文化論的アプローチ:農業土木誌こ1996(1).37-42

嘉田由紀子 ･大西行雄:1996:ミニコミとしての電子メディア･.'メディアと情報化の社会学'(吉見俊哉編),

岩波書店:215-238

票田由紀子･1996:村落社会研究は環境問題にどうアプローチできるか･村落社会研究:321996･7130

1b.その他の印刷物

渡辺由紀子:1972:ユキコのタンザニアレポー ト:高3コース:1972(4):84-88

Kada,Y.:1975:TheChangmgRoleoftheExtensionServicesintheRuralDevelopmentofJapan:Univ,of

WisconsinLTCNewsLetter:(50):15-23

票田由紀子:1981二書評'.日本の農業-その現状と農民意識":農業と経済:47(1)

嘉田由紀子 ･土肥亀雄 ･葦戸佐一郎:1983:やすらぎ豊かな水と緑(座談会記録):朝日新聞:1983川 1

嘉田由紀子:1983:都市化と琵琶湖:.1琵琶湖-その自然と社会一r.(｢琵琶湖｣編集委員会編):サンブライ ト

出版二PP.92-101

嘉田由紀子:1984:鮒ズシとの出会い:湖国と文化:(27)二34

嘉田由紀子:1984:世界湖沼環境会吉削こ参加 して:環境情報科学:13(4):68-70

嘉田由紀子:1985:琵琶湖に生きる人と水の環境史:市民と自治:1985(8):217

米山俊直 ･真田由紀子:1985:行政の文化変化一文化人類学の立場から一二A‖-around:(2):19-25

嘉田由紀子:1985:水位低下の今､むかし:読売新聞:1985/1/7

嘉田由紀子:1985:湖岸のむらの水害対応･読売新聞･1985/1/24

嘉田由紀子:1985:洗うとは 7:読売新聞:1985/3/14

嘉田由紀子:1985:沖島の下水道:読売新聞:1985/3/28

嘉田由紀子:1985:女性の地位:生活力を奪う産業主義:読売新聞:1985/4/6

嘉田由紀子:1986:書評 ｢現代日本農村社会の変動J.･農業と経済:1986(10):80

大西行雄 ･嘉田由紀子ニ1986:地方自治体における国土情報利用:国土情報:(415):3-9

大西行雄 ･嘉田由紀子:1986･'地方自治体における国土情報利用:国土情報:(416).16-21

大西行雄 ･嘉田由紀子:1986'地方自治体における国土情引締｣用:国土情朝:(417):15123

嘉田由紀子:1986:環境問題と村落社会研究-琵琶湖問題の現場から-:むら研究会会報:(2):ll-16

嘉田由紀子:1986:私たちのくらしとびわ湖:滋賀県消斉生活センター ･テキス ト:pp.1-66

票田由紀子:1986:水利用の変化と文化の危機･l'水と生活文化'(環境庁編):pp.32-48

嘉田由紀子:1986:ハナショウブ:読売新聞:1986/7/14

票田由紀子:1986:小アユ:読売新聞:1986/7/21

嘉田由紀子:1986:はしらのキズ:読売新聞:1986/7/28

票田由紀子:1986:二オイ消 し:読売新聞:1986/8/4

嘉田由紀子:1986:湖北からのメッセージ:読売新聞:1986/8/ll

嘉田由紀子:1986:使い水:読売新聞:1986/8/18

嘉田由紀子:1986:湖中水:読売新聞･1986/8/25

嘉田由紀子.1986:自浄作用:読売新聞:1986/9/1

嘉田由紀子:1986:揚子江周辺二読売新聞:1986/9/8

嘉田由紀子:1986二家船二読売新聞:1986/9/22

嘉田由紀子:1986:晩ごはん食べたかい フ:読売新聞:1986/9/29

嘉田由紀子:1986:養魚池と月*小屋:読売新聞:1986/10/6

嘉田由紀子:1986:富栄養化と農業･読売新聞:1986/10/13

嘉田由紀子:1986･タガメや-い.読売新聞:1986/10/20
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嘉田由紀子

嘉田由紀子

蓑田由紀子

嘉田由紀子

票田由紀子

嘉田由糸己子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

1986:米作りナショナル トラス ト:読売新聞:1986/10/27

1986.上水道のない町:読売新聞:1986/ll/10

1986:お米と給食:読売新聞:1986/ll/17

1986:社会水文学:読売新聞:1986/12/1

1986:遠い水､近い水.読売新聞:1986/12/8

1986:琵琶湖水位の今昔:読売新聞:1986/12/15

1986:網のほころび:読売新聞:1986/12/22

1986:現代人のカウンセラー､パソコン通信:読売新聞:1986/7/16

大西行雄 ･嘉田由紀子.1986.土地利用の時代別変化:滋賀県地域環境ア トラス:ppト3

票田由紀子:1986:ひとりあたり畳数:滋賀県地域環境ア トラス二PP.2-3

嘉田由紀子･1986:人口変動と新住民:滋賀県地域環境ア トラス:p.3

嘉田由紀子:1986:核家族:滋賀県地域環境ア トラス:pp.3-4

嘉田由紀子:1986:就業構造の変化:滋賀県地域環境ア トラス:pp.3-5

票田由紀子:1986:農家構造の変化:滋賀県地域環境ア トラス二PP.3-8

嘉田由紀子:1986:農地と機械化:滋賀県地域環境ア トラス:pp.3-9

岩田慶治 ･大西行雄 ･吉良竜夫 ･嘉田由紀子 ･芳賀徹 ･古川彰 ･八木マリヲ二1986:風景論-その環境史

的アプローチ(座談会記録)二季刊人類学:17(2):3160

嘉田由紀子.1987:渇水 ･水位低下の社会的影響:l'環境問題への文化論的アプローチ■(琵琶湖研究所プロジ

ェク ト研究報告書):pp.106-117

票田由紀子 ･大槻恵美:1987:水位低下と至邑琶湖漁業:"環境問題への文化論的アプローチ.(琵琶湖研究所プ

ロジェク ト研究報告書):pp.118-132

嘉田由糸己子:1987･危機認識と文化一生活環境主義から何がみえるのか-:I-環境問題への文化論的アブロ

ーt..(琵琶湖研究所プロジェク ト研究報告書):pp.146-161

嘉田由紀子:1987:琵琶湖から京都へ-水に託したメッセージー:京都新聞教養の広場:(ll):1-24

嘉田由紀子:1987:一婦多妻制の中の女たち:"アフリカ人間読本"(米山俊直編):河出書房新社:pp.74-75

嘉田由紀子:1987.環境情報システムの基本理念:"環境情軸の有効な利用を目指 して"((財)環境調査センタ

ー):PP.卜6

票田由紀子.1987:環境 ･文化 ･コンピューター･産業能率:1987(2):6-12

蓑田由紀子:1987:いま､琵琶湖は(インタビュー):あとぼけっと.1987(2):6-7

山道省三 ･村瀬誠 ･嘉田由紀子 ･相場紀久雄 ･谷口尚弘 ･岡沢和好:1988:日本人と水観(座談会記録)ニ水
道産業新聞･1988/1/1

嘉田由紀子:1988.水利用の変化と環境問題(講演記録):地域住民と川づくりシンポ(沖縄県発行):pp.4-27

大槻恵美 ･票田由紀子:1988:剤 而たちの琵琶湖(座談会記事i):所報環文研:(ll):10-13

嘉田由紀子:1988･農業 ･農村の変貌と環境の変化:''琵琶湖研究一集水域から湖水まで-..(滋賀県琵琶湖研

究所5周年記念誌):pp.111-132

嘉田由紀子:1988:湖岸地域における環境変遷と住民生活:T儲琶湖研究-集水域から湖水まで-●●(滋賀県琵

琶湖研究所5周年記念誌):pp.279-301

大西行雄 ･蓑田由紀子:1988:環境情報のデータベ-ス化:I.王E琶湖研究一集水域から湖水まで-''(滋賀県琵

琶湖研究所5周年記念誌):pp302-315

嘉田由紀子:1988:農村における水への意識とその変化-びわ湖周辺村落の事例より- ･.'多摩川188--,とう

きゅう環境浄化財団:pp.16-19

須藤隆一 ･嘉田由紀子:1988:生活雑排水対策の推進のために(座談会記録):かんきょう:1988(ll):6-23

嘉田由紀子:1988:琵琶湖と水:●'女性が語る水への想いTT(水を語る女性の会編),地球社:pp.153-157

大西行雄 ･嘉田由紀子:1988弓可川流域別汚濁負荷･●●滋賀県地域環境ア トラス■■:pp.4-5

嘉田由紀子:1988:お年寄りと住まう-世界の老人文化に学ぶ-:.'女､家を産む'',学芸出版社:pp.89-93

大西行雄 ･嘉田由紀子 ･川崎睦男.1988:パソコンでみる地域情報,うごくア トラスーフロッピー版滋賀県
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地域環境ア トラスの紹介･NEW教育とマイコン:1988(10):35-40

大西行雄 ･寺口端生 ･嘉田由紀子:1989.長浜での風景イメージ調査より:琵琶湖研究所プロジェク ト研究

報告書:pp.9-87

吉良竜夫 ･瀬川欣一 ･嘉田由紀子 ･田中美津子:1989:水に生きる(座談会記妄嘉):朝日新聞:1989/1/1

嘉田由紀子:1989:びわ湖の水文化と私たちのくらし:'●びわ湖のロマン■(長浜文化塾編),国友書店･pp.119-

163

真田由紀子:1989:閉鎖性水城での水環境問題-琵琶湖汚染の社会 ･文化的構造-:日本水質汚濁研究協会

セミナー資料集:pp.29-37

吉良竜夫 ･嘉田由紀子 ･河合雅雄 ･末石富太郎 ･山析哲雄:1989:琵琶湖を考える-近江盆地の自然と文

化-(座談会記銀):創造の世界:(72):102-131

嘉田由紀子:1989:和舟で水を汲みに出た村:湖国と文化:(27).35

嘉田由紀子:1989:忘れものを探 しに･美 しい自然:(44):1

嘉田由紀子:1989.老いと家族の比較文化 メディカルヒューマニティ:4(2):69-73

嘉田由紀子:1989:水と人間のかかわりの形､京と近江:京都新聞:1989/8/1

蓑田由紀子:1989:電線コミュニティーの可能性:京都新聞:1989/8/9

蓑田由紀子:1990:水環境と新しい生活文化への視点-地域における取り組みから-(講演記鈷):すぼるフ

ォーラム講演記鈷集:(ll):2-20

嘉田由紀子

(63)

嘉田由紀子

嘉田由貴己子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

1990:大根の洗える川､ホタルのとびかう川一人の営みを映しだすびわ湖-:職員だより滋賀

14-16

1990:水の文化を調べる:農:1990(9):12

1990:電線というふれあい:産経新聞:1990/2/14

1990:ホタル文化の発見:京都新聞:1990/7/9

1990:ひとつかみのシジミ:京都新聞:1990/8/25

1990:ビワマスー1産婆の川'Iの嘆きこ京都新聞:1990/8/25

1990:タガメの冬越 し二京都新聞:1990/12/6

1990:｢ホタルの思い出｣を読んで:■'私たちのホタル第-号'(水と文化研究会編):pp.64168

嘉田由紀子 ･中野障代 ･尾中三郎 ･臣司光輝:1990:私たちの手で美 しい琵琶湖に(座談会記録).広報おお

っ:1990/2/1

嘉田由紀子:1991:治水と水害:■■日本歴史地名体系一滋賀県",平凡社:pp.47-46

嘉田由紀子:1991:干拓 ･埋立事業の推進:‖日本歴史地名体系一滋賀県■',平凡社:pp.47-48

嘉田由紀子一1991:水資源としての湖開発と水汚染:''日本歴史地名体系一滋賀県一一,平凡社:pp.49-51

嘉田由紀子:1991:観光と風景一琵琶湖文化の将来ニーT日本歴史地名体系-滋賀県",平凡ii:p.52

嘉田由紀子:19911ホタルダスから水環境百科を:●私 たちのホタル第二号'(水と文化研究会編)pp3-8

嘉田由紀子:1991:社会教育の観点からの環境教育一普及 ･啓発から交流へ-.環境教育拠点に関する調査

研究報告書(環境情報普及センタ-編集):pp.16-22

嘉田由紀子:1991ニ身近な環境を調べるとは7 '私 たちのホタル第三号●(水と文化研究会編):pp.7-14

嘉田由紀子:1991.･至ほ 湖のいま､むかし:.私 たちの水があぶない !●-,ポプラ社:pp.40-43

真田由紀子:1991:環境教育と生涯学習:週間教育資料:(291):14-15

大西行雄 ･嘉田由紀子:1991:湖は生きている(インタビュー):ONTHELINE:4(3):2-づ

嘉田由記子･1991

嘉田由紀子:1991

嘉田由紀子:1991

蓑田由紀子:1991

嘉田由貴己子.1991

嘉田由紀子:1991

蓑田由紀子:1991

｢おいしい｣水が飲みたい(インタビュー):Amlten:(138).18-21

琵琶湖の水に想うこと:地上増大号:(7):32-33

ホタルを生んだ使い川:日本経漬新聞:1991/5/27

原風景の中の花と緑:京都新聞:1991/12/3

蛍雪作戦.京都新聞:1991/1/31

みぞっこ探積.京都新聞:1991/3/22

田植えと琵琶湖:京都新聞:1991/5/ll
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嘉田由紀子:1991:止まっているホタルはヘビの目:京都新聞:1991/6/19

嘉田由紀子:1991:コミの文化生態学事始め:京都新聞:1991/8/8

票田由紀子11991:琵琶湖博物館へのお誘い:京都新聞:1991/9/24

嘉田由紀子:1991:びろうな話:京都新聞:1991/ll/ll

嘉田由紀子:1991･続 ･びろうな話:京都新聞:1991/12/28

大西行雄 ･蓑田由紀子:1991:住民参加による環境調査について:"みぞっこレポー トーたんけん ･発見 ･

ほっとけん-",蒲生町立蒲生東小学校:pp.50-51

佐野藤右衛門 ･山田勇 ･嘉田由紀子･1991:緑との共生 いま取り戻せ(座談会記録):京都新聞.1991/5/25

票田由紀子:1991'水と環境:"日本史の中の環境破壊l'(国立歴史民俗博物館10周年記念フォーラム講演鈷):

pp･10-13

嘉田由紀子:1992･水質汚染の社会 ･文化的構造(講演記録)"地球環境問題も足もとから●-,関西水圏機構:

pp46-51

嘉田由紀子:1992.人間と環境.人間 ･環境学研究科創立記念シンポジウム(パネル記録):人間 ･環境学

(1):93-106

嘉田由紀子:1992.のぞいて､さわると見えてくる･一一水の個性と暮らしの濃淡-I,現代農業臨時増刊号I

pp･188-195

嘉田由紀子:1992:交流する博物館づくり:月刊みんぱく:1992(4):1

票田由紀子:1992:ホタルの風景論-その文化論的アプローチ:中央公論 :1992(7):288-297

嘉田由妃子:1992.水とわたしたちのくらし:母のひろば:(339):2-3

河合隼雄 ･嘉田由紀子･1992:人間の′いま自然環境は(座談会記録).読売新聞:1992/3/27

嘉田由紀子:1992.なぜ､いま参加型調査なのか?:"シロウトサイエンスのサイエンス'.(琵琶湖研究所シン

ポジウム記鈷):10.5-8

増井 ･票田由紀子:19921水と文化を語る(座談会記録):けんせつ滋賀:1992(1).6-17

票田由紀子.1992

嘉田由紀子:1992

嘉田由寮己子:1992

嘉田由紀子ニ1992

嘉田由紀子.1992

票田由紀子:1992

嘉田由紀子:1992

蓑田由紀子･1992

ホタルの比較文化:京都新聞:1992/6/27

し尿どうする:京都新聞:1992/6/28

シリーズのおわりに-京都～近江文化考一二京都新聞･1992/6/30

メンダーレディー･京都新聞:1992/2/28

四次元のメディア.京都新聞:1992/4/8

ウテク水とアライ水:京都新聞 1992/6/3

ホタルは人と仲良し:地域情報･132:21

コミってなあにフ:地域情報:133:13

猪飼峯隆 ･嘉田由紀子:1992:自然や文化を大切にできる人づくりのまち(対談記銀):一一栗東町町勢要覧

1992":pp.12-15

嘉田由紀子:1992:川と子ともたち-その理科と社会科-:"それいけ IJIJの探横隊■,湖東町立湖東第二小

学校,pp.2-4

上原恵美 ･木村至宏 ･宗田由紀子:1993湖国の自然と文化を語る(鼎談記富ま):湖国と文化:(62):12-23

嘉田由紀子:1993:生活現場からみた環境問題:国語教育相談室:402:5-7

嘉田由紀子:1993:湖辺からあふれる文化の息吹(インタビュー):郷土:1993/4/15

嘉田由紀子:1993:自然系での環境教育:‖環境教育のための人づくり･場づくり'',(財)日本地域開発センタ

ー:PP.15-20

嘉田由紀子:1993二たかが川の名前･- :環境と文明:1(3):4

嘉田由紀子:1993二参加型水利用調査が描きだすこと:一層生町の人と水川(環境総合研究所編):pp.380-390

嘉田由紀子:1994:水の使いまわし文化と生活排水:l層生町の人と水一生活排水編-..(環境総合研究所編):

pp･180-187

嘉田由紀子:1994二水環境へのまなざしを取り戻すために(インタヒュー)･月刊みんぱく:1994(3)2-7

青木繁 ･秋山道雄 ･票田由紀子 ･重松敏則 ･島田佳津比古 ･浜端悦冶 滋賀県でのエコツーリズム(座談会
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記録):1993:琵琶湖研究所所軸:(ll):39-59

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

蓑田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

1993:湖辺からあふれる文化の息吹を:郷土:111:1

1993･自然科学からの環境教育:環境教育のための人づくり･場づくり

1993･ホタルと田んぼ:CⅨ:レポー ト42:1

1994:遠い水近い水:ぼけっと:49

1994:水神さんコメンナサイ:G EO.1(9):ll

1995:琵琶湖周辺における人の暮らしの変遷と生き物:賃料提示型環境復元法を通 して.''生態

学からみた安定社会●(川郡部浩鼓 ･遊磨正秀編):pp.245-260

蓑田由紀子:1995:書評 清水みゆき曹一視代日本の反公害運動●●:農林水産図書資料月報･9:266

嘉田由紀子:1995:6年目のホタルダス:私たちのホタル:6号:15-22

嘉田由紀子･1995･水辺の遊び今昔･瓦版8号:1

嘉田由紀子:1995二昭和史の中の天野川ホタル:■■天野川源氏蛍の保護70年の歩み日,天野川源氏蛍を守る会

pp.14-16

嘉田由紀子･1995:科学技術の進歩と人間生活:全国理科教育大会滋賀大会会報139･づ0

嘉田由紀子:1995:マルチメディア時代の博物館:毎日新聞:1995/ll/17

嘉田由紀子:1995:水と暮らし-戦後50年の変化の中で:1.森の教室一生物賛歌■t(久山喜久雄編),淡交社:

pp.172-181

嘉田由紀子 1996:シロウ トサイエンスのススメ:BRH(生命誌研究館):11号:1

蓑田由紀子:1996:止まっているホタルはヘビの目:lLLUME:15号:24-25

嘉田由紀子:1996:水をめぐる歴史や文化が記銀されていた･'.琵琶湖 ･水物語…(前野隆資写真集),平凡社･

4-5,pp.118-127

嘉田由紀子･1996ニ写真で辿る重吉琶湖 ･水物語:宗軸二1996(2).pp.52-53

嘉田由紀子:1996.書評秋道智弥著■■なわぼりの文化史一海 ･山 ･川の資源と民俗社会":民俗文化:8:273-

280

嘉田由紀子:1996:江戸時代の重吉琶湖の漁業権.結果としての資源保全:人づくり風土記.滋賀:26･189-

196

票田由紀子二1996:澄んだ湖を守った用水 ･排水のしきたり:人づくり風土記,滋賀:26:204-210■■

嘉田由紀子.1996:現代日本人にとっての水環境:人環フォーラムニ京都大学大学院人間環境学研究科‥1:26-

29

嘉田由紀子:1996:｢生活世界の環境学｣長谷川公一氏の書評にこたえて:ソシオロジ:127.78-82

嘉田由紀子:1996:船で訪れてほしい琵琶湖博物館:京都新聞:1996/8/19

嘉田由紀子:1995:琵琶湖の生活文化から21世紀を生きる糧を二出版ダイジェス ト.1996/6/20

川郡部浩栽 ･嘉田由紀子:1996:うごきはじめた琵琶湖博物館 (対談):フロント:10:15116

嘉田由紀子:1995:蒸 し風呂:中日新聞･1996/9/16

嘉田由紀子:1996:湖の水位変動と生き物:京都新聞.1996/9/30

小林達雄 ･票田由紀子:1996･湖.水,くらし,人々O必要条件としての住民参加 (対談):月刊ミュ

ゼ:19:4-8

嘉田由紀子.1996:信頼の上に築きたい博物館:京都新聞:1996/11/20

蓑田由紀子:1996:琵琶湖の生活,写真で語る:日本経済新聞･1996/12/3

蓑田由紀子:1997:世界の古代湖,マラウイ湖:京都新聞:1997/1/23

嘉田由紀子:1997:湖の自然と人のかかわりを"環境展示",琵琶湖博物館 (インタビュ-):BIO-City:
10:66-72

嘉田由紀子 ･今森光彦:1997至∈琶湖からのメッセージ (対談):日立:2:2-8

1C.学会講演など
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嘉田由紀子:1979.農家の兼業化と直系家族制度:日本農業経済学会,東京

嘉田由紀子:1983･湖岸集落の環境変遷と家族の継続性:関西農業経済学会,大阪

嘉田由紀子･1986:湖沼環境の変遷と地域社会:琵琶湖 ･太湖湖沼科学研究シンポジウム,南京,中華人民共

和国

嘉田由紀子:1988:環境保全の基礎情報としての地域情報:日韓環境シンポジウム,ソウル,大韓民国

嘉田由紀子:1990二村落資源管理の百年.村落社会研究大会,高知

Kada,Yuklko:1992,Socl0-CulturalApproachtoWaterEnv汀OnmentProblems:Env汀OnmentandCulture

SymposiumbySiamSociety,Chengmay,Thalland

Kada,Yukiko:1994■EnvlrOnmentallmpIJCationsofWaterResourceManagement:lnternationalCommon

PropertyResourceMeeting,Manila,PhiHplneS.

遊磨正秀 ･嘉田由紀子:1995:水辺の変化と生物相の変遷- ｢水辺の遊び調査から｣.第 5回国際景観生態

学会日本支部大会,つくば市

遊磨正秀 ･宗田由紀子 ･藤岡康弘:1995:水辺の生物相と遊びの時代変遷- 3世代アンケー ト調査から-:

土木学会環境システム研究会,大津市

嘉田由紀子:1995:村落社会研究と環境間詔:日本村落研究学会近畿支部大会,京都

遊磨正秀 ･嘉田由紀子:1995:琵琶湖周辺における淡水生物相 90年の変遷･第42回日本生態学会大会,盛

岡

嘉田由紀子:1996:余呉湖は誰のものか 7-その生活実践と上下流葛藤の歴史から-:環境社会学会,松坂

2.交流サービス事業に関する業練.

2b.定期の講義､実習など

嘉田由紀子 1981:文化人規学入門:関西大学非常勤講師

嘉田由紀子.1990-91･生活文化論二滋賀文化短期大学非常勤講師

嘉田由紀子11991-93:環境社会学.能書大学非常勤講師

嘉田由紀子.1993-96:地域文化環境学:京都大学大学院人間 ･環境学研究科非常勤講師

2C.短期の講義,講演,研修,観察会,見学会など

票田由紀子:1985年4月.琵琶湖と私たちのくらし:水道協議会

票田由紀子二1985年7月･滋賀の農村社会と琵琶湖:第30回滋賀県農協,次代の幹部職員養成講習:滋賀県農

協中央会 ･滋賀県農協会館4階第2教室

嘉田由紀子:1985年8月 環境史からみた琵琶湖と人々の暮 らし:滋賀県立図書館 '.夏休み"滋賀県文化講座:

･同1階会議室

票田由紀子:1985年9月:琵琶湖と私たちのくらし-環境史研究の立場から-1消費生活センターリーダ-義

成講座

嘉田由紀子:1985年10月:琵琶湖 ･淀川をめぐる上下流関係の歴史一環境史研究の立場から-:第20回青年セ

ミナ- ｢現代を考える｣,大阪市教育委員会中央青年センター ･大阪市立重臣琶湖青少年の家

票田由紀子･1985年4月:バネラ-:第1回寺山せっけん大会:寺山市石けん使用推進連絡協議会:寺山市

票田由紀子.1985年12月:コーディネーター.碧いびわ湖県民作戦会喜寿'17オーラム人と地域":甲西勤労者

体育センター

嘉田由紀子:1985年11月･栗東青年会議所11月公開例会.栗東青年会議所 栗東町

嘉田由紀子･1986年2月:重吉琶湖の諸問題と琵琶湖研究所の役割一地域環境情軸システム整備の立場から:義

賀県高等学校社会化教育研究会 ･地理部会:滋賀県重吉琶湖研究所-

票田由紀子:1986年3月.びわ湖を汚さない考えをなお持とう:真野婦人学級(真野学区地域婦人会):大津市
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立真野公民館

票田由紀子:1986年3月:

嘉田由紀子:1986年3月:

蓑田由紀子:1986年4月:

嘉田由紀子:1986年5月:

蓑田由紀子:1986年5月:

嘉田由紀子:1986年6月:

真田由紀子二1986年6月:

嘉田由貴己子:1986年7月:

蓑田由紀子:1986年7月:

嘉田由紀子:1986年8月･

嘉田由紀子:1986年9月:

研修会二寺山市

嘉田由紀子:1986年9月:

研修会:寺山市

嘉田由紀子:1986年9月:

蓑田由紀子:1986年10月

県地域環境情報システムの整備と利用:昭和60年度市町村東経主管課長会議

滋賀県企画部:共済会館 ｢びわこ｣

環境問題と村落社会研究.村落社会研究会:京都市

環境人間学の方法論:環境史研究会:滋賀県琵琶湖研究所

コンピュータで見る地域の環境:泉陽信用金庫経済同友会:貝塚市

わたしたちの暮らしと琵琶湖:史が女性の会:滋賀県至己琶湖研究所

びわ湖と人びとのかかわり:消費生活センターくらしの専門講座.彦根市

地域社会の変化と琵琶湖:環境教育講座.滋賀県琵琶湖研究所

社会学からみた甲賀地域の特性:甲賀経済クラナ 水口町

パネラーー琵琶湖研究者の立場一･滋賀県琵琶湖研究所

間発に果たす女性の役割:自然 ･人 ･Shiga大津JC婦人教育セミナーBブロック

パネラー新しい文化の創造-:自然 ･人 ･Shlga大津JC婦人教育セミナーBブロック

合意形成のための情報システム:大阪能率研究所マネジメントスクー ル:大阪市

:パネラー水利用の変化と文化の危機-琵琶湖を例として･環境上水質汚濁防止法15

周年記念シンポジウム:東京

蓑田由紀子:1986年10月:くらしと琵琶湖:消井生活センターくらしの基礎講座パネラー:長浜市

嘉田由紀子:1986年10月:琵琶湖の歴史と文化:県民環境講座:近江八幡商湖船上

嘉田由紀子:1986年10月:パネラーー遠い水 ･近い水-:西条市名水シンポジウム:西条市

蓑田由紀子 ･大西行雄:1986年11月:ビデオプリゼンテーション-環境問題への視覚的アプローチー:lLECセ

ミナー:滋賀県琵琶湖研究所

蓑田由紀子

蓑田由紀子

蓑田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

票田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

1986年12月

1986年12月

1987年2月:

1987年2月:

1987年2月:

1987年3月:

1987年3月･

1987年3月･

嘉田由紀子:1987年4月

嘉田由紀子:1987年5月

蓑田由紀子:1987年5月

嘉田由紀子･1987年6月

蓑田由紀子:1987年6月

嘉田由紀子:1987年6月

蓑田由紀子:1987年7月

嘉田由紀子:1987年7月

嘉田由紀子:1987年7月

嘉田由紀子:1987年7月

嘉田由記子:1987年7月

蓑田由妃子:1987年8月

嘉田由紀子:1987年8月

会:大津市

:わたしたちのくらしとびわ湖:瀬田北中学校環境教育講演会･大津市

:環境問題と住民生活:湖南公害防止協会役員 ･評議昌研修会:革津市

環境問題と住民生活.愛媛県公害防止協会講演会:松山市

生活者からの発想をいかした農村整備:農村計画研修会･大津市

環境問題と住民生活二近畿農政局公害防止連絡協議会公害防止管理者研修:神戸市

自治体とコンビュ-タ･近畿地区自治体研修職昌研修 滋賀県至喜琶湖研究所

滋賀県内保健所職員研修:滋賀県琵琶湖研究所

わたしたちのくらしとびわ湖:寺山市玉津公民館二寺山市

Zt=邑琶湖の将来一滋賀のロマンー:栗東ローターリ-クラブ

私たちのくらしと琵琶湖:大津青年会議所:大津市

文化としての環境問題:瀬戸内海環境保全連絡会･神戸市

水と想像力:全国水環境保全シンポジウム:島原市

文化としての環境問題:京都市環境週間講演会∴京都市

水利用の変化と環境問題:地域住民と川づくりシンポジウム:那覇市

私たちの重吉琶湖:消費生活センター暮らしの専門講座･葺津市

森 ･水 ･琵琶湖:伊吹町林業大学校:伊吹町

水と生活文化:長岡京川を美しくする会:長岡京市

これからのムラのあり方:甲賀経友会例会:甲賀町

水環境の保全と住民 ･行政:鹿児島市河川浄化研修会.鹿児島市

いま,琵琶湖は--:京都新聞マーケッティングフォーラム.寺山市

日本における水の文化と水道:全国水道企業団水道事業推進連綿協議会合同研修
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蓑田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

1987年9月:

1987年10月

1987年12月

1987年12月

1988年1月:

1988年2月:

1988年5月:

日本の水の文化と水道のあり方:岐阜県水道研修大会:岐阜市

･くらしと琵琶湖:消費生活センター暮 らしの基礎講座:信楽町

:びわ湖のロマン:長浜市役所:長浜市

:環境づくりの主体は住民 八日市市清水町の環境を考えるつとい･八日市市

文化としての環境問題:豊岡保健所水質保全研修会:豊岡市

山口県水質保全研修会･山口市

地域社会における水害への対応一重∈琶湖西岸の1村落の実例より-:水質汚濁研究会

西部支部会:大阪市立環境科学研究所

嘉田由紀子:1988年5月:生活文化と環境問題-国勢比較の視点から,琵琶湖と人間のかかわりの歴史をみる

一･No.63環境教育講座(第1回):滋賀県総合教育センター

票田由紀子:1988年5月:私達の暮 らしと琵琶湖･美 しい湖国をつくる会総会:滋賀県婦人センター会議室

某田由紀子:1988年6月:水環境と生活文化二吹田市環境講演会:吹田市メイシアター

嘉田由紀子:1988年6月.世界の女性の生き方:大津商工会議所婦人会昭和63年度通常総会:ホテル紅葉

嘉田由紀子:1988年6月･水と人とのかかわりから生まれた文化:どんぐり講演会.どんぐりの会 ･八日市文

化芸術会館

養田由紀子:1988年6月.環境と生活一今 ･むかし一水環境フォーラムー63-清 らかな水環境を求めて-:環境

庁 ･第5台同庁舎2F共用第6会議室

嘉田由紀子:1988年6月.意見交換-コーディネーター-:身近な環境を考える親子のつとい:近江八帽保健

所 ･近江八幡市文化会館ホール

嘉田由糸己子･1988年6月:琵琶湖とひとびとのくらし:第14回関西公害防止管理者交流会･滋賀県環境保全

協会 ･琵琶湖ランシンク船上

票田由紀子:1988年6月.地域の文化的環境から学ぶこと一地域環境研究の立場からの環境教育とは-:環境

教育実践推進校指定校のための職員の研修:滋賀県立長浜北高校

票田由紀子:1988年6月:琵琶湖と人々のかかわり:昭和63年度 くらしの専門講座:滋賀県立消費生活セン

タ一 ･センター3階研修室

嘉田由紀子:1988年9月:水のふるさと朽木･ふるさと講座-ふるさとに学ぶ [山村ネットワーク]一･朽木村

教育委員会社会教育課 ･朽木村公民館大ホール

票田由紀子:1988年9月:私達のくらしと琵琶湖:ふるさと:琵琶湖学習シリーズ:大津市立南郷公民館

嘉田由紀子:1988年9月:詫琶湖と生活一湖辺の生活環境の歴史からみる-:社会教育における環境 [琵琶湖]:

滋賀県教育委員会社会教育課 ･滋賀県琵琶湖研究所

嘉田由紀子:1988年9月 水と生活文化一琵琶湖周辺の歴史的変化を中心として一.山口県水質保全研修会:大

阪市巽小学校PTA:巽小学校pTA･滋賀県琵琶湖研究所

嘉田由紀子.1988年10月8:くらしとびわ湖:昭和63年度 くらしの基礎講座:滋賀県立消費生活センター ･

滋賀県立近代美術館

慕田由紀子.1988年10月･水環境を守る生活-世界 ･日本 ･重吉琶湖そして高島-:水環境を守る生活推進高島

町協議会:高島町 ･町役場

嘉田由紀子:1988年10月･水とくらし一今 ･むかし-:岡山市児島湖流域水質浄化推進員講演会及び総会:岡

山市環境保全課 ･岡山市内

嘉田由紀子･1988年11月.水環境と生活文化-地域の歴史的と文化から学ぶ-:第4回環境セミナー主婦とと

もに考える生活排水対第-台所から浄化槽まで-:(財)三重県環境保全事業団 ･協賛地婦連箪 ･事
業団

嘉田由紀子:1988年11月:比較湖沼文化論のこころみ一環境問題に人類学はいかに発言できるか?-,環境史

研究会:京大会館 ･環境史研究会

嘉田由紀子:1988年11月:水と生活文化-その歴史的変遷-:昭和63年度環境保全講演会･西宮市 ･西宮市内

嘉田由紀子:1988年11月:地域の水文化と身近な環境づくり:大津市公害監視委員会の第7期発足総会:大

津市 ･大津市勤労福祉センター

嘉田由紀子:1988年12月:〈らしと至E琶湖:市民憲章講座:彦根市教育委員会 ･彦根市稲枝地区公民館
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嘉田由紀子:1988年12月:水環境と生活文化:マキノ町水環境を守る生活推進協議会設立総会:マキノ町 ･

土に学ぶ里研修センター

嘉EEl由紀子:1989年1月:琵琶湖と私達の街-水辺の環境調査の提案-:びわ湖とわたし達の街:ガール ･スカ

ウ ト滋賀県支部 ･草津市勤労福祉センター

嘉田由紀子:1989年1月:環境問題と住民生活:長浜保健所館内市町環境公害担当課長 ･職員研修会:長浜保

健所 ･市役所

嘉田由紀子:1989年2月:環境問題と住民生活:志賀町水環境を守る生活推進協議会:志賀町生活環境課 ･志

賀町民センター

嘉田由紀子:1989年3月:農業における女性の役割:近較農業を考える女性の会:近畿農政局 ･農政局

蓑田由紀子:1989年3月:滋賀の水-その歴史と文化一.市町村協議会研修交流集会:びわ湖を守る水環境保全

県民運動 ･滋賀県琵琶湖研究所

票田由紀子:1989年3月:身近な生活環境を調査する一社会学視点から-:近な生活環境研究委員会･日本水質

汚濁学会 ･京都市内

嘉田由紀子 1989年5月:水とくらし今むかし 京都南ロータリー例会:村田機械K.K.･京都グランドホテル

嘉田由紀子.1989年5月:調べてみよう私たちの水環境.平成元年度定期総会(碧い王看琶湖をめざして):木之

本中央公民館

嘉田由紀子:1989年6月:水環境フォーラム:環境庁水質保全局 ･銀座ガスホール

嘉田由紀子:1989年6月:郷土史と自分史の接点:郷土を語ろう会:長浜市 ･長浜市立図書館

嘉田由紀子:1989年7月:近江の水との歴史と生活:講演会と歌の夕べ:大宝小学校PTA

嘉田由紀子:1989年8月:望ましい水とのつきあい:第5回記念全国水環境保全市町村シンポジウム ･1989,

名水の里くろべ:全国水環境保全市町村連絡協議会 ･富山県真部市 ･真部市民会館

嘉田由紀子:1989年8月

祉会館 ･臨湖

票田由紀子

蓑田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

1989年8月:

1989年9月:

1989年10月

1989年11月

1989年11月

1989年11月

ンター

嘉田由紀子:1989年12月

コーディネーター:湖北のみずかんきょうシンポジウム:長浜保健所 ･長浜勤労福

水の汚染について:水質汚濁研究セミナー:水質汚濁学会 ･東京自動車会館

水とくらし:今津町生活学校:今津町 ･公民館

:暮らしとびわ湖:消費生活センター講座二消費生活センター ･彦根市

:水を汚さない工夫について:大津市地婦連 ･滋賀県琵琶湖研究所

:自然と私たちのくらし:本庄市老人大学 本庄市 ･本庄公民館

:農業と教育環境:滋賀県農業高校教師講演会:滋賀県農業高校 ･農業教育情報セ

:パソコン通信ネットワークの試み:情報と日本人シンポ:民情 ･民情

真田由紀子:1990年1月o:水とくらし今 ･昔･彦根市民憲章講座:河瀬地区公民館

票田由紀子:1990年2月:農村と女性のくらし･湖北農村女性の会:湖北農業改良普及所 ･長浜市

嘉田由紀子:1990年2月:びわ湖の環境:伊吹町甲津原講演会:東葦野中 ･甲津原中

嘉田由紀子:1990年3月:住民参加による環境調査の理念と実践:日本化学教育学会 日本科学教育学会 ･滋

賀県琵琶湖研究所

嘉田由妃子:1990年4月:水環境と新しい生活文化への視点一地域における取り組みから-:(社)東京青年

会議所例会二東京商工会議所会館

嘉田由紀子:1990年4月:人文科学からみた環境問題:公害研究同人研究会:公害研究 ･京都栄屋

嘉田由紀子:1990年5月.パネリス ト環境とネットワーキングー(環境問題の取り組みとパソコン ･ワープ

ロ通信の可能性)

嘉田由妃子:1990年5月:農村の環境を見直しましょう:日野町農協婦人部日野農協会館

嘉田由紀子:1990年6月:開発による湖岸の暮らしの移り変り:環境教育講座(第2回)･琵琶湖文化館 ･琵琶

湖上

嘉田由紀子.1990年6月:環境問題と風景 湖沼LOM会議.(社)大津青年会議所 ･至巨琶湖ホテル

票田由紀子.1990年7月:伝承の発見一郷土 ･長浜を語る-.自分史講座:長浜市立図書館 ･長浜市立図書館
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嘉田由紀子.1990年7月:暮らしと琵琶湖:寺山市各種婦人団体連絡協議会:寺山市各種婦人団体連絡協議

所 ･滋賀県琵琶湖研究所

蓑田由紀子 1990年7月:水と生活と文化一琵琶湖から見た高島-:高島郡消兼学習グループ連絡会総会の記

念:地場産 しんあさひ視聴覚室

嘉田由紀子.1990年7月:至喜琶湖の水-その歴史と文化-:日本赤十字社大阪府支部地域奉仕団の研修会:日本

赤十字社大阪府支部 ･比叡山国際観光ホテル

嘉田由紀子:1990年7月:調べてみよう私たちの水環境一町歩き.村歩きから見えてくること:第48回八日市

市民大学:八日市市教育委員会生涯教育課 ･県立八日市文化芸術会館

嘉田由紀子:1990年8月:琵琶湖と環境問題一水と人とのかかわり-:彦根市福寿大学:彦根市教育委員会 ･彦

根市老人福祉センター

嘉田由紀子:1990年9月:水環境と新しい生活文化への視点一地域における取り組みから-:第11回すぼるフ

ォ-ラム ｢近畿の新しい生活文化を考える｣ (潤いある町づくりと湖国滋賀):近畿開発促進協議

会 ･滋賀県庁新館大ホール

嘉田由紀子.1990年9月:パネラー:ジョイントセミナー ･21世紀の光と影一様々な環境問題をとらえて-:

(社)ガールスカウト日本連盟滋賀県支部 ･県立婦人センター大ホール

嘉田由紀子:1990年10月:すみやすい環境の創造とネットワーキング:190くらしの専門講座:県立消兼生活

センター ･県立消費生活センター

嘉田由紀子:1990年10月

票田由紀子:1990年10月

票田由紀子:1990年10月

室

嘉田由紀子:1990年11月

琵琶湖研究所

嘉田由紀子:1990年11月

嘉田由紀子:1990年11月

所

票田由紀子:1990年11月

環境教育を考える:10月例会 ･びわこ委員会:大津JC大津商工会議所

本県の環境汚染について:教職員研修会:県立伊吹高校 ･県立伊吹高校

これからの水環境:校内研究会:大津市立唐崎小学校 ･大津市立唐崎小学大会誘

くらしと琵琶湖:平成2年度くらしの基礎講座:県立消費生活センター ･滋賀県

パネラー:食文化シンポジウム:葺津県事務所 ･県民課 ･野洲町立文化小劇場

水と人との関わり:第7回女性教室:県立消費生活センター ･滋賀県琵琶湖研究

近江の水と歴史-その比較文学的考察-:平成2年度全国給水衛生積査協会近簸支

部研修会:共済会館びわこ

蓑田由紀子:1990年11月:助言者二結婚相談活動推進会議:滋賀県農林漁業後継者特別対策基金 ･滋賀県商

工労働会館

票田由紀子:1990年11月:水と生活と文化:生活排水を考えるフォーラム:山形県環境保健部 ･遊学館

嘉田由紀子:1990年12月:くらしとびわ湖:■91｢くらしの基礎講座｣:県立消費生活センター ･県立消費生

活センター

嘉田由紀子:1991:琵琶湖の環境問題について:ボランティアスクール.･栗東町立栗東中学校

票田由紀子:1991年1月:女性と環境-比較文化の視点から-:栗東町民教養大学 (いのちを考える)一女性か

らの提言-:栗東町文化体育振興振興事業団 ･栗東町立中央公民館

嘉田由紀子:1991年1月:水環境意識調査結果について ･長野県水環境保全総合計画(理念,方針)についてA

環境保全目標についてBその他 ･長野県水環境保全懇話会:長野県生活環境部

宗田由紀子:1991年2月

西公民館館

嘉田由紀子:1991年2月

嘉田由紀子:1991年2月

嘉田由紀子:1991年3月

興会

票田由紀子:1991年3月

嘉田由紀子:1991年3月

私たちにできること一身近な環境づくりと環境調べー:住民教養講座･栗東町立冶田

平成2年度近畿 ･北陸地区日本農業新聞特別通信員研修交流会:

国立民俗学博物館共同研究会:国立民侶学博物館

身近な環境づくりと環境教育:研究発表会 ･幼 ･′ト･中学校教員:能登川町教育振

コミと遊ぶ会:近江八幡文化会館

ホタルダスとヨミグスー身近な環境調べよう-:平成2年度滋賀県生活学校大会:衣

賀県住みよいまちづくり運動推進協議会 ･逢坂ビル
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嘉田由糸己子:1991年4月:

嘉田由紀子:1991年5月:

嘉田由紀子:1991年5月:

蓑田由紀子:1991年6月:

嘉田由紀子:1991年6月:

嘉田由紀子.1991年6月:

嘉田由紀子.1991年6月:

蓑田由紀子,1991年7月:

嘉田由紀子:1991年7月:

蓑田由糸己子:1991年7月:

蓑田由紀子:1991年7月:

嘉田由紀子･1991年7月:

蓑田由紀子:1991年8月:

嘉田由紀子:1991年9月:

票田由紀子:1991年9月.

嘉田由紀子:1991年9月二

嘉田由紀子:1991年9月:

ル

嘉田由紀子:1991年9月:

嘉田由紀子:1991年9月:

嘉田由記子:1991年10月

嘉田由紀子:1991年10月

嘉田由紀子:1991年10月

嘉田由鼻己子:1991年11月

嘉田由紀子:1991年11月

嘉田由紀子二1991年11月

嘉田由紀子:1991年11月

嘉田由紀子:1991年12月

嘉田由紀子:1991年12月

嘉田由紀子二1991年12月

嘉田由紀子:1992年1月:

嘉田由紀子:1992年3月:

嘉田由紀子:1992年5月:

嘉田由紀子:1992年5月:

嘉田由紀子:1992年5月:

嘉田由紀子:1992年5月:

嘉田由糸己子:1992年6月:

票田由紀子:1992年6月:

嘉田由紀子:1992年7月:

嘉田由紀子:1992年7月:

嘉田由紀子:1992年7月:

蓑田由紀子:1992年7月:

嘉田由紀子:1992年10月

嘉田由紀子:1992年11月

身近な環境づくりと環境教育二環境教育実践推進校説明会:近江八幡文化会館

暮 らしと環境について:蒲生町体育館会議室

びわ湖学習と湖東町の水環境:湖東町

滋賀水紀行:NHK大津放送局スタジオ

ホタルの住める環境をめざして:寺山市民ホール集会室

地域社会と水環境:北とぴあ

近畿の水とびわ湖～環境教育を考える～:大津市民会館大ホール

環境教育と郷土学習:滋賀県琵琶湖研究所ホール

水とわたしたちのくらし:酒EEl市民会餌

水 とくらしと子どもたち:蒲生町立蒲生東小学校

水質汚染の社会的 ･文化的構造:松江市プラバホール

私たちの暮 らしと水環境:高月町中央公民館大ホール

水と未来.寄居町中央公民館

琵琶湖の水文化と水道:近江八幡国民休暇村会議室

環境教育の身近な実践:甲南町立希望ケ丘小学校

新たなる環境哲学を求めて･三条烏丸ホテル京都

湖都で地球規模の話がしたい ｢長浜 らしさそして世界｣:ビス トロミュルノワー

近江の水:米原町中央公民館

水環境調査 ｢ホタルの研究｣:いこいの村 ･びわ湖

:環境教育について･滋賀県立草津東高等学校会議室

:水と私たちのくらし-至喜琶湖と鴨川の事例から:法然院講堂

二21世紀, くらしとまちをどう創る:滋賀会館中ホール

:琵琶湖博物館について･大津商工会議所

:自然 ･人 ･暮 らし:栗東歴史民俗博物舘

:地域に根ざした環境学習へのさそい:甲西町立希望ヶ丘小学校

:びわ湖と私達のくらし.びわ町立びわ南小学校

:くらしとびわ湖:滋賀県立消費生活センター

:もし,この町から農業がなくなったなら-:甲西町立菩提寺公民館大ホール

:身近な水環境から琵琶湖へ.浅井町南公民館

水文化と水質:日本学術会議講堂

身近な環境を見つめるための郷土学習:湖東町公民館大会議室

琵琶湖をめぐる生活文化と食生活:大津市生涯学習センター

水と生活文化:琵琶湖文化館

環境問題 と生涯学習:大津合同庁舎

琵琶湖と環境汚染について:滋賀県琵琶湖研究所会吉義室

ホタルの眼,ヒ トの眼.寺山市民ホール集会室

琵琶湖の環境から見た身近な環境の意味と変遷:滋賀県総合教育センタ-

身近な環境を見つめよう～水と私たちの暮 らし～:琵琶湖ホテル瑠璃の間

生活文化を継承する環境学習:浜田市合同庁舎大会議室

琵琶湖の水と生活文化:西浅井町文化小劇場

近江の自然と生活～琵琶湖からの発信～:長浜市市民交流センター

:くらしと琵琶湖:滋賀県立消費生活センター

:いま,みんなで考える滋賀の食事:滋賀県立婦人センター大ホール
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票田由紀子:1993年5月

嘉田由紀子:1993年6月

票田由紀子:1993年8月

嘉田由紀子:1993年8月

嘉田由紀子:1993年8月

水と生活文化:クサツエス トピアホテル

ホタルのお宿:琵琶湖博物館準備室観察会:大津市南庄

かいどり大作戦.琵琶湖博物館準備室観察会:蒲生町

小学校における環境教育のあり方:大津市立比叡平小学校図書室

琵琶湖と私たちのくらし:草津市草津アミカホール

嘉田由紀子:1993年10月･都市と農村の交流をどう進めるか一指 然と人との共生をめざして｣-:中主町

豊穣の里総合センター

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

票田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

嘉田由紀子

蓑田由紀子

1993年11月

1993年12月

1993年12月

1993年12月

1994年1月:

1994年2月･

1994年3月･

1994年4月.

1994年4月:

:水とくらし.蒲生町あかね文化ホール

:日本人の水文化と琵琶湖:龍谷大学コミュニティカレッジ

:至己琶湖と人とのかかわり:葺津市立常盤公民館

:環境問題と生活文化一水環境汚染を手がかりに.日本写真機光学機器積査協会

琵琶湖の環境文化と地域社会:琵琶湖グランドホテル

琵琶湖の環境と琵琶湖漁業の将来.共済会館びわこ

文化 ･生態 ･環境情朝一琵琶湖博物館の試み一 公害監視センタ-

滋賀の水環境と文化について:滋賀県琵琶湖研究所

生活文化の多様性をもたらす身近な生き物:京都大学生態学研究センター創立 3

周年記念講演会:大津市

民会館

蓑田由紀子:1994年10月:くらしとびわ湖:琵琶湖疎水記念館

嘉田由紀子:1994年10月.環境を思いやる経済 ･社会 ｢水が語る環境汚染｣:京都市女性総合センター環境

講座:京都市女性総合センター

嘉田由紀子･1994:変わりゆくふるさと常盤:ふるさと女性の会総会,葦津市

嘉田由紀子:1994:至喜琶湖からのメッセージ:近畿放送湖上シンポジウム,大津市

嘉田由紀子.1994:環境の問題と私たちの生活 大津市学校づくり推進校研究発表会,大津市

嘉田由紀子二1994至巨琶湖と私たちのくらし.粟津中学校講演会

票田由紀子.1994.シロウ トサイエンスと博物館の調査活動:兵庫県立入と自然の博物館

蓑田由紀子:1995年6月二ホタルのお宿 重吉琶湖博物館準備室観察会,山東町長岡

票田由紀子:1995年8月 かいどり大作戦:琵琶湖博物館準備室観察会,蒲生町

嘉田由紀子･1995･琵琶湖博物館開設準備室における住民参加の環境教育:千葉県立博物館自然誌シンポジ

ウム,千葉市

票田由紀子･1995:琵琶湖と私たちのかかわり.大津市市民教養大学,大津市

嘉田由紀子:199年.科学技術の進歩と人間生活 (八〇ネナ発言):平成7年度全国理科教育大会.第66回日

本理化学協会総会,革津市

票田由紀子･1995:琵琶湖周辺における人の暮らしの変遷と生き物- ｢資料提示型環境復元法｣を通 して

-:第 5回京都国際セミナー,京都府京北町

嘉田由紀子 ･戸田孝:1995･琵琶湖博物館における情報システムと画像情軸:マルチメディアシンポジウ

ム,大津市 (成安造形大学)

票田由紀子 ･中島経夫 ･小笠原便明:1995.(仮称)琵琶湖博物館の設置理念と運営計画:環境システム研

究学会:革津市

票田由紀子:1995:湖沼環境の多様な価値を研究/発見/交流する拠点としての湖沼博物館一琵琶湖博物

館の試み:第6回世界湖沼環境会議,筑波市

嘉田由紀子:1996年1月.近畿川ものがたり:ラジオ大阪

嘉田由紀子:1996年4月.湖とともに生きる-琵琶湖の交通 ･生活システムと文化:葺津市立サンサンホー

ル中会議室

嘉田由紀子:1996年 9月:環境と人間をかんがえる:大津市生涯学習センター

Kada,Y.:1996:ApproachtoRUalSocialandEnvironmentalChangesIACaseStudyofLakeBIWaArea,

一79-



Japan:UniversityofBucharest

嘉田由紀子:1996:水のくらしの変化と重吉琶湖博物館.夢現塾,甲良町

3.展示事業に関する業績

嘉田由紀子 ･森井源蔵:1996:農村のくらし.琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

嘉田由紀子:1996,くらしの中の水をしらべる:琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

嘉田由紀子･1996:蛇口のあるくらし:琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

嘉田由糸己子:1996.ホタルと人と環境と:琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

嘉田由紀子.1996:好きな生き物きらいな生き物.琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

嘉田由紀子･1996:水辺の遊び:琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

小笠原便明 ･嘉田由紀子:1996.近畿と琵琶湖:琵琶湖博物舘常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

票田由紀子:1996二にんぎょうげきじょう:琵琶湖博物館常設展示 ｢ディスカバリール-ム｣

嘉田由紀子:1996:世界の トイレ､日本の トイレ:琵琶湖博物館屋外展示

嘉田由紀子 ･小笠原俊明.1996:前野隆資写真展 ｢琵琶湖 ･水物語｣.琵琶湖博物館開館記念プレ展示･

4.資料整備事業に関する業績

票田由紀子:1989-1996:ホタル生息調査基礎資料､生息分布と参加者の声､4000ヶ所分.琵琶湖博物

館環境調査基礎資料

嘉田由紀子 ･戸田孝:1993-1996:コミュニティ水環境カルテ､500集落分:琵琶湖博物館環境調査基本

資料

5.情報事業に関する業績

大西行雄 ･嘉田由紀子.1984:回転水槽で何をみるか-琵琶湖の環流をさぐる-:琵琶湖研究所広報用ビデ

オ (英語､日本語)

前田広人 ･大西行雄 ･熊谷道夫 ･嘉田由紀子.1985.どこまで予測できるか一重∈琶湖における無酸素化現

象-:琵琶湖研究所広報用ビデオ (英語､日本語)

嘉田由紀子:1986:琵琶湖に生きる人びと-漁業者の目､科学者の日-:琵琶湖研究所広報用ビデオ (日本

語､英語)

嘉田由紀子:1988･｢調べてみよう､身近な環境｣:琵琶湖研究所広報用ビデオ

大西行雄 ･嘉田由紀子:1986-1988:滋賀県地域環境ア トラス､2000枚の環境地図集･環境情報データ

ベース

大西行雄 ･嘉田由紀子･1988:うごくア トラス､フロッピー版滋賀県地域環境ア トラス

戸田孝 ･嘉田由紀子:1993:琵琶湖博物館情報システムの基本設計

嘉田由紀子.1994-1996:前野隆資写真コレクションCD化 ･カー ド化資料､2万点:至喜琶湖博物館映像基

本資料

票田由紀子 ･戸田孝:1996コ ミュニティ水環境カルテ･至喜琶湖博物館マルチメディア資料

嘉田由紀子,1996:ホタルダス､80人の声:至琵琶湖博物館マルチメディア資料

嘉田由紀子:1996:水辺の遊び､200人の描画 琵琶湖博物館マルチメディア資料

ー80-



KUSAKA,Shin90 草加 伸吾 森林水文学

1.研究業績

1a.論文など

近田文弘 ･葺加伸吾:1979:南部寸又川流域における森林植生の概要:"南アルプスの森林植生■-(近田文弘

絹):静岡大学理学部生物学教室:静岡:pp.36-44

Kusaka,S.,Nakane,K.,Mitsudera,M∴1983:EffectoHireonwaterandmajornutrientbudgetsinforest

ecosystems･LWaterbalance:Jap･J･Ecol∴33二323-332

Nakane,KリKusaka,S.,Mitsudera,M.,Tsubota.H.:1983:Effectoffireonwaterandmajornutrient

budgetsinforestecosystems･H.Nutrlentbalances,input(precipitatlon)andoutput(dLSCharge):

Jap.｣.Ecol∴33:333-345

1b.その他の印刷物

草加仲吾 ･中根周歩 ･三寺光雄 ･坪田博行:1981:山火事が森林生態系の物質循環に及ぼす影響:第25回日

本生態学会中四国大会講演要旨集:p.12

草加伸吾 ･中根周歩 ･三寺光雄 ･坪田博行:1981:山火事が森林生態系の物質循環に及ぼす影響 日.塩類

(K',Na',Mg2',Ca2+)の動態.第25回日本生態学会中四国大会講演要旨集:p.12

草加伸吾 ･中根周歩 ･三寺光雄 ･坪田博行:1984:山火事が森林生態系の物質循環に及ぼす影響.ll.塩

類(K+,Na+.Mg2+及びca2+)の動態:第28回日本生態学会大会講演要旨集:p.139

草加伸吾 ･小川房人:1984二奈良春日山地域における植生と水質(l):第31回日本生態学会講演要旨集:p.21

葦加伸吾 ･小川戻入:1984･奈良春日山地域における植生と水質(lり:第31回日本生態学会講演要旨集:p.23

草加伸吾 ･小川房人:1987:奈良春日山地域における植生と水質(‖):第31回日本生態学会講演要旨集:

p･291

Kusaka,S.,Ogawa,H∴1990:The州 uenceofvegetationonstreamwaterchemistry:TheanalysISOf

contlnUOUSObservat10ndatadurlngheavystorms:VintemationalCongressofEcology:p.360

草加伸吾:1995:(仮称)滋賀県琵琶湖博物館について:楓:14(49):ll-14

車力ロ伸吾:1995:琵琶湖の水は森から生まれる:湖国と文化 (74):82-85

葦カロ伸吾 ･浜端悦治:1996:森林土壌の水質形成過程 (I)-降水土壌浸透水,淫流水の組成比較-:第42回

日本生態学会講演要旨集:86

1C.学会講演など

葦加伸吾 ･浜端悦冶:1995:森林土壌の水質形成過程 (l)一陸水､土壌浸透水､浸透水の組成比較-:莱

42回日本生態学会:岩手大学人文社会学部

草加伸吾:1995.朽木土壌の理化学性と土壌浸透水の水質組成の対応:集水域研究会:琵琶湖研究所
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TAKAHASHl,Keiichi 高橋 啓一 舌脊椎動物学 (歯学博士)

1.研究業練

1a.論文など

日本橋ナウマンゾウ研究グループ:1978:東京日本橋浜町に於けるナウマンゾウ化石の発掘について:地球

科学:32:83-85

高橋啓一:1979:-ナ ウマンゾウ日の産地 ･文献目録.化石研会誌:12:69-74

野尻湖晴乳類グループ:1980:野尻湖層産のナウマンゾウ化石:地質学論集:19:167-192

高橋啓一 ･野苅家宏:1980:藤沢市天岳院下より産出した脊椎動物化石(予報):地質学雑誌:86:15-19

高橋啓一 ･神谷英利 ･黒岩俊明 ･小林将書 ･山岸勝治 ･磯田喜義 ･中島啓治 ･田中宏之:1981:群馬県嬬

恋村産のゾウ化石､および産出地の地質について:群馬県立歴史博物館紀要:2:1-23

日本橋ナウマンゾウ研究グループ二1981:日本橋浜町発見のナウマンゾウ化石について:東京都埋文報告

書:8:57-112,p.1-15

高橋啓一 ･小林巌雄 ･本間義治:1982:日本海の自山瀬より発見された長鼻頒臼歯化石:第四紀研究:21･

95-99

会津化石研究グループ:1982:福島県耶麻郡高郷村の塩坪jiから発見された海牛目化石について:地球科

学:36:282-284

高橋啓一 ･笹川一郎 ･五十嵐東 ･小林寛:1982:両側性に見出された示指伸筋(M.extensorindicis)の破格

例について:歯学:70:369-371

笹川一郎 ･高橋啓一 ･五十嵐東 ･森秀樹 ･小林寛:1982:両側性の僧帽筋停止艇弓と右側肩甲舌骨筋の破

格が同一個体に出現 した1例について:歯学:70二4391448

笹川一郎 ･高橋啓一 ･五十嵐東 ･森秀樹 ･小林寛:1982:左椎骨動脈破格の1例 歯学:70･449-456

岩崎信一 1高橋啓一 ･坂田公一 ･宮田建 ･小林東:1983:ジャコウネズミ顎下腺筋上皮細胞の電子昌男微鏡

的観察:歯学:71:518-522

高橋啓一 ･笹川一郎 ･小林寛:1983:前腕伸筋に見出された異常の2例について:歯学:71:576-580

lwasaki,S.,Takahashi,K,Sakata,K.,Mlyata,K.,Kobayashi,K∴1983:ElectronmlCrOSCOPIC

observationonmyoepitherialceHslnSubmandibuFarglandsoftheMuskshrew,SuncusmurI'nus:

Odontology:71:518-526

野尻湖晴乳類グループ:1984:第8次野尻湖発掘で産出したナウマンゾウ(Pa/aeo/oxodonnaumannl)頭蓋化

石:地団研専報:28.157-164

高橋啓一 ･間島信男:1984:日本産Mammuthus属の産地 ･文献目録:化石研会誌:17:13-15

小林東 ･岩崎信一 ･高橋啓一:1984:ビ-グル犬肝臓のDisse腔に見出された肥満細胞と伊東細胞の微細構

造について:重井医学年報:6:35-42

高橋啓一 ･沢村実:1985:ナウマンゾウの形態-浜町標本の復元を参考にして-:化石研会誌特別号:2:

26-26

高橋啓一 ･樽野博幸:1985:ナウマンゾウ臼歯の種内変異について:化石研会誌,特別号:2:35-41

Kobayashi,K.,lwasaki,SHTakahashi,K･,Ueno,M･,Nagai,H.,Suzuki,K･,Katsuya,T.:1985:Onthe

flneStructureOflto'sFat-storlngCellsinthe‥verofthemousefetusmaternaltreatmentwlth

vitaminA:Congenita=lnomalies:25:165-174

Kobayashi,K.,Sakata,K･,Miyata,K･,llnO,T･,Iwasakl,S.,Takahashi,K･:1985:MastceH-ltoceH

palrlngSfoundintheDisse-Sspecesinthe‥veroftheBeagledog:Arch.Histol.Jap∴48:483-496

高橋啓一 ･小林巌雄:1986:新潟県､第四系産長鼻類化石3標本の再横討:地球科学:40:39-46

高橋啓一 ･小林寛:1986:ナヌカザメの顔面神経:歯学:74:117-125
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野尻湖晴乳類グループ:1987:野尻湖層産の脊椎動物化石(1984-1986):地団研専報･32:137-158

柏崎ナウマンゾウ研究会:1987二五良市菅沢産 ?ゾウの臼歯化石について:新潟県地学研究会誌:21.45-48

高橋啓一 ･小林寛:1988:キンサメ(Chimaeraphanlasma)の顔面神経 一三叉 ･吉掴および迷走神経の形態

との比較検討:解剖学雑誌:63:1-ll

小林寛 ･宮田建 ･岩崎信一 ･高橋啓一:1988:ネコの舌乳頭における結合織乳頭の三次元構造:歯科基礎

誌:30:719-731

Kobayashi,K.,Miyata,K.,Takahasht,K･,Iwasakl,S･:1988:DevelopmentalandmorphologlCalchagesln

dog‖ngualpapI"aeandtheirconnectivetissue:NipponDenta=｣niv.AnnualPub∴22:10-11

柏崎ナウマンゾウ研究会:1989:新潟県柏崎市鯨波の上部更新続から発掘されたナウマンゾウ化石:地球科

学:43:49-53

柏崎ナウマンゾウ研究会:1989:新潟県柏崎市鯨波におけるナウマンゾウ化石産出層の14C年代:地球科

学二43:49-53

長漂一雄 ･高橋啓一･1989:山形県産の長鼻類臼歯化石:山形県立博物館研究報告:10:51-71

高橋啓一 ･小林寛･1989.ジャコウネズミの舌乳頭における固有屠乳頭の三次元構築について:歯科基礎医

学雑誌:31:363-371

柏崎ナウマンゾウ研究会:1989･柏崎市鯨波におけるナウマンゾウ化石の発掘 ･研究軸告書:柏崎市教育委

員会報告書:179pp.

高橋啓一 ･小林寛:1989:軟骨魚実頁の口腔底を支配する顔面神経の解剖学的研究一鼓索神経の相同性につ

いて:歯学:77:949-968

高橋啓一 ･野村正弘 ･小林巌雄:1989:佐渡島小木町堂釜産の鯨類(ツチクジラ属)頭骨化石の1標本:地球

科学･43:102-109

小林寛 ･宮田建 ･浅見知市郎 ･北島佳代子 ･吉橋啓一 ･岩崎信一 ･笹川一郎:1989:カニクイザルの舌乳

頭における固有屠芯(固有層乳頭)の立体構造:歯学:77:1308-1317

小林寛 ･宮田建 ･高橋啓一 ･岩崎信一:1989:マウス舌の結合織乳頭の三次元構築:解剖学雑誌:4:523-

538

Takahashl,K･,Kobayashl,K∴1989:AnatomlCalstudyonthelaclalneⅣelnneⅣatingthefloorofthe

mouthinChondrichthyes-homologyofthechordatympani:NipponDentalUnlV.AnnuaJPub.:

23:15-16

野尻湖晴乳類グループ･19901野尻湖層産の脊椎動物化石(1987-1989):地団研専報:37･111-134

高橋啓一:1990.日本海産長鼻芙頁化石:第四紀研究:29:235-244

高橋啓一 ･星見清 ･赤木三郎･1990:大和海嶺産長鼻類臼歯化石:鳥取県立博物館研究報告127･45151

古田美子 ･高橋美也子 ･高橋啓- ･小林寛:1990:インド人の歯の形態学的研究第1報下顎大臼歯歯冠に出

現する諸形質について:歯学:77:1946-1959

柏崎ナウマンゾウ研究会:1991:新潟県柏崎市鯨波産ナウマンゾウ化石とその古環境:地球科学:45:16ト

176

高橋啓一 ･間島信男 ･野尻湖晴乳類グループ:1991二野尻湖産ナウマンゾウ臼歯の形態と変異:化石研会

誌:24:7-32

高橋啓一:1991:日野)lト流域にみられる蒲生累層の古環境:滋賀県琵琶湖研究所所報:9:48150

谷戸茂 ･嘉穂啓一 ･高安克己:1992:島根県隠岐島沖の海底より発見された長鼻類化石:地球科学:46:

287-290

野尻湖晴乳類グループ:1993:野尻湖産の脊椎動物化石(1990-1992):野尻湖博物館研究報告:1:29-52

野尻湖晴乳類グループ:1993･第6回陸上発掘で産出したナウマンゾウ化石:野尻湖博物館研究報告:1:

167-174

高橋啓一:1993:愛知川産化石林調査報告化石林の分布状況一愛知川産化石林.琵琶湖博物館準備室研究調

査報告.1:ll-13

岡村喜明 ･高橋啓一 ･琵琶湖博物館資料調査協力員:1993･古琵琶湖層群から産出した鳥類足跡化石:化

石:55.9-15
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岡村喜明 ･田村幹夫 ･高橋啓- ･琵琶湖博物館資料調査協力員･1995:古妻喜琶湖層群産足跡化石の概要:読

琶湖博物館準備室研究調査報告:3:135-199

岡村喜明 ･高橋啓一:1996:長浜市加田町の金剛寺遺跡から出土した足印について:金剛寺遺跡発掘調査報

告書:29-40

1b.その他の印刷物

小沢英浩監訳:1984:歯科学のための解剖学(B.リープコツ卜者)二西村書店:新潟:459pp.

亀井節夫編著:1991:日本の長鼻類化石･築地書館,東京:256pp.

高橋啓- ･山川千代美･1991:滋賀県愛知川からの化石林の発見:第四紀総合研究会連絡紙.39･314

高橋啓一:1992:古Zj:喜琶湖に残った陸の動物たち:湖国と文化:62･82185

高橋啓一 ･山川千代美:1993.愛知川産化石林調査の経過:琵琶湖博物館準備室研究報告.1.1-10

高橋啓一:1996:化石の写真図鑑:日本ヴォーグ社:1-319

1C.学会講演など

高橋啓一:1996:日本橋ナウマンゾウ研究グループ:東京日本橋浜町より発掘されたナウマンゾウ化石につ

いて:日本地質学会:第84年学術大会,高知大学

高橋啓-:1979:ナウマンゾウの形態についての一考察 日本地質学会:第86年学術大会,秋田大学

高橋啓一:1980:ナウマンゾウのタイプ標本の体の骨について 日本地質学会:第87年学術大会,島根大学

高橋啓一 ･五十嵐東 ･吉岡敏雄:1980.チョウセンオオカミの2例一特に前 ･後臼歯部について:日本歯科

大学歯学会:11月例会,日本歯科大学,新潟

高橋啓一 ･小林巌雄 ･本間義治 ･吉岡敏捷:1981:佐渡北西沖,白山瀬より発見された長鼻頒臼歯につい

て･日本第四紀学会,富山大学

高橋啓一 ･吉岡敏雄:1981:長鼻類臼歯に見られる吸収藩について:日本歯科大学歯学会大会,日本歯科大

学

高橋啓一 ･吉岡敏雄.1981:長鼻類の臼歯に見られる歯根吸収について:歯科基礎医学会:第 23回総会,秦

京歯科大学

小林寛 ･岩崎信一 ･上野源子:1982:カワヤツメLampetrajapanicaの肝臓の微細構造について:日本解剖

学会 第87回総会,岐阜

高橋啓一 ･五十嵐東 ･吉岡敏雄:1982:両側性に見出された示指伸筋(M extensorlndicus)の破格例につい

て:日本歯科大学歯学会 4月例会,日本歯科大学新潟

高橋啓一:1982:ナウマンゾウPalaeoloxodonnaumannl(MAKIYAMA)の椎骨:日本地質学会 第89年学術大

会,新潟大学

小林寛 ･岩崎信- ･高橋啓一･1982:走査電研で観察 したカワヤツメLampetraJapanlCaの肝臓の微細構造:

日本電子顕微鏡学会 第38回学術講演会,東京

高橋啓一 ･五十嵐東 ･森秀樹 ･小林実:1982･インド人頭蓋に見られた異常骨 ･異常縫合について･日本歯

科大学歯学会 大会,日本歯科大学新潟

高橋啓一 ･五十嵐東 ･森秀樹 ･小林寛:1982:インド人頭蓋に見られたインカ骨について:日本解剖学会

第65回関東地方会,東京医科大学

岩崎信一 ･上野源子 ･高橋啓一:1983:ジャコウネズミ顎下腺筋上皮細胞の電子顕微鏡的観察･日本歯科大

学 2月例会,日本歯科大学,新潟

小林寛 ･恵橋啓一 ･上野瑞生子 ･五十嵐東 ･永井廉 ･勝矢民雄:1983:ビタミンA投与によるマウス胎仔

肝臓の微細構造について二日本解剖学会 第88回総会,大阪医科大学

高橋啓一 ･小林賓:1983:ヒトの示指伸筋欠如に伴って出現 した短指伸筋(M.extensorbrevis

dlgitorum)について･日本歯科大学歯学会4月例会,日本歯科大学,新潟

高橋正志 ･烹橋啓一:1983:新潟県西蒲原郡黒崎町緒立遺跡より出土の人骨に見られた風習として
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の抜歯:日本歯科大学歯学会 大会,日本歯科大学

高橋啓一 ･小林寛:1984ニ同一遺体の頚部を中心に見出された複数の筋異常について

学会 3月例会,日本歯科大学,新潟

日本歯科大学歯

高橋啓一:1984:日本産Mammuthus属についての2.3の知見:化石研究会 第2回総会,東京

岩崎信- ･高橋啓一 ･坂田公一 ･宮田建 ･小林寛:1984:ニワ トリ舌背粘膜上皮表面の微細構造:日本解剖

学会 第89回総会,東北大学

嘉穂啓一 ･沢村賓:1985:ナウマンゾウ (浜町標本)の復元とその新知見二日本地質学会 第92年学術大会,

山口大学

小林寛 ･高橋啓一 ･岩崎信-:1985:ビークル犬及び雑犬の肝Disse腔常在する肥満細胞:日本解剖学会 第

69回関東地方会,千葉

高橋啓一 ･小林寛:1985:頚部における横突耕筋系の支配神経 日本解剖学会 第70回関東地方会,新潟大学

高橋啓一 ･小林賓:1985:ナヌカザメ(CephaloscyHumumbra仙e)の顔面神経:日本解剖学会 第71回関東地

方会,日本大学歯学部

高橋啓- ･小林寛.1986:全頭類軟骨魚ギンザメの顔面神経:日本解剖学会 第91回総会,東京

高橋啓一 ･小林寛.1986:ギンザメの三叉神経と顔面神経:日本解剖学会 第73回関東地方会,順天堂大学

小林寛 ･高橋啓一 ･岩崎信一 ･高橋正志 ･笹川一郎:1986:2.3の実験動物における舌の固有屠乳頭の立体

構造について:日本解剖学会 第73回関東地方会,順天堂大学

高橋啓一 ･小林寛:1987:全頭類∩軟骨魚ギンザメの鯉弓神経:日本解剖学会 第74回関東地方会,東京歯科

大学

小林寛 ･宮田建 ･高橋啓一 ･岩崎信一二1987:マウスの舌乳頭とその結合織乳頭の立体構造について:日本

角紹U学会 第74回関東地方会,東京歯科大学

小林寛 ･宮田建 ･高橋啓一 ･岩崎信一･1987:犬の舌乳頭とその結合織乳頭の発育に伴 う変化について:日

本解剖学会 第75回関東地方会,日本歯科大学

高橋啓一 ･小林寛･1988:軟骨魚類の三叉 ･顔面神経の末梢分布:日本解剖学会 第93回総会,名古屋大学

小林寛 ･宮田建 ･高橋啓一 ･岩崎信一 ･高橋正志 ･笹川一郎:1988:ネコの舌固有膚乳頭の立体構造:日本

節剖学会 第93回総会,名古屋大学

高橋啓一.1988:ナウマンゾウ臼歯にみられる個体変異について:地学団体研究会総会学術シンポジュウ

ム,信州大学

高橋啓一 ･宮田建 ･小林寛.1989:軟骨魚類の口腔底を支配する顔面神経の枝について:日本解剖学会 第

94回総会,宮崎大学

小林寛 ･浅見知市朗 ･北島佳代子:1989:家兎の舌乳頭における結合織乳頭の立体構築について:日本解剖

学会 第94回総会,宮崎大学

高橋啓一:1989二日本海海底からの長鼻類化石:日本第四紀学会 シンポジウム,鳥取大学

古田美子 ･高橋美也子 ･高橋啓一 ･小林寛:1989:インド人の歯の形態に関する研究 その1.下顎第一大

臼歯の歯冠形態:歯科基礎医学会総会 第31回,徳島大学

小林寛 ･宮田建 ･高橋啓- ･岩崎信一:1989:ブタの舌乳頭における固有膚乳頭の立体構造二歯科基礎医学

会総会 第31回,徳島大学

古田美子 ･高橋美也子 ･高橋啓- ･小林寛:1990:インド人の歯の形態に関する研究 第2酪 下顎第二大

臼歯の歯冠形態 日本歯科大学歯学会 大会,日本歯科大学,新潟

高橋啓一:1991:ナウマンゾウの最近の研究:化石研究会例会シンポジウム,信州大学

恵橋啓一 ･間島信男 ･野尻湖哨乳類ゲル-プ二1991:ナウマンゾウ臼歯の変異幅と近縁種 ･亜種の再検討.A

日本地質学会 第98年総会,愛媛大学

K･Takahashi,N･MajimaandFossilMammalResearchGroupforNojiri-koExcavation:1991:Variabilityln

themolarsofNaumann'selephant(PaFaeoloxodonnaumanni).'lnternationalUnl0nforQuaternary
Reserch'XHlnternationalCongress,Beijing,China

高橋啓-:1992:野尻湖発掘調査における参加:琵琶湖研究シンポジュウム第10回,琵琶湖研究所

高橋啓- ･岡村書明 ･雨森清 ･小早川隆 ･但馬達雄 ･田村幸手夫 ･三夫信昭:1992:古書己琶湖層群産の鳥類
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足跡化石:日本古生物学会 第141酬列会,岩手県立博物館

T.kamei,K.TakahashI,N.MaJima:1992:PleistoceneProboscideanfossilsfromtheBosoPenlnSUla:

lnternationalUnionforQuaternaryReserchComisiononStratigraphy,千葉

高橋啓- ･雨森活 ･小早川隆:1993:古琵琶湖fi群から産出した前期更新世のシカ類化石･日本地質学会

第100年総会,東京

雨森活 ･小早川隆 ･喜田直記 ･小西省吾 ･高橋啓一1.1994:滋賀県多賀町の古琵琶湖層群から発見された

アケポノゾウ化石:日本古生物学会 1994年年会,国立科学博物館

高橋啓一:1994:アケボノゾウ発掘の話二秦荘町文化協会総会

高橋啓一:1994:黄河象とナウマンゾウ:けいはんなフェス94 (ハイタッチリサーチパーク)

嘉穂啓一:1994:琵琶湖のおいたちとゾウのうつりかわり:地団研和歌山支部例会 (和歌山大学)

高橋啓一:1994:シンシュウゾウとコウガゾウの骨格形態の比較:日本地質学会 (国立科学博物館)

高橋啓一:1994:アケポノゾウの下顎骨の形態的特徴:日本地質学会 (京都大学)

高橋啓一:1994:日本にやってきた巨大象 (黄河象):地団研京都支部例会 (京都大学)

高橋啓-:1994:重吉琶湖のまわりにすんでいたゾウたち.黄河象展講演会 (草津文芸会館)

高橋啓一:1994:古琵琶湖層群産脊椎動物化石:第三回古琵琶湖シンポジウム (琵琶湖文化館)

高橋啓一:1995二長鼻類化石の分帯と気候の対応関係について:日本地質学会 第102年総会,広島大学

高橋啓一 ･岡村書明:1996:鮮新一更新続における足跡化石の意義:日本古生物学会 1996年年会,大阪市立

大学

神谷英利 ･高橋啓一:1996:ステゴドンの臼歯と比較組織:日本地質学会:第103年総会,東北大学

高橋啓一:1995:長鼻類化石の分帯と気候の対応関係について:日本地質学会 第102年総会,広島大学

高橋啓一 ･岡村喜明:1996:鮮新一更新続における足跡化石の意義:日本古生物学会 1996年年会,大阪市立

大学

神谷英利 ･高橋啓一:1996:ステゴドンの臼歯と比較組織:日本地質学会 第103年総会,東北大学

2.交流サービス事業に関する業練

2a.印刷物

高橋啓一:1980:ナウマンゾウはどんなゾウですか?:大阪市立自然史博物館第7回特別展解説書:ll-12

高橋正志 ･高橋啓一:1980:トピックスあれり旨が4本!:地学団体研究会機関誌そくほう:331:8

亀井節夫編:1980:ディノサウルス(LB.ホールステッド著):築地書館:東京:118pp.

高橋啓一:1982:子供達にもひろがる専門別グループの活動:地学教育と科学運動二11:21-22

沢村寛 ･高橋啓-:1985:東京で見つかったナウマンゾウ:東京都高尾自然博物館解説書:6pp.

石原正敏 ･斉藤道春 ･笹川一郎 ･高橋啓- ･寺崎紘一:1985:写真展:野尻湖発掘の記壬i:特別展展示解説:

12pp.

高橋啓一:1985:よみがえる太古の使者:新潟日報朝刊:1985/7/10

新潟野尻湖友の会:1986:野尻湖文化と氷河時代の自然:新潟県自然科学館特別展解説書:20pp

高橋啓一:1987:中国のナウマンゾウをたずねて:地学団体研究会機関誌そくほう:407:7

柏崎ナウマンゾウ研究会:1988:鯨波のナウマンゾウ:柏崎市立博物館第9回特別展解説書:16pp.

高橋啓- ･野尻湖発掘調査団:1988:野尻湖に第四紀の自然をさぐる:アニマ:191:96199

高橋啓一:1990:よみがえるナウマンゾウ:採集と飼育:19-22

高橋啓一:1991:ふたつの自然史:美 しい自然:8:2-3

宮下忠 ･宮下美子 ･高橋啓一 ･樽野博幸:1993:シンシュウゾウ発掘の記録二戸隠村地質化石館二34pp.

高橋啓一:1993:アケボノゾウというゾウ:アケボノゾウ発掘記:pp.101-106

高橋啓一 ･間島信男:1994:古脊椎動物学入門:地球科学:48:263-268

高橋啓-:1994:トウヨウゾウ化石について:''南庄の東洋象化石":商庄自治会絹 :ll-15
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高橋啓-:1994.書評:琵琶湖の自然史:化石:56:56

高橋啓一:1995･書評 ゾウの足跡化石調査法:第四紀研究･34:56

高橋啓一:1995:地域に根ざし世界をみつめる博物館をめざして一琵琶湖博物館の紹介-:地学教育と科学

運動:51-56

高橋啓一:1995:シンシュウゾウを訪ねて中国からのお客様 :地質化石館だより.24:5

烹橋啓一 ･嘉田由紀子 ･近藤功:1995:人と湖がつくる新しい夢をいま(対談):潤:113･11-23

高橋啓-:1996:書評二新版地学教育講座 ｢化石と生物進化｣･第四紀研究

高橋啓一:1996:びわ湖400万年:滋賀民朝

高橋啓一:1996:地層に残るけものの化石:滋賀民朝

2b.定期の講義､実習など

高橋啓一:1979-80:高等学校地学:宣新学園通年事業,大阪府池田市

高橋啓一 1980-90:鮮ほlJ学､口腔解剖学､組織学実習･日本歯科大学新潟歯学部通年授業,実習,新潟市

高橋啓一･1988-90:解剖学:日本歯科大学歯科衛生士専門学校授業分担,新潟市

高橋啓一:1987-90:口腔解剖学:歯友会歯科技工士専門学校授業分担,新潟市

2C短期の講義,講嵐 研修,観察会,見学会など

高橋啓-:1991:古琵琶湖層群のゾウ化石 ･日本のゾウ化石,地学団体研究会京都支部例会,滋賀大学

高橋啓一:1991:日本のゾウ化石とゾウの進化 滋賀県高等学校理科教育研究会地学部会,大津高校

高橋啓-:1993:琵琶湖のおいたちと多賀のゾウ化石.彦根ロータリークラブ

高橋啓一:1993:生涯学習と博物館,滋賀県生涯学習課研修会,長浜 ドーム

高橋啓一:1994:琵琶湖のまわりにすんだゾウたち,黄河象展講演会,草津文芸会館

高橋啓一:1994･近江にいたゾウたち,秦荘町文化協会総会,秦荘町歴史文化資料館

高橋啓一:1994･南庄の東洋象のおいたち,南庄自治会学習会,伊香立リサイクルプラザ

高橋啓一:1994:日本に"やってきた"巨大象 ｢黄河象｣,地学団体研究会京都支部例会,京都大学

高橋啓一:1994:世界のゾウ化石と多賀のアケボノゾウ,多賀町教育委員会特別展 ｢星とゾウの里 ･多賀

ダイニックアス トロパーク天球館

高橋啓-:1994･琵琶湖のおいたちとゾウ化石のうつりかわり,地学団体研究会和歌山支部 10月例会,和歌

山大学

高橋啓一:1994:黄河象について懇談会,琵琶湖研究所

高橋啓一:1995:地層と化石から琵琶湖の生い立ちを探る,近畿内警察本部機関誌担当職員研修会,警察会

館 ｢おおみ荘｣
高橋啓一･1995:ゾウ化石のはなし,多賀町教育委員会特別展:｢日本にもいたんだゾウ～アケボノゾウ全

身骨格展 ダイニックアス トロパーク天球館

高橋啓一:1995:象が歩いた蒲生,蒲生町教育委員会歴史講座 ｢いにしえ蒲生塾｣,蒲生町あかね文化セン

ター

高橋啓一:1995:消えた獣を追って,東洋紡グローバルクラブ講演会,東洋紡績総合研究所

高橋啓一:1996:糸魚川にゾウのいたころ,フォッサマグナミュージアム講演会 第3回,フォッサマグナミ
ュージアム

3.展示事業に関する業績

高橋啓-:1980:東京日本橋浜町産ナウマンゾウの復元監修 (東京都高尾自然科学博物館ほか)

高橋啓一:1980-85:北海道忠類産ナウマンゾウの復元監修 (新潟県柏崎市立博物館ほか)

高橋啓一:1980-81:新潟県の古脊椎動物ジオラマの指導 (新潟自然科学館)

高橋啓一:1981-90:野尻湖産脊椎動物化石の展示指導 (長野県信漬町立野尻湖博物館)

高橋啓-:1985:長鼻類臼歯化石のレプリカ製作指導 (新潟県長岡市立博物館)
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高橋啓一

高橋啓一

高橋啓一

高橋啓一

高橋啓一

高橋啓一

高橋啓一

高橋啓一

1986:甲西町立図書館特別展示 ｢大昔の滋賀にいた動物たち｣1995年

1991:魚津市埋没林博物館展示物指導監修

1991:野尻湖産ナウマンゾウ生態復元監修

1991:大津市立科学館ナウマンゾウ製作監修

1994:多賀町自然史資料保存検討委員会委員

1995-96:多賀町文化施設基本計画策定委員

1994-96:甲西町博物館博物舘建設審言集会委員

1990-96至己琶湖博物館A展示室設計
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UCHIDA,Shigekazu 内田 臣- 水生昆虫分類学 (理学博士)

1.研究業績

1a.論文など

内田臣-:1981:渓流の底生動物:"環境庁委託大井川源流部原生自然環境保全地域調査報告官',日本自然

保護協会,東京.pp.295-319

Uchida,S,,1983:AnewspeclesofCa/IneUna(PIecoptera,PerLldae)fromJapan,withnotesonthe

Japanesespeciesofthegenus:Kontyu,Tokyo:51:622-627

内EEl臣1.1984:丹沢山地における大型カワゲラの分布:神奈川自然誌資料,横浜:5:17-25

内田臣-:1986:房総丘陵の河川の水生昆虫:千葉県生物学会誌:36:1-15

Uchida,S∴1987:ThelectotypeofNeoperJaformosanaOkamoto(Plecoptera,PerlLdae):AquatlClnsects,
Lisse:9:159-160

Uchida,S andH.Maruyama:1987:WhatisScopUra/ongaUeno,1929(lnsecta,Plecoptera)?ArevISfOn

ofthegenus:ZoologlCalSclenCe,Tokyo:4:699-709

Uchida,SLandY.lsobe:i988:Cryptoper/aandYoraper/afromJapanandTajwan(Plecoptera,

Peltoperlidae)▲Aquaticlnsects,Lisse:10:17-31

Sivec,l.,B.P.StarkandS,Uchida:1988:SynopsisoftheworldgeneraofPerHnae(Plecoptera:

PerILdae):ScopoLia,LJubljana:16:i-66

Uchida,S.andY.lsobe:1989:StyloperLidaeslat.nov.andMICrOPerlinaesubfam.nov.Witharevised

systemofthefamilygroupSystellognatha(Plecoptera):Spixlana,Muenchen:12:145-182(won

theRoHingStonefJyAwards1989SystellognathanSystematics)

Uchlda,S.andT.Yamasaki:1989:SomePerlinae(Plecoptera:Perlidae)fromtheMalayPenlnSUlaand

Thalland,wlththeredescrlPtionofNeopedahamatafromAssam:Bull.Bl0geOgr.Soc.Jap.:44:

135-143

Uchida,S･:1990:DistributionofPIecopteraintheTama-gawariversystem,centralJapan:''Mayfliesand

stoneftleS llfehistoriesandbIO‡ogy"(ed･byLCampbell),KIuwerAcademlCPubllShers,Dordrecht:

pp.181-188

Uchida,S･andY･lsobe:1991:DeslgnationofaneotypeforKam/'mun'at/'bI'a/IS(PICtet,1841),andK.uenoI

Kohno,1947,spec.propr･,stat･nov･(Plecoptera,Perlidae):Aquaticlnsects,LISSe:13:65-77

1b.その他の出版物

内田臣-:1984:道志JI此 之間沢で採集されたカワゲラ目:神奈川自然誌資料,横浜.5:26

内田臣-:1985:続 ･道志川此之間沢で採集されたカワゲラ目:神奈川自然誌資料,横浜:6:79-80

内田臣-:1987:多摩川水系におけるカワゲラの分布:I-多摩川水系およびその流域における低移動性動物

群の分布状態の解析日,とうきゅう環境浄化財団,東京:pp.23-78

八田耕吉 ･内田臣-:1989:東海地方の水生昆虫相(第2報い東海地方のカワゲラ類-:名古屋女子大学紀要,

家政･自然編:35:157-169

内田臣-:1992:小樽市長橋なえぼ地区昆虫相調査報告(7)-カワゲラ目(稚麹目):小樽市博物館紀要:6:51-

52

内田臣-:1995:箕面川の水生昆虫など:■■みんな元気です !箕面の生きものたち",みのお山自然の会,箕

面:pp.118-123
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1C.学会講演など

内田臣-:1981年9月二同舌類カワゲラ幼虫の鯉の比較形態:第5回水生昆虫研究会,東京都奥多摩町

内田臣-:1982年10月:同舌類カワゲラの鯉と気管の比較形態:日本昆虫学会第42回大会,金沢大学

内田臣-:1982年10月:渓流性昆虫2つの飼育法:第6回水生昆虫研究会,徳島県山城町

磯辺ゆう･内田臣-:1983年9月:日本および台湾産の Cryptoper/a属および Yoraperla属 (カワゲラ目,ヒ
ロムネカワゲラ科):日本昆虫学会第43回大会,弘前大学

内田臣一二1983年9月:日本産Neoperla(フクツメカワゲラ)属分類の問題点:第7回水生昆虫研究会 筑波

大学菅平高原実験センター

丸山博紀 ･内田臣-:1984年10月:トワダカワゲラ属の分類:日本昆虫学会第44回大会,筑波大学

内田臣一･1984年11月:動物における東アジアー北アメリカ隔離分布･第30回水生昆虫談話会,東京都立大学
内田臣-:1985年10月:日本産カワゲラ科における属の系統関係の推定:日本昆虫学会第45回大会,名古屋

大学

内田臣-:1985年10月:カワゲラの分類研究よもやま話:第9回水生昆虫研究会,京都大学芦生演習林

Uchida,S.:Feb,1987:Distribut10nOfPlecopteraintheTama-gawanversystem,centralJapan.The9th

lnternat10naJConferenceonPlecoptera,MarysvilJe,Australia

内田臣-:1989年10月:同舌類カワゲラSysteHognathaの分類の改訂:日本昆虫学会第49回大会 大阪府立
大学

内田臣-:1989年10月:多摩川水系におけるカワゲラ目による有機汚濁以外の河川環境評価:第13回水生

昆虫研究会.東京都五日市町

内田臣-:1990年10月:向上進化指数一系統を豊かに解析するための試み:日本昆虫学会第50回大会,香川

大学 (ポスター)

内田臣-:1990年10月:日本産カワゲラ目の注釈付リス ト 第14回水生昆虫研究会,秋田県太田町

内田臣-:1991年10月･カワゲラ科の雄内部生殖器の比較形態:日本昆虫学会第51回大会,静岡大学 (ポス

ター)

内田臣-.1991年10月:ソ連極東 ･朝鮮 ･日本産カワゲラの分類学的問題:第15回水生昆虫研究会,三重大

学平倉演習林

Uchida,S･:Aug･1992:NymphaLproventriculioftheJapanesePerlldae,morphologyandfunction.The

llthInternationalSymposiumonPlecoptera,Tomahawk,U.S.A.(poster)

磯辺ゆう･内田臣-:1993年11月:日本産オオヤマカワゲラ属3種の分類と流程分布:日本陸水学会第58回

大会,松江

内田臣- ･丸山博紀:1993年11月:四国産Cryptoperlaノギカワゲラ属の末記載種.第17回水生昆虫研究会,

岡山県川上村.

内田臣-:1994年5月:琵琶湖岸のカワゲラ相:第 1回カワゲラ懇談会,奈良県東吉野村

内田臣-:1994年8月:滋賀県のカワゲラ相:滋賀自然環境研究会第6回研究発表会,彦根

内田臣-:1994年9月:琵琶湖岸からカワゲラ目3種の新記録:日本陸水学会第59回大会,東京都立大学

内田臣-:1994年9月:滋賀県のカワゲラ:第18回水生昆虫研究会,山梨県都留市

内田臣-:1995年10月:木曽川 ･長良川の注目すべきカワゲラ:第19回水生昆虫研究会,岐阜県東白川村

内田臣-:1996年9月:日本産同舌類カワゲラの分布:第20回水生昆虫研究会,北海道積丹町

2.交流サービス事業に関する業練

2a.印刷物

内田臣-:1985:川虫のすみかとくらし:インセクタリウム:22:352-359
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内田臣-:1986:三浦半島の水生昆虫:横須賀市博物館教育資料シリーズ39:12pp.

内田臣一･1989:ヨーロッパの渓流と川虫:インセクタリウム:26:332-338

内田臣-:1991:カワゲラの分布と水温一多摩川を例として:インセクタリウム:28:20-25

宮下力 ･内田臣-:1991.フライフィッシャーマンのための養沢の)廿虫ガイド:養沢毛的専用釣場,東京都

五日市町:16pp.

内田臣-:1992:カワゲラ目 "琵琶湖の底生動物 H.水生昆虫絹''(西野麻知子編)滋賀県琵琶湖研究所,大

津:p,24

内田臣一･1992.渓流にすむ丸 カワゲラ:週刊朝日百科動物たちの地球:74(886):42-43

内田臣-.1994:湖国のカワゲラと博物館の役割:湖国と文化:68･84-87

内田臣- 1995:カワゲラ目:‖河川水辺の国勢調査生物種目録●(建設省河川環境課監修,リバーフロント

整備センター編)ニッセイエプロ,東京:pp.120-125

内田臣-･1996:カワゲラ類:日本動物大百科,平凡11:8:84-85.89

内田臣一･1996･多摩川水系におけるカワゲラ類の微生息場所,流程分布,垂直分布:海洋と生物:18.441-

446

内田臣-:1996:新撰淡海木問糧其の一,セッケイカワゲラ:デュエット,彦根:51:9

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

内田臣一 ･大森雄治:1983年3月:水生生物観察会:横須賀市博物館,同市森戸川

久居宣夫 ･内田臣一

内田臣一 ･小島純一

内田臣-:1989年7月

内田臣-:1990年7月

内田臣-:1991年9月

内田臣-:1992年7月

内田臣-.1992年7月

1984年7月:水生昆虫の観察:東京都高尾自然科学博物館自然観察会,八王子市高尾

1984年8月:昆虫観察キャンプ:杉並YMCA,東京都八王子市上案下

水の中のいきもの:東京都奥多摩ビジターセンター自然講座,奥多摩町多摩川

川の虫をさがそう:川幅市青少年科学館夏休み理科教室,東京都秋川市秋川

川虫をさがそう:五日市郷土館自然体験講座.東京都五日市町盆堀川

河原の自然観察:大阪箕面山自然観察指導員会指導員研修会,大阪府箕面市箕面川

親子水生生物教室･八幡保健所,永源寺町紅葉尾愛知川

内田臣-:1992年8月:虫の観察:彦根市本庄町子供会キャンプ,同町愛知川

内田臣一 ･中井克樹･1993年3月･春の小川:琵琶湖博物館準備室観察会,大津市真野谷口町 長谷

楠岡泰 ･内田臣-ほか･1993年4月:見つけよう春探そう春･近江の子リーダー養成研究会 ･県教育委員会

生涯学習課 ア ドベンチャーサークル研修,朽木村いきものふれあいの里

内田臣一 ･中井克樹 ･芦谷美奈子 ･村長昭義 ･井口博之:1993年6月.ふるさとの小川再発見:王∈琶湖博物

館準備室 ･ふるさと再発見Let'Sの会観察会,能登川町伊庭

西橋秀海 ･内田臣-:1993年7月:姉川の水生昆虫:伊吹町町民会吉裁親子ふれあい広場,同町大久保 姉川

内田臣-:1993年7月:渓流の水生昆虫:朽木いきものふれあいの里テーマ観察会,朽木村柏 智善寺谷

内田臣一 ･中井克樹:1993年7月:水生生物の採集 ･同定実習:滋賀県高等学校理科教育研究会生物部会研

修会,伊吹町甲津原

遊磨正秀 ･内田臣-:1993年8月:川の生き物かいとり大作戦:蒲生野考現イ具楽部環境文化セミナー,蒲生町

市子佐久良川

芦谷美奈子 ･嘉田由紀子 ･内田臣一二1993年9月:水辺の観察会 ～ため池の生き物と人のくらし～:至∈琶湖

博物館準備室,八日市市布施溜

中井克樹 ･内田臣-:1994年5月:新緑の川あそびとカタツムリさがしこ琵琶湖博物館準備室,多賀町大君ケ

畑犬上川北谷

内田臣-:1994年6月:安曇川の自然と水生昆虫:朽木いきものふれあいの里テーマ観察会,朽木村柏 安曇

川

遊磨正秀 ･内田臣- ･嘉田由紀子:1994年6月:ホタルのお宿:琵琶湖博物館準備室野外観察

会,今津町下弘部
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内田臣一 ･高木治美.1994年6月:水生昆虫と河川の汚染二滋賀自然観察指導者連絡会自然観察会,大津市坂

本 大宮川

内田臣-:1994年9月:水生昆虫の観察二大阪府自然観察指導員連絡会指導員研修会,大阪府箕面市箕面川

内田臣-:1995年5月:水の中にすんでいる虫と遊ぶ会:みのお山自然の会,大阪府箕面市箕面川

内田臣- ･森井源蔵 ･小笠原懐明･1995年6月.川の虫つかみ:琵琶湖博物館準備室 ･今津町下弘部自治会

観察会,同町下弘部 石田川

内田臣-:1995年8月.川の水環境を生物で探る二長野県教育センター教職員研修講座,松本市

藤岡康弘 ･楠岡泰 ･内田臣-ほか二1995年8月･/｣＼川の魚つかみ:琵琶湖博物館準備室野外観察会,安曇Jl岬丁

吉井川

内田臣-:1996年6月:川の水環境を生物で探る:長野県総合教育センター環境教育研修講座,塩尻市

矢野健 ･内田臣一 ･八尋克郎:1996年7月:貢の昆虫を訪ねて:近江富士花緑公園講座,野洲町三上

3.展示事業に関する業績

石川良輔 ･内田臣-:1991:多摩川水系におけるオサムシとカワゲラの分布･東京都立大学牧野標本館自然

史研究棟常設展示

小笠原俊明 ･内田臣-.1996.空から見た琵琶湖･琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室

内田臣一 ･脇田健一ほか･1996:わたしたちのくらし40年:同上

布谷知夫 ･内田臣-:1996:川岸林と川の生き物たち:同上

内田臣-:1996.川の生き物をしらべる:同上

八尋克郎 ･中井克樹 ･内田臣一 ･矢野健:1996:昆虫類1-3(いきものコレクション～王E琶湖地方の生き物

たち～の一部):同上

内田臣-:1996:レマン湖 ･ボーデン湖 (湖と人々のくらしの一部):同上

内田臣-:1996:ざりがにになろう:琵琶湖博物館 ｢ディスカバリール-ム｣常設展示室

内田臣-.1996:生態隻見察水路:琵琶湖博物館屋外展示

4資料整備事業に関する業績

内田臣-:1975:足柄層群産貝化石2点収集､クリーニング､寄贈:生命の星地球博物館,小田原市

内田臣-:1991:多摩川水系産カワゲラ類昆虫液浸標本約150点採集､整理､寄贈:千葉県立中央博物館

内田臣-:1994:ビデオ ｢世界の湖1.ボーデン湖｣監修こドキュメンタリージャパン (樵)･至喜琶湖博物館

内田臣-:1996:日本 ･ヨーロッパ ･オース トラリア産カワゲラ類昆虫液浸標本約7000点採集､整理.琵

琶湖博物館

5.情報事業に関する業績

大西行雄 ･内田臣一二1996:昆虫等液浸標本データベース管理システム試作版の設計:琵琶湖博物館情報シ

ステム
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wAKlTA,Ken-ichi 脇田 健- 社会学

1.研究業績

1a.論文など

脇田健一:1983:答志島和具の隠居制家族:関西学院大学社会学部山路ゼミナール調査報告:pp.22

脇田健一:1987:土地 ･林野政策過程における rむら｣の主体的対応一三重県鳥羽市菅島町における事例

研究:ソシオロジ･32(2):37-64

脇田健一:1989:技術革新と伝統的漁場管理:社会学評論ニ40(3):75-89

脇田健一:1994:湖岸剤 両の判断力と戦略:.'試みとしての環境民俗学一琵琶湖のフィール ドから..(鳥越暗之

編),雄山閣出版,東京:pp.74-98

脇田健一:1995:社会を記述するということ(1):SoclalResearchandEthnography:1:2-9

脇田健一:1995:環境問題をめぐる状況の定義とス トラテジーー環境政策への住民参加/滋賀県石けん運動

再考-:環境社会学研究.1:130-144

脇田健一:1996:京都大文字山ゴルフ場反対運動における住民運動 ･市民運動 ･自治会二偶数大学総合研究

所紀要別冊:184-201

1b,その他の印刷物

脇田健一:1993:｢重吉琶湖富栄養化問題｣のあしもとで:''環境社会学-●(飯島伸子編),有斐閣出版,東京:pp.

156

1C.学会講演など

脇田健一:1993:石けん運動の分析について:比較環境史研究会,京都

脇田健一:1994.石けん運動の展開過程の分析.関西学院大学変身の社会学研究会,西宮

脇田健一:1994二大文字山ゴルフ場問題における住民運動 ･市民運動:都市社会運動論研究会,京都

脇田健一:1994:ボンボン山ゴルフ場問題について:都市社会運動論研究会,京都

脇田健一:1995:環境政策と環境保全運動:関西学院大学大学院合同ゼミナール,西宮

2.交流サービス事業に関する業績

2a,印刷物

脇田健一:1994･化石が生みだす くひとびとの交流)岡村喜明氏に聞く:至喜琶湖博物館開設準備室ニュース

瓦BAN･2:2-3

脇田健一:1994:じゅんびしっ ･アラカル ト:琵琶湖博物館開設準備室ニュース瓦BAN 2:4

脇田健一:1994:参カロ型調査と (博物館の役割)堀田満氏に聞 く:琵琶湖博物館開設準備室ニュース瓦 BAN:

3:2-3

脇田健一:1994:水一滴の中に渦巻 く小宇宙:琵琶湖博物館開設準備室ニュース瓦 BAN:3:3

脇田健一:1994:開かれた博物館づくりをめざして-琵琶湖博物館シンポジウム:琵琶湖博物館開設準備室

ニュース瓦 BAN:3:4

藤岡康弘 ･脇田健一:1996.洞庭湖のカワウ漁師:琵琶湖博物館開設準備室ニュース瓦BAN･912
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脇田健-:1996:｢湖と人間｣をテーマに､今秋十月､琵琶湖博物館いよいよ開館.滋賀県おやこげきじょ

う:19:4

2b.定期の講義､実習

脇田健一二1988-90:地域社会学:四天王寺国際仏教大学文学部通年講義,大阪府藤井寺市

脇田健一:1989:社会学:園田学園女子大学文学部通年講義,兵庫県尼崎市

脇田健一:1990:社会学基礎講義:桃山学院大学通年講義,大阪府堺市

脇田健一:1991:社会学:近畿大学理工学部通年講義,大阪府東大阪市

脇田健一:1991:社会学:近畿大学商経学部通年講義,大阪府東大阪市

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

脇田健一:1995年11月:身近な環境を学ぶこと:芦屋市立教育センター,芦屋市

脇田健一 ･藤岡康弘:1995年10月:琵琶湖の漁業と食文化:琵琶湖博物館入門セミナー,夫津市

脇田健一 ･藤岡康宏 ･中藤容子:1996年7月:琵琶湖の漁業と洞庭湖 (中国)の漁業:滋賀県立琵琶湖博物

館入門セミナー,革津市

脇田健一:1996年11月:環境と人びとのくらし:地団研京都支部例会,滋賀県立至E琶湖博物館

3.展示事業に関する業練

楠岡泰 ･脇田健-ほか:1996:琵琶湖の謎と不思議:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示

室

内田臣一 ･脇田健一:1996:わたしたちのくらし40年:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展

示室

脇田健一二1996:クリーク地帯の魚とり:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室

脇田健一:1996:漁師の眼､エリ師の眼:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室

脇田健一:1996:沖島の伝統食:琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室

脇田健一:1996:せっけん運動から学ぶこと:琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室

脇田健一:1996:空からきた手紙:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室

脇田健-:1996:世界の湖と人びとのくらし･洞庭湖:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展

示室

脇田健-:1996:書の部屋:至喜琶湖博物館 ｢ディスカバリールーム｣常設展示室

4.資料整備事業に関する業練

木田千代美 ･脇田健- ･橋本範道 ･駒沢知江:1993::図書資料購入 ･整理 ･データ入力:至看琶湖博物館開設

準備室

脇田健一 ･藤岡康弘:1995:映像資料 ｢世界の湖4 洞庭湖一長江からの贈り物｣,監修 :ドキュメンタリー

ジャパン (樵) ･滋賀県立琵琶湖博物館
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KIDA,Chiyomi 木田 千代美 舌植物学

1.研究業績

1a.論文など

竹村厚司 ･山川千代美 ･岩田英明 ･畠中誠 ･徳山明:1989:兵庫教育大学における化石標本管理システム二

化石.47:5ト58

山川千代美:1993ニ愛知川化石林にともなう植物化石:至引導研報:(1)二57-65

百原新 ･印開蒲 ･山川千代美 ･古明選:1993:中国湖北省利川市のメタセコイア自生地:植生史研究:1(2):

73-80

木田千代美:1994:多賀町四手の古琵琶湖層群より産出した大型植物化石:"多賀町文化財 ･自然誌調査報

告書第4集一一,多賀町教育委員会:pp.51-56

木田千代美:1995:金剛寺遺跡の大型植物遺体について:‖金剛寺遺跡調査報告書":長浜市教育委員会:pp,

45-50,77-78

1b.その他の印刷物

山川千代美:1991:佐久良川河床の化石林:重吉研所報:9:38-67

山川千代美:1993:古重吉琶湖を取り巻いてきた植物たち:湖国と文化:(63):82-85

1C,学会講演など

山川千代美 ･愛知川産化石林調査会:1991:滋賀県愛知川河床から産出した化石林について:第21回日本第

四紀学会,高知大学

山川千代美 ･伊東隆夫 ･小早川隆:1992:滋賀県愛知川河床から産出した化石林:第6回植生史研究会シン

ポジウム,琵琶湖研究所

木田千代美:1996:古琵琶湖層群産植物化石の変遷:化石研究会,至琵琶湖博物館

2.交流サービス事業に関する業績

2a.印刷物

芦谷美奈子 ･山川千代美:1991:おもしろ探偵団 ｢本庄レポー ト｣:滋賀県教育委員会文化施設開設準備室

木田千代美:1997:ジオラマができるまで:うみんど:2:

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

芦谷美奈子 ･山川千代美 ほか:1991:おもしろ探偵団:滋賀県教育委員会文化施設開設準備室,彦根市本庄

岡村書明 ･中島経夫 ･高橋啓一 ･山崎博史 ･山川千代美:1992:中新世の海の潮干狩りと古琵琶湖の化石採

集:琵琶湖博物館開設準備室野外観察会,土山町 ･甲賀町

用田政晴 ･山川千代美:1992:琵琶湖の歴史:琵琶湖博物館開設準備室見学会,湖北町尾上 ･山本周辺

田村幹夫 ･中島経夫 ･高橋啓一 ･山崎博史 ･木田千代美:1993:ゾウのいた河原:琵琶湖博物館開設準備室

野外観察会,甲西町野洲川

岡村享明 ･中島経夫 ･高橋啓一 ･山崎博史 ･木田千代美:1995:200万年前の森と湖:琵琶湖博物館開設
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準備室野外観察会,甲西町野洲川

木田千代美:1995:地域の歴史 ･自然と地域博物館一多賀町四手から産出した大型植物化石について:多賀

町文化財セミナー,多賀町公民館

中島経夫 ･高橋啓- ･木田千代美:1995:琵琶湖の自然史と化石の調べ方:琵琶湖博物舘入門セミナー,大津

市勤労会館

山崎博史 ･中島経夫 ･高橋啓一 ･宮本真二 ･木田千代美:1996:古琵琶湖のおいたちを調べよう:琵琶湖博

物館入門セミナーぷ 琶湖博物館

木田千代美:1996:古代植物と下之郷遺跡:平成 8年度秋季特別展講演会,寺山市埋蔵文化財センター

中島経夫 ･高橋啓一 ･山崎博史 ･宮本真二 ･木田千代美 ･北方常視 ･生津恵子:1996:古至E琶湖層群の化石

の採集会,三重県上野市大山田村服部川

木田千代美 ･北方常視:1996:植物化石の調べ方:観察会,琵琶湖博物館

3.展示事業に関する業績

木田千代美:1996:鮎河層群と化石:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

木田千代美:1996:コレクションギャラリー植物化石:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

木田千代美 ･八尋克郎:1996:コレクションギャラリー昆虫化石:至己琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設

展示

木田千代美 ･高橋啓一11996:ゾウのいた森:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

中島経夫 ･高橋啓- ･木田千代美:1996:亜熱帯の湖:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

木田千代美:1996:湖の生い立ちをさぐる一植物化石:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

木田千代美:1996:湖の生い立ちをさぐる一古植生の復元コンピュータソフ ト:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のお

いたち｣常設展示

木田千代美:1996:琵琶湖層:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示

木田千代美:1996:太古の森:琵琶湖博物館屋外常設展示

木田千代美:1996:ディスカバリーボックス ｢葉の形｣:琵琶湖博物館 ｢ディスカバリールーム｣常設展示

木田千代美:1996:ディスカバリーボックス ｢種と木の実｣:至己琶湖博物館 ｢ディスカバリールーム｣常設

展示

木田千代美:1996:ディスカバリーボックス ｢化石｣屈 琶湖博物館 ｢ディスカバリールーム｣常設展示

4.資料整備事業に関する業績

山川千代美:1989:図書資料購入 ･整理:滋賀県教育委員会文化部文化振興課

山川千代美:1990:図書資料購入 ･整理 ･データ入力:滋賀県教育委員会文化部文化振興課分室

山川千代美 ･芦谷美奈子二1991:図書資料購入 ･整理 ･データ入力:滋賀県教育委員会文化施設開設準備室

中島経夫 ･高橋啓一 ･山川千代美1991:地学資料の収集および整理:滋賀県教育委員会文化施設開設準備室

山川千代美 ･中西郁子:1992:図書資料購入 ･整理 ･データ入力:琵琶湖博物館開設準備室

中島経夫 ･高橋啓一 ･山川千代美:1992:地学資料の収集および整理:琵琶湖博物館開設準備室

木田千代美 ･脇田健一 ･橋本範道 ･駒沢知江:1993::図書資料購入 ･整理 ･データ入力:琵琶湖博物舘開設

準備室

中島経夫 ･高橋啓- ･山崎博史 ･木田千代美:1993:地学資料の収集および整理.琵琶湖博物館開設準備室

木田千代美 ･生津恵子:1995:閲覧用図書 5240冊 購入 ･装備 ･データ入力:琵琶湖博物館開設準備室

木田千代美 ･生津恵子:1995:専門図書 350冊 購入 ･装備 ･データ入力:琵琶湖博物館開設準備室

木田千代美 ･生津恵子:1995:専門図書 1500冊 受贈 ･装備 ･デ-タ入力:琵琶湖博物館開設準備室

木田千代美 ･生津恵子:1995:和 ･洋 ･中雑誌 187タイ トル 購入.重吉琶湖博物館開設準備室

木田千代美 ･生津恵子:1995:和 ･洋 ･中雑誌 2500冊 受贈:琵琶湖博物館開設準備室
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木田千代美 ･生津恵子:1995:雑誌 930冊 製本:琵琶湖博物館開設準備室

木田千代美 ･生津恵子:1995:文献別刷 6500件 受贈 ･装備 ･データ入力:琵琶湖博物館開設準備室

中島経夫 ･高橋啓- ･山崎博史 ･木田千代美:1995:地学資料の収集および整理:琵琶湖博物館開設準備室

木田千代美 ･生津恵子 ･片岡のぶみ ･植村佳代子:1996:図書閲覧室および書庫収蔵資料の収集および整

理:琵琶湖博物館

5,情報事業に関する業績

山Jl卜千代美:1991:博物館資料のデータ整理:滋賀県教育委員会文化部文化振興課分室

中島経夫 ･高橋啓一 ･山川千代美1991:地学資料のデータ整理:滋賀県教育委員会文化施設開設準備室

中島経夫 ･高橋啓- ･山川千代美:1992:地学資料のデータ整理および入力･琵琶湖博物館開設準備室

中島経夫 ･高橋啓一 ･山崎博史 ･木田千代美:1993:地学資料のデータ整理および入力:琵琶湖博物館開設

準備室

木田千代美 ･生津恵子 ･片岡の.ミミみ ･植村佳代子:1996:図書閲覧室および書庫施設整備:琵琶湖博物館

木田千代美 ･生津恵子 ･片岡の.ミミみ ･植村佳代子:1996:収蔵図書資料の情報提供､受像 ･交換:至看琶湖博

物館
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YAH旧O,Katsuro八尋 克郎 昆虫分類学 (農学博士)

1.研究業練

1a.論文など

Yano,K.,Yahiro.K.,Uwada,M.,Hirashima,T.:1989:Speciescomposlt10nandseasonalabundanceof

groundbeet一es(Coleoptera)inavineyard:Bu"･Fac,AgrLC･YamaguchiUniv.:37:1-14

Yahiro,K∴1990:AcomparativemorphologyoftheallmentaryCanalintheadultsofgroundbeetles

(Coleoptera)LClassificationintothetypes:Esakia,Speciallssue:1ニ35-44

Yahiro,K･,Hirashlma,T･andYan°,K･'1990:SpecleScompositionandseasonalabundanceofground

beetles(Coleoptera)inaforestadjoiningag｢oecosystems:T｢ans.ShikokuEnt.Soc.19:127-133

Yahiro,KリFujimoto,T.,Tokuda,M.,Yan°,K∴1992:Speclescompositl0nandseasonalabundanceof

groundbeetles(Coleoptera)inpaddyfie一ds:Jpn.J.Ent.:60(4):805-813.

Yahiro,K.,Lee,C･E.:1995:CarabidfaunaofChejulsland,Korea:Esakra,35:2271239

Yan°,KJshitani,M.,Yahjro,K.:1995:Groundbeet一es(Coleoptera)recordedfrompaddyfleldslnthe

world二areView:Jpn.｣.Syst.Ent.,1(1):105-112

Yahiro,K.:1995:BeetlesfaunainBukitSoehartoExperimentalForest:JICAExpertReport,JICA,

Samarinda:9pp.

Yahiro,K･:1996:ComparativemorphologyoftheaIImentaryCanalandreproductiveorganofthe

terrestrlalCaraboldea(Coleoptera:Adephaga)Partl:Jpn.J.Ent.,64(3):536-550.

矢野宏二 ･浜崎詔三郎 ･石谷正字 ･八尋克郎:1996:河川環境指標生物としてのコミムシ類昆虫 (昆虫綱 :

梢極目)の生態学的研究:平成 8年 9月､河川美化 ･緑化調査研究論文集 (第 5集),河川環境管

理財団 ･河川環境総合研究所,pp.121-137.

1b.その他の印刷物

八尋克郎,浜崎詔三紙 矢野宏二:1987:ミイテラコミムシをアメリカへ空輸:中国昆虫:(1):6.

八尋克郎二1988:ゴミムシ類(鞘麹目)の消化管の比較形態学的研究(予報)Pulex:(16):3691370

八尋克郎:1989:島根県匹見峡のコミムシ類:中国昆虫:(3):15-16

八尋克郎:1989:ハエ目(一部):"日本産昆虫総日掛 r'(九州大学農学部昆虫学教室 ･日本野生生物研究セ

ンター共編,平場義宏監修),福岡.:pp.797-814

八尋克郎:1991:昆虫標本を所蔵する我が国の博物館(昆虫館)の一覧:一層 虫採集学■:(馬場金太郎 ･平場義

宏編),九州大学出版会,福岡:pp.514-523

八尋克郎:1992:オサムシ科の意次分類,Beutel(1992)の論文紹介:昆虫分類学若手懇談会ニュース 62:

12-15.

八尋克郎:1992:キノコに集まるゴミムシ:昆虫と自然:27(13):34-38

八尋克郎:1992:脊振山で採集 されたコミムシ類:新筑紫の昆虫:1:12

八尋克郎:1993:オサムシ上科の系統と進化二昆虫と自然:28(6):37-42

八尋克郎:1994:九州におけるミズギワア トキリjミムシの記録:Elytra,Tokyo:22(1):95-96

八尋克郎:1994二宮崎県におけるゴミムシ類数種の記録:新筑紫の昆虫:4二37

八尋克郎:1995:九州大学踏切においてオサムシモ ドキを採集:新筑紫の昆虫:4:38

八尋克郎:1995:背振山におけるゴミムシ類:新筑紫の昆虫:4:38

八尋克郎:1996:日本産陸生オサムシ上科甲虫の科および亜科への絵解き模索:昆虫と自然､12月増大
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号,pp.34-40.

1C.学会講演など

八尋 克郎 ･平嶋 隆祥 ･矢野宏ニ:1987年12月:農環境周辺林地におけるコミムシ類の種類組成と季節消

息 日本応用動物昆虫学会 ･日本昆虫学会中国支部昭和61年度合同例会,鳥取大学(El本応用動物昆

虫学会支部会報,29:60)

八尋 克郎:1988年12月.コミムシ頒(鞘麹目)の消化管の比較形態学的研究(予幸B).日本昆虫学会九州支部第

39回大会,貫巨木大学

八尋 克郎:1988年10月:コミムシ類における消化管の比較形態.日本昆虫学会第48回大会,琉球大学(講演

要旨p.107)

八尋 克郎:1990年10月:オサムシ亜目における内部生殖器系の形態について,香川大学(日本昆虫学会第50

回大会 講演要旨p.53)

八尋 克郎:1991年10月:オサムシ上科における前胃の形態について 日本昆虫学会第51回大会 ･第35回日

本応用動物昆虫学会合同大会 静岡大学(講演要旨p.71)

八尋 克郎:1992年10月:原始的な甲虫における中腸表面の小盲嚢突起の形態.日本昆虫学会第52回大会 ･

第36回日本応用動物昆虫学会大会,弘前大学(講演要旨p104)

八尋 克郎 ･藤本 毅 ･徳田正己 ･矢野 宏二:1992年10月:水田におけるゴミムシ頬の種類組成と季節消

長.日本応用動物昆虫学会日本昆虫学会中国支部平成3年度合同例会(日本応用動物昆虫学会中国支

部会報34:52)

八尋克郎:1993年10月･Mo〃o∩の分類学的位置 (甲虫目,オサムシ科).日本昆虫学会第53回大会 ･第37回

日本応用動物昆虫学会大会,信州大学(講演要旨p45)

八尋克郎:1994年10月.オサムシ上村におけるホソクビjミムシ科の分類学的位置.日本昆虫学会第54回

大会 ･第38回日本応用動物昆虫学会大会,東京農工大学(講演要旨p.101)

八尋克郎 ･李昌彦:1994年12月:韓国満州島のオサムシ ･ゴミムシ相.日本昆虫学会九州支部第42回大会,

宮崎公立大学

八尋克郎 ･矢野宏二:1996年3月:10年間設置のライ トトラップにより捕獲されたゴミムシ類の種構成 と

年次変動.日本昆虫学会第56回大会 ･第40回日本応用動物昆虫学会大会,山口大学

八尋克郎:1996年7月:オサムシ研究の面白さ.第 17回びわ科学公開懇談会,琵琶湖研究所

八尋克郎:1996年11月･韓国清州島のオサムシ ･ゴミムシ相.トンボ研究会例会,至喜琶湖博物館

2.交流サービス事業に関する業績

2b.定期の講義､実習など

八尋克郎:1989-1995:自然科学概論:福岡外語専門学校通年講義､福岡市

八尋克郎:1991:数学:九州外語専門学校通年講義､福岡市

2C.短某月の講義､講演､研修､観察会､見学会など

八尋克郎:1989年8月:自然観察会･福岡県油山自然観察の森

八尋克郎:1990年6月:ホタルと神楽 ･音楽の夕べ二宮崎県椎葉村尾崎

八尋克郎:1991年8月 福岡女子大学生物野外実習.熊本県阿蘇

八尋克郎:1994年7月.市街地の昆虫を知る:福岡市市民講座,福岡市西公園

八尋克郎 ･嘉田由紀子:1996年6月:ほたるのお宿:琵琶湖博物館主催野外自然観察会､於寺山市民ホールお

よびほたるの森資料館

八尋克郎 ･内田臣一 ･矢野健:1996年7月.･夏の昆虫:自然観察会､近江富士花緑公園
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八尋克郎:1996:くらしのまわりの自然.探 してみよう森の友達:琵琶湖博物館展示ガイ ド､pp.67

3.展示事業に関する業績

八尋克郎二1992:特別展､世界の甲虫 (標本製作):北九州市立自然史博物館,北九州市

八尋克郎:1995:BeellesfaunaofBukitSoehartoExperlmentaIForest二ムラワルマン大学熱帯降雨林研究
センター標本展示室

八尋克郎､木田千代美:1996:昆虫化石:琵琶湖博物館 ｢琵琶湖のおいたち｣常設展示室

八尋克郎 ･中井克樹 ･内田臣一 ･矢野健:1996:昆虫類1-3(いきものコレクション～至巨琶湖地方の生き物

たち～の一部).琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示室

4.資料整備事業に関する業績

八尋克郎 1990:北九州市八幡東区昆虫調査約50点収集:九州大学,福岡市

八尋克郎:1990:韓国満州島昆虫調査約100点収集､整理､寄贈･九州大学,福岡市

八尋克郎:1991:福岡市粕屋郡昆虫調査約60点収集:九州大学,福岡市

八尋克郎:1994:福岡市西区元岡昆虫調査約100点収集･九州大学,福岡市

八尋克郎･1995:ボルネオ島産甲虫類標本約5,831点収集､整理､寄贈:ムラワルマン大学熱帯降雨林研究

センター,サマリンダ

5.情報事業に関する業績

八尋克郎:1989:ハエ目一部のデータ入力 (日本産昆虫総目指デ-タベース):九州大学大型計算機センタ

ー,福岡市
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KAMEDA,Kayoko 亀田 佳代子 鳥類生態学 (理学博士)

1.研究業績

1a.論文など

竹中践 ･竹中万紀子 (北海道東海大学) ･亀田佳代子:1993:ムクドリ (SlurnuscI'neraceus)の個体の

就弼行動解析へのラジオテレメ トリ-法の応用･北海道東海大学紀要:理工学系第6号:9114

Kameda,K.:i994:IdentLflCat10nOfnestpredatorsoftheRufousTurtleDoveSlreplope/iaorI'enla/I'S:

JapaneseJournalofO｢nithology:43:29-31

Kameda,K･:1994:EffectivenessofantipredatorbehavioroftheRufousTurtleDoveStreptope/I'a

orI'enta/IS:JapaneseJournafofOrmthology:43:79-89

Kameda,K:1996:OptlmalbroodsizeanditslimitingfactorsoftheRufousTurtJeDoveStreptope/ia

orI-enla/I'S:EcologlCaIResearch:11:51-60

1b.その他の印刷物

亀田佳代子 1996:Factorsaffecting-fewer,smallerleggsandmultiplebreedingoftheRufousTurtleDove

Streptope/iaorI'enta/lpsSignificanceofcropmllkandpredationpressure- (キジバ トSlreptopeII'a

orlenlalisの小卵少産および複数回繁殖の要因について-ピジョンミルクと捕食圧の重要性-):京

都大学理学研究科博士論文

松原健司 ･亀田佳代子 ･山田佳裕 ･芳賀裕樹:1996:窒素 ･炭素安定同位体比からみた琵琶湖におけるカ

ワウの食性:一一安定同位体による生物圏の科学構造の耶明 一新 しいパラダイムの確立■■,平成5年度

科学研究費補助金一般研究 (A)成果報告書:pp71-74

1C学会講演など

亀田佳代子 ･関文威:1989:松美池における動物プランク トンの季節変動について:1989年度日本海洋学

会秋季大会,筑波

亀田佳代子:1992:キジバ トの威嚇行動と擬傷行動について:1992年度日本烏学会大会,大阪

亀田佳代子:1993.筑波におけるキジバ トの繁殖生態の特性:第40回日本生態学会大会,松江

亀田佳代子:1993:ビデオを用いたキジバ トの捕食者の判定:1993年度日本鳥学会大会,松山

亀田佳代子:1994:キジバ トの最適ブルー ドサイズについて一雄数操作実験の結果と考察-:第41回日本

生態学会大会,福岡

亀田佳代子.1994:キジバ トの繁殖におよぽす捕食者の影響-ハシブ トガラスとハシホソガラスの繁殖期

におけるキジバ トの巣の分布と繁殖成功-:1994年度日本烏学会大会,上越

亀田佳代子:1995･捕食者の分布と生活史がキジバ トSlreplope/IaOrI'enta/isの繁殖に及ぼす影響:1995年度

日本鳥学会大会,早稲田

亀田佳代子:1996:キジバ トStreplope/iaorienla/ISの小卵少産および複数回繁殖の内的 ･外的要因につい

て:第43回日本生態学会大会,八王子

藤岡正博 ･浦野栄一郎 ･亀田佳代子･1996:農耕地の ドバ トの環境利用と群れの安定性.1996年度日本烏

学会大会,沖縄

Kameda,K･:i996:ReproductiveStrategyoftheRufousTurtleDoveSlreptope//aorlenla//'S:Festschnft

MeetlnglnhonourofProfessorJiroKikkawa"Evolutl0n&BehaviourofBlrds-lnslghtsfromLong-
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termStudies-●■:オース トラリア,ブリスベーン

2.交流サービス事業に関する業績

2b.定期の講義､実習など

亀田佳代子:1996:自然科学実験法 ･同実習E:同志社大学工学部嘱託講師

亀田佳代子:1996:情報の科学演習:同志社女子大学短期大学部嘱託講師

亀田佳代子:1996:環境科学:滋賀女子短期大学非常勤講師

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

亀田佳代子:1996年6月.キジバ トの繁殖戦略について:烏ゼミ:立教大学

亀田佳代子 ･楠岡泰 ･芳賀裕樹:1997年1月:烏丸半島の水鳥:重吉琶湖博物館観察会:草津市下物
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応用地域研究系

MORll,Genzo 森井 源蔵 農村計画学

1.研究業績

1a.論文など

森井源蔵:1991:住民の村づくりビジョンと計画理念の橋渡し:農業土木学会農村計画研究部会

北村貞太郎 ･森井源蔵:1992:集落営農と土地利用計画:農林業問題研究:28(2):9

1b.その他の印刷物

北村貞太郎 ･前川傑清 ･小池聡 ･森井源蔵:1989.横山地区農業集落計画:全国土地改良事業団体連合会

森井源蔵:1995:住民の村づくりビジョンに基づく総合土地利用計画:地域環境工学概論 ･豊かで美 しい地

域環境をつくる:38-39

1C.学会講演など

森井源蔵:1988:これからの農村整備:全国農業土木技術連盟近畿支部研究発表会:京都

北村貞太郎 ･前川便漬 ･森井源蔵.1989:農村地域における土地利用計画手法-とくに集落内土地利用に

ついて:農村計画学会学術研究発表会要旨集:12-13

北村貞太郎 ･前川俊清 ･森井源蔵:1989:農村地域における土地利用計画手法-とくにほ場整備事業を活

用 した集落整備について:農業土木学会大会講演会講演要旨集:510-511

森井源蔵:1989:新 しい水田農業に対応する大区画ほ場整備事業二第1回全国圃場整備研究会:大津

森井源蔵:1993:横山農業集落における段階的土地利用計画一視点の変換から生活環境へ一･第7回日本学

術会議都市地域計画研連-農村計画学研達合同シンポジウム･東京
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MAEHATA,Masayoshi 前畑 政善 魚類養殖学 ･魚類生態学

1.研究業績

1a.論文など

前畑政善:1983:Acrossochei/Ushexagono/epI'S(Mccle‖and)の繁殖 l.産卵について:滋賀県立琵琶湖文化

館研究紀要1(1):8-9

秋山庚光･前畑政善:1983:Acrossoche/'/Ushexagono/epI'S(Mccle"and)の繁殖 l卜卵内発生について 滋賀

県立至看琶湖文化館研究紀要1(1):10-ll

前畑政善:1983:AcrossocheIIushexagono/eplrS(Mccle‖and)の繁殖 Il.仔魚の発育について.滋賀県立琵琶

湖文化館研究紀要1(1):12-14

秋山庸光 ･前畑政善 ･松田征也:1984:日本産二枚貝の飼育について:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:2

(2):41-46

前畑政善:1984:BarI'//'usbende//'sis仔魚の発育について.1984:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀2(2):35-37

前畑政善:1984:重吉琶湖で大量に漁獲されたビワコオオナマズについて:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:2

(2):48

桑原雅之 ･松田征也 ･秋山庚光 ･前畑政善:1985:琵琶湖におけるオオクチバスMicropterussalmoldes

(Lacepede)に関する総合的研究★l食性を中心とした予備的研究:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:

3(3):4-10

前畑政善 ･秋山庚光 ･松田征也 ･桑原雅之:1986:ウシモツゴPseudorasborapumi/asubsp.の繁殖:滋賀

県立琵琶湖文化館研究紀要:(4):66-67

前畑政善 ･桑原雅之 ･松田征也 ･秋山庚光.1987:琵琶湖におけるオオクチバスMicropterussalmo/'des

(Lacepede)の食性:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:(5):1-14

前畑政善 ･秋山庚光 ･桑原雅之.1988:沖島(華琶湖 ･北湖)で漁獲されたオオクチバスM/croplerus

salmoI'des(Lacepede)当才魚の食性二滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要.6(6):25-303)

前畑政善:1990:ヒナモロコAphyocyprI'schI'nensI'Sの繁殖:滋賀県立琵琶湖文化餌研究紀要:(9):13-18

前畑政善 ･長田芳和 1990:イワ トコナマズparas//urus/ilhophi/usの新分布地:滋賀県立琵琶湖文化館研

究紀要:(8):1-5

前畑政善 ･長EEl芳和 ･松田征也 ･秋山庚光 ･友田淑郎:1990:ビワコオオナマズの産卵行動:魚頒学雑誌.

37(3):308-313

長田芳和･前畑政善:1991:ムギツクによる ドンコの巣への産卵:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:(9):17120

前畑政善:1992:琵琶湖(南湖)におけるオオクチバスの食性:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:(10):118

前畑政善:1992:ヒナモロコの喬形魚出現の原因:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:(10):9-ll

前畑政善:1993.琵琶湖文化館周辺水域(南湖)における魚類の動向:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:(ll):

43-49

前畑政善･長田智生:1994:宇治川で採集されたビワコオオナマズ稚魚.滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:

(12):20-21

細谷和海.前畑政善:1994:日本における希少淡水魚の現状と系統保存の方向性:養殖研幸B,水産庁養殖研究

所,三重:(23):17-25

前畑政善 ･藤本勝行 ･吉田雅澄:1994:滋賀県におけるイ トモロコとズナガ二コイの新分布地:滋賀県立琵

琶湖文化館研究紀要:(12):22-23

前畑政善:1995:ウシモツゴ:I-(仮)日本における希少淡水魚の現状と系統保存一平成6年春期魚類学会サチ

ライ ト研究集会論文集-●,緑書房,東京･pp.

前畑政善.1995:水族館における希少淡水魚の保存と今後の課題:..(仮)日本における希少淡水魚の現状と系
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統保存一平成6年春期魚類学会サテライ ト研究集会論文集■●.緑書房,東京:pp,

1b.その他の印刷物

前畑政善 ･秋山鷹光･松田征也:1985:ニッポンバラタナコの増殖試験:一一絶滅にひんしているニッポンバラ

タナゴの系統と種族保存に関する研究'●,昭和59年度科学研究費補助金(総合研究A)研究成果報告書:

pp.142-162

前畑政善.秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1988:ニッポンバラタナゴの産床となる貝の選択性について:.'ニ

ッポンバラタナゴの研究と保護"(長田芳和編),ニッポンバラタナゴ研究会,大阪 :pp,52159:

前畑政善･桑原雅之･秋山廉光 ･松田征也:1989:琵琶湖文化館横の湖岸における巻貝の分布調査:滋賀県立

琵琶湖文化館研究紀要:(7):25-29

前畑政善･1991:日本産希少減水魚:"第4回種保存委員会拡大会議経過報告'.,(社)日本動物園水族館協会,

東京:pp.23-24:pp.96-97

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋山虜光 ･松田征也 ･岡野巧:1992:野洲川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要30周年特集号:(10):47-61

秋山庚光 ･嘉穂さち子 ･桑原雅之 ･前畑政善ほか:1992:琵琶湖周辺の水城の魚類相の現況調査:..公益信

託 Takaraハーモニス トファンド平成2年度研究活動報告'',安田信託銀行,東京:pp.73-81

前畑政善:1992:日本産希少淡水魚の繁殖計画について:l'第5回種保存委員会拡大会議経過報告.I,(社)日本

動物園水族館協会,東京:pp.110-114

前畑政善:1993･日本産希少淡水魚の繁殖 ･保存計画について:●●第6回種保存委員会拡大会議経過報告-:

(社)日本動物園水族館協会 東京:pp.1131-117

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋山庚光 ･松田征也 ･岡野巧:1993:安曇川に生息する魚類.滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要:(ll):ll-22

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋山庚光 ･松田征也 ･岡野巧:1994:愛知川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要:(12):

前畑政善:1994:ビワコオオナマズ:"日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料(l)分冊=''言'#水魚楓

水産庁:pp.392-398

前畑政善.1994.イワトコナマズ■日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料(l)分冊‖●-,淡水魚頬,水産

庁･pp.399-405

前畑政善:1994:タイワンドジョウ.''日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料(★l)分冊 ★lll■,淡水魚

楓 水産庁:pp.450-455

前畑政善:1994:コイ科(一部):..第4回自然環境保全基礎調査動植物分布調査報告書●-,淡水魚矧 環境庁

前畑政善 1995･ウシモツゴ:''日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料(lJ)分冊‖-1言炎水魚類,水産庁

1C,学会講演など

谷口順彦 ･前畑政善:1974:四万十川の魚類とその環境:昭和49年度日本水産学会春季大会(講演要旨集

p.46)

前畑政善:1974産卵期前後におけるアユの血液性状について:昭和49年度日本水産学会春季大会(講演要

旨集p.59)

前畑政善:1981:ネパール産魚類BarbushexagonolepIIsの繁殖について:日本動物園水族館協会 第43回近
畿 ･四国ブロック水族館飼育技術者講習会

前畑政善･1983:ニッポンバラタンゴの繁殖について:第27回水族館技術者研究会全国大会

前畑政善:1983:ニッポンバラタナゴの繁殖:日本動物園水族館協会第48回近畿 ･四国ブロック水族館飼育

技術者講習会

秋山庫光 ･前畑政善 ･松田征也:1983二淡水二枚貝の飼育について:日本動物園水族館協会第51回近畿 ･四

国ブロック水族館飼育技術者講習会
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前畑政善:1985:ブラックバスの食性について:日本動物園水族館協会第51回近畿 ･四国ブロック水族館飼

育技術者講習会

前畑政善:1987:琵琶湖(南湖)におけるオオクチバスMIIcroplerussalmoldes(Lacepede)の食性･日本動物園
水族館協会第31回水族館技術者研究会全国大会

前畑政善:1988:沖島(至喜琶湖北湖)で漁獲されたオオクチバスの食性:日本動物園水族館協会第32回水族館

技術者研究会全国大会

前畑政善:1988:ビワコオオナマズの産卵行動:第33回水族館技術者研究会全国大会

前畑政善:1990:ヒナモロコの産卵行動ならびに増殖(種保存)上の諸問題:第34回水族館技術者研究会全国

大会

前畑政善:1991:日本産希少淡水魚:日本動物園水族館協会第4同種保存委員会拡大会議

前畑政善:1991:ブラックバスの食性:平成 3年度日本水産学会近畿支部後期例会シンポジウム重吉琶湖にお

ける水環境問題(講演要旨集pp.12-13)

前畑政善.1992:日本産希少淡水魚の繁殖計画について:日本動物園水族館協会第5回種保存委員会拡大会

議

前畑政善:1993:日本産ナマズ属魚類3種の産卵行動の比較:日本動物園水族館協会第37回水族館技術者研

究会全国大会

前畑政善:1993:日本産希少淡水魚6種の繁殖と保護増殖事業の意義:日本動物園水族館協会第37回水族館

技術者研究会全国大会

前畑政善:1993:希少淡水魚の保存は可能か7:第34回日本動物園水族館協会教育研究会

里中知之 ･川辺良- ･前畑政善:1993:天然記念物ネコギギの産卵行動および繁殖経過について:日本動物

園水族館協会第39回水族館技術者研究会全国大会

前畑政善:1993:日本産希少淡水魚の繁殖 ･保存計画について:日本動物園水族館協会第6回種保存委員会

拡大会議

前畑政善:1994:水族館における希少淡水魚保存の現状と課題:日本魚類学会サチライ トシンポジウム(香

季):(講演要旨集p.)

前畑政善:1994:水族館における希少淡水魚の保存と今後の課題:日本魚類学会シンポジウム(秋季)日本に

おける水族館の役割と将来展望一魚頬学とかかわり-:(講演要旨集2p)

前畑政善:1994:日本産希少淡水魚の繁殖 ･保存計画:日本動物園水族館協会第7回種保存委員会拡大会議

前畑政善:1995:イワ トコナマズの産卵行動:日本魚類学会春季大会

前畑政善:1995:日本産希少淡水魚の繁殖 ･保存計画:日本動物園水族館協会第7回種保存会議幸B告書

前畑政善:1996:日本産希少淡水魚6種･亜種の継代繁殖･(社)日本動物園水族館協会第40回総会 (古賀

賞記念講演)

Maehata,M:1996:Conservatl0nOfEendangeredJapaneseFreshwaterFIShes:4thlnternatl0nal

AquariumCongress,Tokyo

2.交流 ･サービス事業

2a.印刷物

前畑政善:1977:アマゴ卵の輸送と現地での魚類採集:淡水魚(3):152-156:(財)淡水魚保護協会,大阪

前畑政善･秋山庚光:1978:びわ湖の魚びわ湖の漁拶生活:琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査報告書,

滋賀県教育委員会:1:1-30

前畑政善:1978:飼い方と観察のポイントドジョウ･シマ ドジョウ:アニマ,平凡社,東京:8:47

前畑政善.秋山庚光:1979:びわ湖の魚介びわ湖の専業刺 努琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調重報告

書,滋賀県教育委員会:2:1-31

前畑政善:1980:5内湖の魚介:内湖と河川の漁法 琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査報告書,滋賀県

教育委員会:滋賀県教育委員会:3:137-164
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松田尚一･前畑政善･秋山鷹光:1980:湖国びわ湖の魚たち,滋賀県立至E琶湖文化館編:8pls1189pp.

前畑政善:1981:ネパールの魚たち:談水負(7).(財)淡水魚保護協会,大阪:168-170

前畑政善:1983:滅びゆく｢ニッポンバラタナコ｣とその保護:博物館研究,(社)日本博物館協会,東京.18(町

19-20

前畑政善･秋山虜光･1983:至看琶湖の生物:‖琵琶湖 その自然と社会‖(｢至巨琶湖｣編集委員会編),.pp.62-69･

サンブライ ト出版,京都

前畑政善.1983:ハス:週刊釣りサンデー,大阪

前畑政善:1983:コイ:週刊釣りサンデー,大阪

前畑政善:1983.ビワマス:週刊釣りサンデー.大阪

前畑政善:1983:二コロブナ:週刊釣りサンデー,大阪

前畑政善:1983･タモロコ･週刊釣りサンデー,大阪

前畑政善:1983:イ トモロコ:週刊釣りサンデー,大阪

前畑政善:1985二へラブナの形態と分類:日へラブナー生態と釣法'●,世界文化社,東京:pp.30137

前畑政善:1985:琵琶湖の魚と漁業.硝友,日本電気硝子株式会社:(162):22123

前畑政善:1985:ブラックバス50年ごろから繁殖:読売新聞9月10日付朝刊

前畑政善:1985:われら湖族 イサザ今が最盛期:読売新聞4月朝刊

前畑政善.1985:われら湖族 アオウオ ソウギョにそっくり:読売新聞11月12日付朝刊

前畑政善.1985:われら湖族 ホンモロコ産卵のため南下:読売新聞4月朝刊

前畑政善.1985:われら湖族 アユモ ドキすみ家追われ消息途絶える:読売新聞 月 日付朝刊

前畑政善:1985:われら湖族 ワタカ小骨多いがけっこう美味･読売新聞6月 日付朝刊

前畑政善:1985･われら湖族 アジメドジョウ川底に生息:産卵:読売新聞 月 日付朝刊

前畑政善:1985:琵琶湖の魚シリーズ1琵琶湖の =コアユ":浮楓 滋賀県立琵琶湖文化館:1(1)･2

前畑政善:1986:われら湖族 アメリカザリガニ原産地は北米 田んぼを荒らす:読売新聞1月21日付朝刊

前畑政善:1986:われら湖族 テナガエビ大正時代に霞ケ浦から:読売新聞3月18日付朝刊

前畑政善.1986:われら湖族 コイ野生型と養殖型の2種:読売新聞5月13日付朝刊

前畑政善 ･秋山康光 ･松田征也 ･桑原雅之:1987.よみがえれ日日本の淡水魚:滋賀県立琵琶湖文化館編:4

pls+52pp

前畑政善:1987ニ琵琶湖におけるブラックバスの現状一食性の調査から-:淡水魚終刊号 (財)淡水魚保護協

会,大阪:44-49

前畑政善:1987:動植物歳時記 琵琶湖の魚:"自然歳時記 新日本百景 3湖沼と湿原●l,集英社,東京:p148

前畑政善:1987:特別展 ｢よみがえれ ■日本の淡水魚｣:博物館研究,(社)日本博物館協会,東京:22(7).48-

50

前畑政善:1987:われら湖族 カマツカ "砂適の術"の達人:読売新聞3月10日付朝刊

前畑政善:1987:われら湖族 ニッポンバラタナゴ美 しい小魚 県下では絶滅:読売新聞12月8日付朝刊

前畑政善:1987:びわ湖の魚と漁具 ウグイ:京都新聞 7月3日付朝刊

前畑政善:1987:びわ湖の魚と漁具 堰四ツ手綱:京都新聞 7月17日付朝刊

前畑政善:1987:びわ湖の魚と漁具投網:京都新聞10月16日付朝刊

前畑政善:1987:びわ湖の魚と漁具 ワタカ:京都新聞12月11日付朝刊

前畑政善:1987:びわ湖の魚と漁具 落 し網:京都新聞9月 日付朝刊

前畑政善:1987屈 琶湖バスの食性:''週刊釣りサンデー別冊 完全版 琵琶湖BASS'■,週刊釣りサンデー,

大阪:pp.18-20

前畑政善:1987:われら湖族 骨酒に味わい イワナ:読売新聞5月5日付朝刊

前畑政善:1987:われら湖族 デメモロコ砂泥底にすみわからぬ生態:読売新聞6月30日付朝刊

前畑政善:1987:われら湖族 産卵期には全身赤色に カワムツ:読売新聞10月6日付朝刊

前畑政善:1987:われら湖族 美 しい小魚 県下では絶滅 ニッポンバラタナゴ:読売新聞12月8日付朝刊

前畑政善:1987:琵琶湖の魚シリーズ5 二コロブナ:浮城,滋賀県立琵琶湖文化館:3(1).2
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前畑政善:1988:淡水の魚たち知って欲 しい基礎知識."日本料理技術講座 川魚料理の工夫■■,柴田書店,秦

京:pp.161-214

前畑政善:1988:ミナミトミヨ:''京都の動物 Il魚 ･淡水生物 ･昆虫とクモ■■(京都の動物編 集委員会編),法

律文化社 京都:pp.31-35

前畑政善:1988:アジメドジョウ:''京都の動物 Il魚 ･減水生物 ･昆虫とクモ"(京都の動物編集委員会編),

法律文化社 京都:pp.51-55

前畑政善:1988:ビワコオオナマズ."京都の動物 Il魚 ･淡水生物 ･昆虫とクモ.I(京都の動物編集委員会編)

,法律文化社 京都:pp.67-71

前畑政善:1988:タウナギ:■■京都の動物 H魚 ･淡水生物 ･昆虫とクt"(京都の動物編集委員会編)･法律文

化社,京都:pp.72-76

前畑政善:1988ニわれら湖族 夜になると行動 アカザ:読売新聞 2月24日付朝刊

前畑政善:1988:われら湖族 愛称はゴリカワヨシノポリ:読売新聞4月6日付朝刊

前畑政善:1988:われら湖族 9回も脱皮 スジエビ:読売新聞5月11日付朝刊

前畑政善:1988:われら湖族 全身が黄色 ペンテンナマズ:読売新聞6月15日付朝刊

前畑政善:1988:びわ湖の魚と漁具投げ刺 し網:京都新聞3月4日付朝刊

前畑政善:1988:びわ湖の魚と漁具 ヒガイ:京都新聞10月2日付朝刊

前畑政善:1988:ブラックバス:週刊釣りサンデー別冊 新魚シリーズ,週刊釣り大阪:(7).22-26

前畑政善:1989,バス科(オオクチバス):"山渓カラー名鑑 日本の淡水魚-I(川那部浩栽 ･水野信彦編),(樵)山

と渓谷社,東京:pp.494-505

前畑政善:1989:ゴクラクギョ属(チョウセンブナ ･タイワンキンギョ):"山渓カラー名鑑日本の淡水魚"(川

那部浩哉 ･水野信彦編),(樵)山と渓谷社,東京:pp.467-469

前畑政善:1989:タイワンドジョウ科(カムルチ一 ･タイワンドジョウ):1989:''山渓カラー名鑑 日本の淡水

魚T.(川那部浩哉 ･水野信彦編),(樵)山と渓谷社 東京:pp.470-475

前畑政善:1989:コイ科(カワバタモロコ ･ヒナモロコ):■■山渓カラー名鑑 日本の淡水魚.'(川郡部浩哉 ･水

野信彦編),(樵)山と渓谷社 東京:pp.2561258

前畑政善.1989:びわ湖の魚と漁具 押 し網:京都新聞2月10日付朝刊

前畑政善:1989:大津の自然 びわ湖の魚 ① ヒウオ(氷魚):大津市広軸 2月1日号

前畑政善:1989･大津の自然 びわ湖の魚 ･tZ)イサザ:大津市広報 2月15日号

前畑政善:1989.大津の自然 びわ湖の魚 63)ウツセミカジカ:大津市広報3月1日号

前畑政善:1989･大津の自然 びわ湖の魚 @)ホンモロコ:大津市広報3月15日号

前畑政善:1989:大津の自然 びわ湖の魚 (3)ウグイ:大津市広報 4月1日号

前畑政善ニ1989:淡海の生き物 (1)ホンモロコ:毎日新聞11月8日付朝刊

前畑政善.1989:淡海の生き物 (2)キンクロハジロ:毎日新聞12月6日付朝刊

前畑政善:1989:びわ湖だけにすむ魚3ビワヒガイ二滋賀民報4月 日付

前畑政善:1989:びわ湖だけにすむ魚4イサザ:滋賀民軸4月 日付

前畑政善:1989:琵琶湖の魚シリーズ9明治天皇と ｢ヒガイ｣:浮城,滋賀県立琵琶湖文化館:5(1)･3

前畑政善:1990:琵琶湖のブラックバス ･その後二淡水魚保護,(財)淡水魚保護協会,大阪:pp.125-128

前畑政善:1990･淡海の生き物 (9)オオハクチョウ:毎日新聞 1月24日付朝刊

前畑政善:1990:淡海の生き物

前畑政善:1990･淡海の生き物

前畑政善:1990二淡海の生き物

前畑政善:1990:淡海の生き物

前畑政善:1990:淡海の生き物

前畑政善:1990･淡海の生き物

前畑政善:1990:淡海の生き物

前畑政善:1990:淡海の生き物

(13)オオカナダモ ･コカナダモ:毎日新聞 3月1日付朝刊

(15)ウツセミカジカ:毎日新聞 月 日付朝刊

(16)ギンブナ:毎日新聞4月25日付朝刊

(25)ニッポンバラタナゴ:毎日新聞 5月30日付朝刊

(29)ビワコオオナマズ:毎日新聞 6月27日付朝刊

(37)ブラックバス:毎日新聞 月 日付朝刊

(41)イワ トコナマズ:毎日新聞10月10日付朝刊

(45)タンカイザリガニ:毎日新聞12月5日付朝刊
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前畑政善 1991:湖の魚:'●日本歴史地名大系25滋賀県の地名'',平凡社地方資料センター,東京:pp.50-51

前畑政善ほか:1991:魚類等(アカザ ･アジメドジョウ ･アメリカザリガニ ･アユモ ドキ ･イサザ ･イワ ト

コナマズ ･ウグイ ･ウナギ ･オオクチバス ･カネヒラ ･カムルチ一 ･ギギ ･ヒワラ ･スナヤツ

メ ･ソウギョ ･タイリクバラタナゴ ･タナゴ類 ･タビラ ･タモロコ ･タンカ イザリガニ ･デメモ

ロコ ･ドジョウ類 ･ナマズ ･ニゴロブナ ･ハス ･ハリヨ ･ヒガイ ･ビワコオオナマズ ･ワタカ):滋

賀県百科辞典…(滋賀県百科辞典刊行会編),大和書房,東京:22pls.+875pp.の一部

前畑政善:1991:淡海の生き物 (49)モクズガ二:毎日新聞 1月23日付朝刊

前畑政善.1991:淡海の生き物 (53)ビワヒガイとアブラヒガイ:毎 日新聞 2月20日付朝刊

前畑政善:1991:淡海の生き物 (57)ゼゼラ:毎日新聞 3月20日付朝刊

前畑政善:1991:野洲川の生物 タモロコ ･イ トモロコ:京都新聞 2月23日付朝刊

前畑政善:1991:ビワコオオナマズの繁殖行動 (共著):アニマ,平凡社,東京:10:21-24

前畑政善:1991:琵琶湖バス:週刊釣 りサンデー別冊 バスクラブ:週刊釣りサンデ-,大阪:1:40-42

前畑政善ほか:1992:座談会‖日本の淡水魚の研究と保護":淡水魚保護,(財)淡水魚保護協会,大阪:pp.181-

195

前畑政善:1992:オヤニラミ ･タナゴ類 ･ドジョウ類:アニマ,平凡社 東京:ll:57-60

前畑政善:1992:琵琶湖の魚シリーズ15カムルチ-減った外来魚:浮城,滋賀県立琵琶湖文化館:8(2):2

前畑政善:1993:雄が雌に巻きついて産卵へ ナマズ類:週刊朝 日百科 動物たちの地球･7:116-117

前畑政善:1993:ビワコオオナマズの産卵行動:一一ふるさとの自然■-(滋賀自然環境研究会編),滋賀県:p.20

前畑政善:1993:琵琶湖を席捲 した外来魚 ブラックバスとブルーギル:週刊朝日百科 動物たちの地球:86:

58-59

前畑政善:1993:希少淡水魚保護のために一日本動物園水族館協会の取 り組み-:淡水魚保護 終刊号,(財)

淡水魚保護協会,大阪 130-133

前畑政善:1993.連載種保存委員会 種別調整者に聞 く日本産淡水魚.どうぶつと動物園,(財)東京動物園協

会:東京:(8):32-33

前畑政善:1993:朽木の渓流魚:"総合ガイ ド3比良山系の自然''(京都滋賀自然観察会縞),京都新聞社 pp.

121-125

前畑改善:1994:淡水魚の仲間たち:‖総合ガイ ド7琵琶湖/竹生島…(京都滋賀自然観察会縞),京都新聞社:

pp,66-80

前畑政善:1994:なぞも大きな琵琶湖のヌシ:"森の動物の100不思言#",(社)日本林業技術協会 東京:pp.36-

37

前畑政善:1994:淡水魚の繁殖.飼育ハンドブック:(社)日本動物園水族館協会,東京:pp.

前畑政善:1994:琵琶湖の魚シリーズ 19アユモ ドキ:浮城,滋賀県立琵琶湖文化館:10(2):2

前畑政善:1995:滅びゆく日本の淡水魚:特別展 ｢岐阜県の淡水魚J図録(岐阜県立博物館編):pp.

前畑政善(監修,共訳):1996:クジラとイルカの図鑑:日本ヴォーグ社:256pp.

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1983-85:｢サマースクール｣講義と実習:滋賀県立琵琶湖文化館,

大津市

前畑政善･秋山庚光.松田征也.桑原雅之:1986-91,｢さかな科学教室｣講義と実習:滋賀県立琵琶湖文化館,

大津市

前畑政善･秋山虜光･松田征也.桑原雅之:1986-91.｢魚科学研究グループ｣講義と実習:滋賀県立琵琶湖文

化館,夫津市

岡野巧.前畑政善.秋山庚光.松田征也.桑原雅之:1991194.野外観察会 ｢親子で学ぶ至喜琶湖の水とプランク

トン｣講義と実習:滋賀県立琵琶湖文化館,大津市

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1991-94.野外観察会 ｢親子で学ぶアユの産卵観察会｣講義と実習:

滋賀県立琵琶湖文化館,夫津市
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前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1993-94.｢水族館さかな教室｣講義と実習:滋賀県立至∈琶湖文化

館,大津市

前畑政善:1995-96:魚類学概論.大阪シニア自然大学,大阪市

前畑政善二1995196:魚類学概論.大阪白,%大学,大阪市

前畑政善:1995年4-5月:r琵琶湖の魚｣展にて ｢琵琶湖の魚たち｣について講演,重吉琶湖文化取 NHK協

賛

前畑政善:1995年5月:｢滅びゆく日本の淡水魚｣講演:岐阜県博物館:平成 7年度春期特別展 r岐阜の淡水

魚j,関市

前畑政善:1996年3月:"みずうみからのメッセ-ジ(琵琶湖の自然と汚染)"講演:長浜市民交流センター,

長浜市

前畑政善:1996年7月:"重吉琶湖の魚と環境"講演.大津市立中央小学校,大津市

3.展示事業に関する業練

前畑政善.秋山廉光:1981:特別展 ｢世界のメダカと水草展｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館､滋賀県立琵琶湖

文化館

前畑政善･秋山庚光:1981:特別展 ｢世界のメダカと水草展｣リーフレット.滋賀県立琵琶湖文化館編

亀井節夫･岡村喜明･木村一郎･前畑政善･秋山廉光:1982.特別展 ｢びわ湖のおいたち-500万年の謎をさぐ

る-｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館

亀井節夫･岡村喜明･木村一郎･前畑政善･秋山廉光:1982:特別展 ｢びわ湖のおいたち-500万年の謎をさぐ

る-｣図書i.滋賀県立琵琶湖文化館編

前畑政善･秋山廉光.松田征也:1984:特別展 ｢びわ湖の魚と漁具 ･I;,Q法｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館

前畑政善･秋山庚光･松田征也:1984:特別展 ｢びわ湖の魚と漁具 ･漁法｣開催,滋賀県立至巨琶湖文化館編

2pls.+67pp.(8pls.)

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1985:特別展 ｢水の中の小さな怪物くん｣(水生昆虫展)開催.滋賀

県立琵琶湖文化館

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1987:特別展 ｢よみがえれ I l日本の淡水魚｣開催.滋賀県立琵琶

湖文化館

前畑政善･秋山廉光･松EEl征也･桑原雅之ニ1987:特別展 ｢よみがえれ ! J日本の淡水魚｣図鈷 滋賀県立琵琶

湖文化館編4pls.+52pp.

前畑政善.秋山庚光.松田征也･桑原雅之:1988:特別展 ｢日本のカメ･世界のカメ｣開催滋賀県立琵琶湖文

化館

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之.1988:特別展 ｢日本のカメ･世界のカメ｣リーフレット滋賀県立

琵琶湖文化館鼠 4pls.+52pp.

前畑政善.秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1989:特別展 ｢ポテジャコと二枚貝｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1989:特別展 ｢ボテジャコと二枚貝｣リーフレット滋賀県立琵琶

湖文化館編

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1990:特別展 ｢ポテジャコと二枚貝｣リーフレット滋賀県立琵琶

湖文化館編

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1990:特別展 ｢淡水への侵略者たち一外来生物とその生態｣開催.

滋賀県立琵琶湖文化館

前畑政善･秋山廉光.松田征也･桑原雅之:1990:特別展 ｢淡水への侵略者たち-外来生物とその生態｣ リー

フレット滋賀県立琵琶湖文化館編

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1991:特別展 ｢日本の天然記念物一希少淡水生物の生態と現状｣
開催.滋賀県立琵琶湖文化館

前畑政善.秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1991:特別展 ｢日本の天然記念物一希少淡水生物の生態と現状｣
リーフレット滋賀県立琵琶湖文化館編
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桑原雅之･前畑政善･秋山康光･松田征也.1991

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也:1991

文化館編

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也.1991

桑原雅之･前畑政善･秋山康光･松田征也:1991

文化館編

松田征也.前畑政善･秋山廉光･桑原雅之:1992

賀県立琵琶湖文化館

松田征也･前畑政善･秋山庚光･桑原雅之:1992

レッ ト.滋賀県立琵琶湖文化館編

企画展 ｢野洲川の減水生物｣開催.滋賀県立琵琶湖文化舘

企画展 ｢野洲川の淡水生物｣ リーフレッ ト滋賀県立琵琶湖

企画展 ｢安曇川の淡水生物｣開催,滋賀県立琵琶湖文化館

企画展 ｢安曇川の淡水生物｣ リーフレッ ト.滋賀県立琵琶湖

企画展 ｢湖岸の生物一水辺で見つけた水生生物-｣開催.衣

企画展 ｢湖岸の生物一水辺で見つけた水生生物-｣ リーフ

秋山庚光･前畑政善.松田征也.桑原雅之.1992:特別展 ｢アフリカの淡水魚｣開催 滋賀県立琵琶湖文化館

秋山庚光･前畑政善･松田征也.桑原雅之二1992:特別展 ｢アフリカの淡水魚｣ リーフレッ ト滋賀県立琵琶

湖文化館編

桑原雅之･前畑政善.秋山席光･松田征也:1992:企画展 ｢愛知川の減水生物｣開催 滋賀県立琵琶湖文化館

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也

文化館編

松田征也･前畑政善･秋山康光･桑原雅之

松田征也･前畑政善･秋山庚光･桑原雅之

湖文化館編

秋山簾光･前畑政善･松田征也･桑原雅之

館

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之

湖文化館編

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也

桑原雅之･前畑政善･秋山廉光･松田征也

化館縞

秋山庚光･前畑政善･松田征也･桑原雅之

館

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之

湖文化館編

松田征也･前畑政善･秋山虜光･桑原雅之

松田征也･前畑政善･秋山庫光･桑原雅之

文化館編

1992:企画展 ｢愛知川の減水生物｣ リーフレッ ト.滋賀県立琵琶湖

1993.企画展 ｢琵琶湖固有の魚たち｣開催 滋賀 県立至邑琶湖文化館

1993:企画展 ｢琵琶湖固有の魚たち｣ リーフレッ ト滋賀県立琵琶

1993:,特別展 ｢東南アジアの淡水魚｣開催.滋賀 県立至喜琶湖文化

1993.特別展 ｢東南アジアの淡水魚｣ リーフレッ ト.滋賀県立琵琶

1993:企画展

1993:企画展

1994:特別展

1994:特別展

1994:企画展

1994:企画展

｢姉川の淡水生物｣開催,滋賀県立 至喜琶湖文化館

｢姉川の淡水生物｣ リーフレッ ト滋賀県立琵琶湖文

｢商アメリカの淡水魚｣開催.滋賀 県立琵琶湖文化

｢商アメリカの淡水魚｣ リーフレッ ト.滋賀県立琵琶

｢瀬田川の減水生物｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館

｢瀬田川の減水生物｣ リーフレット.滋賀県立至芭琶湖

前畑政善:1995.5.平成 7年度春期特別展 r岐阜県の淡水魚｣.岐阜県博物館に対する展示指導と協力

前畑政善.秋山庚光･松田征也･桑原雅之:199311995:滋賀県立琵琶湖博物館 r水辺の生き物｣常設展示の

企画立案

4.資料整備事業に関する業績

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:199311995:滋賀県立琵琶湖博物館 ほ喜琶湖のお いたち｣常設展

示への資料収集協力
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FUJIOKA,Yasuhiro 藤岡 康弘 魚類生理学 (農学博士)

1.研究業績

1a.論文など

里井晋一 ･山中冶 ･村長義雄 ･大野喜弘 ･的場洋 ･水島久宣 ･藤岡康弘:1979:びわ湖定期観測:滋賀水試

研軸:31:156-216

中賢治 ･伏木省三 ･大野喜弘 ･田沢茂 ･里井晋- ･的場洋 ･岩井寿夫 ･藤岡康弘 ･山田啓二 ･小松秀樹 ･

成田達彦 ･大原康之11979:重吉琶湖へ流入する仔アユ量(1978)の推定｣.滋賀水試研朝:32:1-194

藤岡康弘 ･伏木省三 ･中賢治 ･大野喜弘 ･田沢茂 ･里井晋-:1980:遡河魚類通路におけるアユの遡上効

果-1:滋賀水試研報:33:37-45

伏木省三 ･中賢治 ･大野喜弘 ･田沢茂 ･里井晋一 ･藤岡康弘:1980:コアユ資源予測調査:滋賀水試研軸:

33:16-22

里井晋一 ･山中冶 ･藤岡康弘 ･村長義雄 ･大野喜弘 ･田沢茂 ･水島久宣 ･伏木省三:1980:びわ湖定期観

測:滋賀水試研報:33:46196

中賢治 ･伏木省三 ･藤岡康弘 ･里井晋一 ･大野喜弘 ･田沢茂 ･岩井寿夫 ･太田洋行 ･笹井仁 ･田中秀具 ･

永井嘉久:1980二琵琶湖へ流入する仔アユ量(1978)の推定-1I:滋賀水試研朝:34:11165

伏木省三 ･中賢治 ･大野喜弘 ･田沢茂 ･里井晋- ･藤岡康弘.1981:湖アユ資源予測調査(昭和54年度):滋

賀水試研報:35:94-102

山中治 ･藤岡康弘 ･里井晋一 ･水島久宣 ･村長義雄:1981二王喜琶湖におけるUroglenasp.の異常発生と環

境要因の変動について:滋賀水試研報:35:103-144

藤岡康弘 ･伏木省三 ･中賢治 ･大野幸弘 ･田沢茂 ･里井晋-:1983:遡河魚矩通路におけるアユの遡上効

果一日:滋賀水試研報･36:ll-20

里井晋一 ･山中治 ･村長義雄 ･大野幸弘 ･的場洋 ･藤岡康弘 ･水島久宣 ･伏木省三 ･氏家宗二･1983:び

わ湖定期観測(昭和54年度):滋賀水試研報:36:84-133

藤岡康弘･1987:ビワマスのパー ･スモル ト変態:日本水産学会誌.53(2):253-260

藤岡康弘:1988:ビワマスとアマコの成長ならびにパー ･スモル ト変態に伴 うタはβ形態の変化 日本水産学

会誌:54(1):77-86

藤岡康弘 ･伏木省三:1988･ビワマス幼魚の降河と銀毛変態:日本水産学会誌:54(4):1889-1897

Fujioka,Y.,Fushiki,S∴1989:Seasonalchangesinhypoosmoregulatoryabi一ityofblWaSalmon

Oncorhynchusrhodurusandamagosalmon0.rhodurus.NipponSulSanGakkaishi:55(11):1885-

1892

Fujioka,Y･.Fushlkl,S∴1989:PhysiologlCalstudiesonparr-smolttransformationlnblWaSalmon:PhysLOI

Ecol.,Japan.Spec.Vol∴1:489-496

藤岡康弘:1989:ビワマスとアマゴの発眼卵および稚魚の海水耐性:滋賀水試研幸B:41:10-13

Fujioka,Y･,Fushiki,S･,Tagawa,M･,Ogasawara,T･,HlranO,T･:1990:SeasonalchangeslnPlasma

thyroxineleverslnbiwaandamagosalmonrearedlnthepond.NipponSuisanGakkalSh['56(2),
249-254

Fujioka,Y･,Fushiki,S･,Tagawa,M･,Ogasawara,T･,Hirano,T･:1990:DownstreammlgratOrybehaviorand

plasmathyroxineleve一sofbiwasalmonOncorhynchusrhodurus:NipponSulSanGakkaishi:56(11)
1773-1779

中賢治 ･藤岡康弘 ･氏家宗二:1990:小河Jllにおける全面階段型魚道の設置事例:魚道に関する国際シンポ

ジウム要旨集

FuJroka,Y･,Katoh,T･,Fushlkl,SHNakagawa,H.:1991:Changeslnfattyacldcompositl0naSSOSiated
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WithbodysilverJnginbiwasa一monOncorhynchusrhodurusandamagosalmon0.rhodurus:Nippon

SuJSanGakkaishl:57(12):2313-2320

藤岡康弘:1991:ビワマスの形態ならびに生理 ･生態に関する研究:醒井養鱒場研幸臥3:1-112

藤岡康弘:1992:ニゴロブナ精液の凍結保存の横討:滋賀水試研軸:42:1-4

Fujl0ka,Y∴1993:InductionofgynogeneticdipfoidsandcytologicalstudiesinhonmorokoGnathopogon

caerulescens:NipponSulSanGakkaishi:59(3):493-500

藤岡康弘:1993:ホンモロコ,Gnathopogoncaeru/escensの17-methyltestosterone浸漬処理による性転換

と全雌魚生産の試み:水産増殖二41(3):409-416

藤岡康弘 ･田中秀具 ･溝田宣雄:1995:ニゴロブナの性転換雄を用いた全雌魚生産:水産増殖:43(3):3891

393

遊磨正秀 ･蓑田由紀子 ･藤岡康弘:1995:水辺の生物相と遊びの時代変遷-3世代アンケー ト調査から-:

環境システム研究:23:20-31

1b.その他の印刷物

千葉春樹 ･藤岡康弘:1982:水産技術報告書 (リオ ･グランデ ･ド･スル州):滋賀県水産試験場朝告書

藤岡康弘 ･吉原利雄:1983:人工湖におけるビワマスの増殖に関する研究-l:醒井董鱒場業務報告,56年度:

pp･18-25

藤岡康弘:1983:アマゴのホルモン剤投与による性転換:醒井養鱒堤業務報告:56年度:pp.26-30

藤岡康弘:1983･イワナの種苗生産に関する研究:醒井養鱒場業務報告:56年度:pp.31-37

藤岡康弘:1984:エレク トリックショッカーを用いて推定したイワナの発眼卵の放流効莱:醒井養鱒場業務

報告:57年度:pp.18-22

藤岡康弘 ･田中秀具 ･沢田宣雄:1987:温水魚のバイオテクノロジー研究:■■全国湖沼河川養殖研究会第60

回大会要録':pp.76-82

藤岡康弘 ･沢田宣雄:1988:ホンモロコ ･ニゴロブナの全雌生産技術の開発:養殖:301:156-216

藤岡康弘･1988:ビワマス:水の趣味:3:120-123

藤岡康弘 ･沢田宣雄 ･遠藤誠:1988:ホンモロコ ･ニゴロブナの雌性化技術開発に関する研究:■■昭和62年

度地域バイオテクノロジー研究開発促進事業報告書,滋賀県水産試験場一一:pp.1-23

藤岡康弘 ･遠藤誠:1989:ホンモロコ ･ニゴロブナの雌性化技術開発に関する研究:'-昭和63年度地域バイ

オテクノロジー研究開発促進事業報告官',滋賀県水産試験場:pp.1-19

藤尾芳久 ･中嶋正道 ･藤岡康弘 ･小林徹.1989:養殖ニジマスの在来系とドナル ドソン系の遺伝的特徴,ア

イソザイムによる魚介類の集団解析:日本水産資源保護協会:pp.322-333

藤岡康弘 ･遠藤誠:1990:ホンモロコ･ニゴロブナの雌性化技術開発に関する研究:"平成元年度地域バイ

オテクノロジー研究開発促進事業軸告書",滋賀県水産試験場:pp.1119

藤岡康弘:1990:ビワマスー湖に生きるサケ:魚と卵:159:25-38

藤岡康弘:1995:琵琶湖とコアユー湖にすむアユの変わり者:湖国と文化:72:65-69

藤岡康弘 ･前畑政善.桑原雅之訳:1996:クジラとイルカの写真図鑑(Whales,Dolphins):(樵)日本ヴォーグ

社:256pp.

1C.学会講演など

藤岡康弘:1984年10月:ビワマスの形態ならびに生理 ･生態に関する研究- 1,ビワマスとアマゴの成長に

伴う形態的差異:昭和59年度日本水産学会秋季大会,東北大学

藤岡康弘二1984年10月:,ビワマスとアマゴの成長に伴う海水適応能の比較:昭和59年度日本水産学会秋季大

会,東北大学

藤岡康弘 ･伏木省三:1985年4月:ビワマスの形態ならびに生理 ･生態に関する研究-3,河川生活朋のビ
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ワマス幼魚について:昭和60年度日本水産学会春期大会,東京水産大学

藤岡康弘 ･伏木省三 ･長音川:1986年4月:ビワマスの形態ならびに生理 ･生態に関する研究-4,ビワマス

とアマゴの海水適応能の季節的変化:昭和61年度日本水産学会春季大会,東京水産大学

藤岡康弘 ･伏木省三 ･田川正朋 ･平野哲也:1987年4月:ビワマスの形態ならびに生理 ･生態に関する研究

-5,河川降下時に見 られる血中チロキシン (T4)の上昇:昭和62年度日本水産学会春季大会,秦

京水産大学

藤岡康弘 ･伏木省三 ･田川正朋 ･平野哲也:1987年4月:ビワマスの形態ならびに生理 ･生態に関する研究

-6,アマゴ (♀)×ビワマス (♂)交雑魚におけるスモル トの出現時期:昭和62年度日本水産学会

春期大会,東京水産大学

藤岡康弘 ･田中秀具 ･沢田宣雄:1987年9月:温水魚のバイオテクノロジー､全国湖沼河川養殖研究会第60

回大会,松江市

藤岡康弘 ･伏木省三 ･酒井則良 ･長浜嘉孝二1987年10月:,ビワマスの形態ならびに生理 ･生態に関する研

究-7,早熟班の出現率および血中ステロイ ドホルモン量の変動:昭和62年度日本水産学会秋季大

会,北海道大学

Fujioka,Y.,FushlkI,S,:Oct.1988:PhysiologLCalStadiseonParr-SmoltTransformatl0nJnBIWaSalmon:

JnternationaISymposiumonCharrandMasuSalmon,Hokkaido,Japan

中賞冶 ･藤岡康弘 ･氏家宗二:1990年10月:小河川における全面階段型魚道の設置事例:魚道に関する国際

シンポジウム,岐阜

藤岡康弘:1995年4月二アマゴの河川型と降海型の卵サイズおよび稚魚サイズの比較:日本水産学会春季大

会,東京水産大学

藤岡康弘:1996年3月:雌性発生ホンモロコの成長 ･生残 ･性比について:魚類自然史研究会,大津市

藤岡康弘:1996年4月:幼魚期におけるビワマスとアマゴの成長と飽食量の変化:日本水産学会春期大会,東

京水産大学

2.交流サービス事業に関する業練

2a.印刷物

藤岡康弘:1991年11月:♂それとも♀､職員だより滋賀:68:17

藤岡康弘 ･脇田健一:1996年2月:洞庭湖のカワウ漁師:瓦BAN:9:2

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

藤岡康弘:1979年6月:滋賀県下の魚道の概要について.滋賀県河川漁連総会,大津

藤岡康弘:1980年10月:ビワマスの生活史について:魚類のホルモンに関するシンポジュウム,北里大学

藤岡康弘 ･芳賀祐樹:1994年7月:琵琶湖の魚は何を食べているのか:琵琶湖博物館開設準備室野外観察会,

大津市

森井源戴 ･藤岡康弘 ･嘉田起子:1994年8月:かいどり大作戦:琵琶湖博物館開設準備室野外観察会,蒲生町

藤岡康弘:1995年4月:ビワマスってどんなさかな?:ビワマスを放流する会,マキノ町

森井源裁 ･藤岡康弘 ･嘉田起子:1995年8月:かいとり大作戦:琵琶湖博物館開設準備室野外観察会,蒲生町

藤岡康弘 ･森井源裁 ･芳賀裕樹 ･楠岡泰 ･内田臣-:1995年8月:小川の魚つかみ:琵琶湖博物館開設準備

室野外観察会,安曇川町

楠岡泰 ･芳賀裕樹 ･楠岡泰 ･藤岡康弘:1995年8月:ミクロな生き物の観察会:琵琶湖博物館開設準備室野

外観察会,大津市

脇田健一 ･藤岡康弘:1995年10月:琵琶湖の漁業と食文化:博物館セミナ-,夫津市

FuJioka,Y･.Nakajima,T･,:1996:IntroductiontotheAquariumintheLakeBiwaMuseum:4thlnternatl0nal

AquariumCongress,Toky0
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脇田健一 ･藤岡康弘 ･中藤容子:1996年6月 至巨琶湖の漁業と洞庭湖の漁業:博物館セミナ-,董津市

藤岡康弘 ･森井源蔵 ･楠岡泰 ･芳賀裕樹:1996年7月:たんばの小川の生き物探積:琵琶湖博物館野外観察会,

近江町

森井源蔵 ･藤岡康弘 ･芳賀裕樹 ･楠岡泰1996年8月 /j川lの魚つかみ:琵琶湖博物館野外観察会,安曇川町

藤岡康弘:1996年7月:琵琶湖の魚類相と特徴:滋賀県高等学校理科部会研究会,高島町

藤岡康弘:1969年 7月:ビワマスの生活史:滋賀県高等学校理科部会研究会,高島町

3.展示事業に関する業練

藤岡康弘:1996:変わりゆ〈琵琶湖漁業:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展示

藤岡康弘:1996:沖合いを回遊する魚 ビワマス.琵琶湖博物館 ｢水族展示室｣常設展示

藤岡康弘:1996儲 琶湖のアユ屈 琶湖博物館 ｢水族展示室｣常設展示

藤岡康弘:1996･おもしろい習性の魚たち:琵琶湖博物館 ｢水族展示室｣常設展示

藤岡康弘:1996二川の上流の生き物:琵琶湖博物館 ｢水族展示室｣常設展示

藤岡康弘:1996:んでしまった魚 ク二マス:琵琶湖博物館 ｢水族展示室｣常設展示

藤岡康弘 ･中井克樹:1996･アフリカの湖 タンガニーカ湖:lEE琶湖博物館 ｢水族展示室｣常設展示

藤岡康弘 ･楠岡泰 ･芦谷美奈子:1996:北アメリカの湖五大湖:琵琶湖博物館常設展示

藤岡康弘 ･芦谷美奈子:1996:水中の生き物たち::琵琶湖博物館 ｢ディスカバ リールーム｣常設展示

中井克樹 ･楠岡泰 ･芦谷美奈子 ･芳賀裕樹 ･藤岡康弘 ･中島経夫:1996:琵琶湖の変化:琵琶湖博物館 ｢湖

の環境と人びとの くらし｣常設展示

秋山庚光 ･前畑政善 ･藤岡康弘 ･桑原雅之 ･松田征之:1996:里山の生き物:琵琶湖博物館 (企画展示)
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YODA,Masaharu 用田 政晴 考舌苧

1.研究業績

1a.論文など

用田政晴:1979:美作における中世山城について.考古学研究:103･69-77

用田政晴 ･河本清:1980:岡山県美作:日日本城郭大系-':新人物往来社:pp.100

用田政情:1980:前期古墳の副葬品配置について:考古学研究:107:37-54

用田政晴:1982:一字一石経について:I.堀郷遺跡調査報告一余呉町上丹生所在の一字一石経塚-‖:滋賀県教

育委員会 ･財Efl法人滋賀県文化財保護協会:pp.18-24

用田政晴:1984･諸川瓦窯の評価.I-諸川遺跡発掘調査報告書一西浅井町菅浦所在諸川瓦窯の調査日西浅井町

教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護協会･pp.32-34

用田政晴:1985:近江における弥生時代後期後葉の土器群-その再検討-:県営かんがい排水事業関連遺跡

発掘調査軸告書 目-3-長浜市大辰巳遺跡-､滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護協会I

pp･23-28

用田政晴11985:余呉湖の埋没林とその評価:‖余呉町埋蔵文化財発掘調査報告書1-余呉湖底遺跡 ･松田遺

跡JT:余呉町教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護協会.pp.15-21

用田政晴:1986弥意寺跡の評価一山岳寺院の-類型-:"弥恵寺跡調査概観":伊吹町教育委昌会:pp.30133

用田政情:1987:各都道府県の動向25滋賀県.日本考古学協会年報:(39)I50-52

用田政晴:1988:南郷遺跡の理解のために:川南郷遺跡発掘調査報告書-一般国道1号(京滋バイパス)関係遺

跡発掘調査報告書 l-…:滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護協会:pp.48-51

用田政晴:1990:三つの古墳の墳形と規模一近江における首長墓の動向特質メモ作成のために:紀要.財団

法人滋賀県文化財保護協会.(3):49-75

用田政晴:1990:近江における首長墓の特質と出現期の類型:滋賀考古:滋賀考古学研究会:(4):32-35

用田政晴:1990:弥生時代後期から古墳時代前期にかけての土器の理解のために:紀要:財団法人滋賀県文

化財保護協会:(4):36-40

用田政晴 1991:群集境の特質と展開一犬上川左岸扇状地の場合一二一'多賀町の文化財考古 ･美術品■■:多賀町

教育委員会:pp.1-20

用田政情:1991:｢庄内式｣併行の土器群とは何か-その整理作業の過程- ●■県営かんがい排水事業関連

遺跡発掘調査報告書Vlト1回友遺跡一一･滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護協会:pp.33-
37

用田政情:1991:弥生時代から古墳時代前期における近江の土器の理解のために:滋賀県埋蔵文化財センタ

ー紀要昭和63年度:滋賀県教育委員会:pp.147-151

用田政晴:1992.近江:一旬方後円墳集成近畿編":山川出版社:pp35-43

用田政晴:1994:滋賀県:●●日本土器製塩研究■■:青木書店:pp.532-540

小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴二1994:指向性レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究:-●文部省科学

研究費補助金重点領域研究 ｢遺跡探査｣第2回研究成果検討会講論文集":pp.45-50

小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴:1994:指向性アンテナを用いた遺構探査法の基礎実験:-●物理探査学会講

演集'■:pp.48-49

用田政晴:1994:琵琶湖の水没村伝承:"琵琶湖博物館開設準備室研究調査報告2号一一滋賀県教育委員会･pp
11-20

小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴:1995:指向性レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究:一その2一重∈

琶湖に面する近世城郭の堀の底部探査:"文部省科学研究費補助金重点領域研究 ｢遺跡探査｣第3回

研究成果横討会議論文集":pp.295-305
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小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴:1995:指向性レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究:-その3-令

城塚古墳の横穴式石室の探査:■■平成6年度文部省科学研究費補助金重点領域研究 ｢遺跡探査｣第3

回研究成果横討会議論文集'':pp.306-311

小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴:1995:指向性レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究:-その4-岩

戸山古墳の横穴式石室の探査."平成 6年度文部省科学研究責補助金重点領域研究 ｢遺跡探査｣第3

回研究成果検討会議論文集一●:頁無(号外)

岡本敬一 ･用田政晴 ･小林芳正:1995:指向性アンテナを用いた岩戸山古墳の探査:■■物理探査学会第92回

学術講演会論文集-●･78-82

Kobayashi,Y･,Okamoto,K･,Yoda,M･:1995:ExpolorationofarchaeologlCalstructuresindeeper

subsurfacebymeansofdirectiveantenna:ProceedingsoHnternationaJSymposrumonRecent

AdvanceslnExplorationGeophysICS 188-195

小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴:1996:指向性レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究:-その5-岩

戸山古墳の横穴式石室の探査(2):''文部省科学研究費補助金重点領域研究 ｢遺跡探査｣第4回研究成

果検討会議論文集■■:371-385

岡本敬一 ･小林芳正 ･用田政晴:1996:指向性アンテナを用いた岩戸山古墳の再実験.-物理探査学会第94

回学術講演会論文集‖:

Kobayashl,Y･,Okamoto,K･,Yoda,M∴1996:■■ExpolorationofarchaeologlCalstructuresindeeper

subsurfacebymeansofdirectiveantenna.T:JournalofApliedGeophysICS,35;175-183

1b.その他の印刷物

用田政晴･1981:電話線埋設にともなう高月町井口遺跡調査概要:"滋賀文化財だより.'財団法人滋賀県文化

財保護協会:(55):20-24

用田政晴:1982:高月町上水道事業に伴う埋蔵文化財調査概要 1:高月町教育委員会 ･財団法人滋賀県文化

財保護協会:38pp.

用田政晴:1982:ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書 IX-1:滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護

協会:34pp

用田政晴:1982:堀郷遺跡調査報告一余呉町上丹生所在の一字-石塚-:滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀

県文化財保護協会:18pp.

用田政情:1982:小谷城をめぐる城郭(1)-虎御前山その1-:滋賀文化財だより･財団法人滋賀県文化財保

護協会:69:1-4

用田政情:1983:小谷城清水谷について:■戦国大名浅井氏と小谷城一一:湖北町教育委員会:1:2

用田政情:1983:小谷城分布調査の中間報告:‖滋賀県中世城郭分布調査1'l:滋賀県教育委員会:pp.65-66

用田政晴:1983:湖北町簡易水道西部地区敷設事業に伴う埋蔵文化財調査概要 丁:湖北町教育委員会 ･財団

法人滋賀県文化財保護協会:14pp.

用田政晴:1983:高月町上水道事業に伴う埋蔵文化財調査概要∬:高月町教育委員会 ･財団法人滋賀県文化

財保護協会:20pp.

用田政晴:1983:ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書 X-1:滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護

協会:32pp.

用田政晴:1984:近世坊跡の-様相一山東町活滝所在宝持坊遺跡の調査-:-■滋賀文化財だより●●:財団法人滋

賀県文化財保護協会:92:1-3

用田政晴:1984:しおづまるやまこふん塩津丸山古墳:''滋賀県百科事典''.京都新聞社

用田政晴･1984:諸川遺跡発掘調査報告書一西浅井町菅浦所在諸川瓦窯の調査-:西浅井町教育委員会 ･財

団法人滋賀県文化財保護協会:31pp.

用田政晴:1984.北陸自動車道関連遺跡発掘調査朝告書IX-伊香郡余呉町坂口遺跡-･滋賀県教育委員会 ･

財団法人滋賀県文化財保護協会:10pp.

用田政晴.1985:虎姫町五村遺跡出土のL字形筒状土製品:滋賀文化財だより:財団法人滋賀県文化財保護

協会:98:1-4
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用田政晴:1985:弥高百坊跡の調査:"近江の城■■:近江の城友の会:(16):12

用田政情:1985:ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Xlト7:滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護協

会:23pp.

用田政晴:1985:余呉町埋蔵文化財発掘調査報告書1-余呉湖底遺跡 ･松田遺跡一:余呉町教育委員会 ･財

団法人滋賀県文化財保謙協会:14pp.

用田政晴:1985:県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Il13-長浜市大辰巳遺跡-･滋賀県教育委昌

会 ･財団法人滋賀県文化財保謙協会:22pp.

用田政晴:19861.弥高寺跡調査概軸:伊吹町教育委員会:29pp,

用田政晴:1986:鏡城(井上氏館)北縁部調査概要:''滋賀県中世城郭分布調査4".滋賀県教育委員会:50pp.

用田政晴:1988:杉沢遺跡発掘調査概要報告書二伸吹町教育委員会:14pp.

用田政晴:1990:県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Vlト2北落古墳群:滋賀県教育委員会 ･財団

法人滋賀県文化財保護協会:20pp.

用田政情:1990:県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書∨ト3:滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀県

文化財保護協会:20pp.

用田政晴:1990:ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書XVH14:滋賀県教育委員会 ･財団法人滋賀県文化財保護

協会:20pp.

用田政晴:1990:金剛寺 ･後川遺跡発掘調査報告書Il:滋賀県教育委員会 ･財Efl法人滋賀県文化財保護協会:

25pp.

用田政晴:1991:県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書vIト1回友遺跡二滋賀県教育委員会 ･財団法

人滋賀県文化財保護協会:32pp.

用田政晴:1992:イスラエル考古事情(1)一琴の湖 ･ガリラヤ湖-:滋賀文化財だより.財団法人滋賀県文化

財保謙協会:(177):1-4

用田政晴:1992:イスラエル考古事情(2)一発掘調査と埋蔵文化財行政一滋賀文化財だより:財団法人滋賀県

文化財保護協会:(178):1-4

用田政晴:1992:イスラエル考古事情(3)一博物館一滋賀文化財だより:財団法人滋賀県文化財保護協会:

(179):1-4

用田政情:1992:琴の湖と琵琶湖-イスラエル ･ガリラヤ湖の水と歴史-:滋賀県職員だより:(72):114

用田政晴:1996:古くより琵琶湖は道でもあった:京都新聞(朝刊):平成8年2月11日:第12面

1C.学会講演など

小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴:1994:指向性レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究:平成 5年度文

部省科学研究費補助金の重点領域研究 ｢遺跡探査｣第2回研究成果積討会議:東京

岡本敬- ･小林芳正 ･用田政晴:1994:指向性アンテナを用いた遺跡探査法の基礎実験:物理探査学会第90

学術講演会:東京

小林芳正 ･岡本敬- ･用田政晴:1995:指向性 レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究 - その 2琵琶

湖に面する近世城郭の堀の底部探査:文部省科学研究費補助金重点領域研究遺跡探査第 3回研究成

果横討会議:奈良

小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴:1995:指向性 レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究-その 3今城

塚古墳の横穴式石室の探査:平成 6年度文部省科学研究費補助金の重点領域研究 ｢遺跡探査｣第3

回研究成果検討会議:奈良

小林芳正 ･岡本敬一 ･用田政晴:1995:指向性レーダーを用いたやや深い遺構探査法の研究-その4 岩戸

山古墳の横穴式石室の探査:平成6年度文部省科学研究費補助金の重点領域研究 ｢遺跡探査｣第 3

回研究成果模討会議:奈良

岡本敬一 ･用田政晴 ･小林芳正:1995:指向性アンテナを用いた岩戸山古墳の探査:物理探査学会第92学術

講演会議:東京

Kobayashi,Y.,Okamoto,K･,Yoda,M.:1995:ExpolorationofarchaeologlCalstructureslndeeper
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SubsurfacebymeansofdirectJVeantenna:ProceedingsoflnternatlQnalSymposrumonRecent

AdvanceslnExploratl0nGeophysics:京都
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OGASAHARA,Toshiaki 小笠原 俊明 河川工学

1.研究業績

1a.論文など

嘉田由紀子 ･中島経夫 ･小笠原俊明:1995:(仮称間 琶湖博物館の設置理念と運営計画:環境システム研究:

23:672-681

小笠原便明.1996.災害記録のデータベース化について.土木技術研究発表会論文集

1C.学会講演など

嘉田由紀子 ･中島経夫 ･小笠原催明:1995:(仮称)琵琶湖博物館の設置理念と運営計画:環境システム研

究学会,革津市

小笠原便明.1996.災害記録のデータベース化について.土木技術研究発表会.大津市

2.交流サービス事業に関する業績

2C.短期の講義,講演,研修,観察会,見学会など

小笠原便明:1995:琵琶湖博物館の概要:市町村土木職員研修,大津市

小笠原催明･1995:滋賀県の災害史:琵琶湖博物館セミナー(第1回),大津市

内田臣- ･小笠原俊明:1995:川の虫つかみ:琵琶湖博物館準備室野外観察会,今津町石田川

小笠原便明.1996:滋賀県の治水:琵琶湖博物館セミナー(第2回),琵琶湖博物館

3.展示事業に関する業績

用田政晴 ･小笠原俊明 ･牧野久美 ･橋本道範 ･中藤容子 ･細川真理子:1996:琵琶湖博物館常設展示 ｢人

と重吉琶湖の歴史｣展示室

小笠原俊明 ･嘉田由紀子:1996:近畿と琵琶湖:琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとのくらし｣

内田臣一 ･小笠原便明:1996:空から見た琵琶湖:琵琶湖博物館常設展示 ｢湖の環境と人びとの〈らし｣
嘉田由紀子 ･小笠原俊明:1996:前野隆資写真展 ｢琵琶湖 ･水物語｣:琵琶湖博物館開館記念プレ展示

小笠原俊明 ･大西行雄:1996:蛇口の水はどこからCG:琵琶湖博物館常設展示｢湖の環境と人びとの(らし｣

4.資料整備事業に関する業績

戸田孝 ･小笠原便明 ･大西行雄二1994:琵琶湖関連地域基本情報入力:琵琶湖博物館情報賃料

0小笠原俊明 ･大西行雄:1995:淀)廿水系関連地域基本情報入力:琵琶湖博物館情報資料

小笠原便明 ･大西行雄:1995:災害記録のCDカー ド･デ-タベース化800点:琵琶湖博物館情朝資料

小笠原便明:1995:琵琶湖の治水利水映像製作10編:琵琶湖博物館情報資料

小笠原便明:1995:海外湖沼映像製作10編:琵琶湖博物長引青軸資料
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KUWAHARA,Masayuki 桑原 雅之 魚類生態学

1研究業績

1a.論文など

桑原雅之 1986:石田川に生息 していたヤマメOncorhynchusmasoumasouについて:滋賀県立琵琶湖文

化館研究紀要:(4)二78-80

桑原雅之.井口恵一朗:1990:ビワマスにおける河川残留型成熟雄の存在:魚類学雑誌:40(4):495-497

桑原雅之:1991:滋賀県にすむサケ科魚類:美 しい自然:滋賀県自然保護協会:滋賀県:(50):2-5

桑原雅之:1992:サツキマス-河口堰問題で危憤される降海型マスー:アニマ:平凡社:東京:(242):55

桑原雅之 1994:ビワマス.日本の希少な野生水生生物に関する基礎資料★(I)一分冊-★HI:淡水魚類:水産

庁:424-430

1b.その他の印刷物

桑原雅之 ･松田征也 ･秋山庚光 ･前畑政善･1985:琵琶湖におけるオオクチバスMICrOPlerussa/moides

(Lacepede)に関する総合的研究

桑原雅之

桑原雅之

桑原雅之

桑原雅之

桑原雅之

桑原雅之

桑原雅之

1985:われら湖族 ウツセミカジカ性格どう猛･読売新聞朝刊:1985/2/26

1985 われら湖族 コアユ大きくて10センチ程度:読売新聞 朝刊:1985/4/9

1985 われら湖族 イワ トコナマズ褐色の地肌味は格別:読売新聞朝刊.1985/5/21

1985:われら湖族 ビワマス生まれた川へ戻る:読売新聞朝刊:1985/7/9

1985:われら湖族 ハクレン定着難 しい中国の移殖魚:読売新聞朝刊:1985/10/15

1985:われら湖族 ニジマス高水温に強く養殖 しやすい:読売新聞朝刊:1985/12/24

1986:'l食性を中心とした予備的研究:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:★3(3):4-10

前畑政善 ･秋山廉光 ･松EEl征也 ･桑原雅之:1986:ウシモツj'pseudorasborapumllasubsp.の繁殖:滋賀

県立琵琶湖文化館研究紀要:★(4)66-67

桑原雅之.1986:われら湖族 ツチフキ喬妙なタマコ泥ダンコのよう:読売新聞朝刊:1986/3/4

桑原雅之:1986.われら湖族 ギギ ナマズに似て鋭い トゲ持つ:読売新聞朝刊:1986/4/29

桑原雅之:1986:われら湖族 イ トモロコ水葦のしげみにひっそりと:読売新聞朝刊:1986/9/16

桑原雅之:1986:われら湖族 ズナガ二ゴイ野洲川だけに生息:読売新聞朝刊:1986/ll/ll

桑原雅之 1986:重臣琶湖の魚シリーズ4ビワマス･浮城:滋賀県立琵琶湖文化館ニ2(2):2

前畑政善 ･秋山虜光 ･松田征也 ･桑原雅之:1987:よみがえれ日日本の淡水魚:滋賀県立琵琶湖文化館編:4

pls+52pp

前畑政善 ･桑原雅之 ･松田征也 ･秋山廉光:1987:琵琶湖におけるオオクチバスMI'croplerussa/mo/'des

(Lacepede)の食性二滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:(5):1-14

桑原雅之:1987.われら湖族 アマゴ渓流の女王.読売新聞朝刊:1987/2/24

桑原雅之･1987:われら湖族 タモロコズンクリだがおいしい昧:読売新聞朝刊:1987/6/2

桑原雅之.1987:びわ湖の魚と漁具 ホンモロコ:京都新聞朝刊:1987/6/5

桑原雅之:1987:びわ湖の魚と漁具 カットリヤナ:京都新聞朝刊:1987/6/26

桑原雅之:1987:われら湖族 カワバタモロコ小川がすみか愛称キンボテ:読売新聞朝刊:1987/9/1

桑原雅之:1987･びわ湖の魚と漁具 フナタツベ.京都新聞朝刊:1987/9/25

前畑政善 ･秋山庫光 ･桑原雅之.1988:沖島(琵琶湖 ･北湖)で漁獲されたオオクチバスMICrOPlerus

salmoides(Lacepede)当才魚の食性:滋賀県立至∈琶湖文化館研究糸己要二6(6).25130
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前畑政善 ･秋山廉光 ･松田征也 ･桑原雅之:1988:ニッポンバラタナコの産床となる貝の選択性について:

■一ニッポンバラタナゴの研究と保護■-(長田芳和編),ニッポンバラタナゴ研究会,大阪:pp.1-24

桑原雅之:1988:われら湖族 ホ トケ ドジョウ体形は太め:読売新聞朝刊:1988/1/26

桑原雅之:1988:われら湖族 ドンコ素早い動き:読売新聞朝刊:1988/3/23

桑原雅之:1988:琵琶湖の魚シリーズ8ワタカ:浮城:滋賀県立琵琶湖文化館:4(2):2

細谷和海 ･河村巧一 ･岡崎登志夫 ･桑原雅之:1988:京都府鴨川水系志谷川で採集されたアジメドジョウ二

日本生物地理学会会報:43(12):61-66

前畑政善 ･桑原雅之 ･秋山廉光 ･松田征也:1989:琵琶湖文化館横の湖岸における巻貝の分布調査:滋賀県

立琵琶湖文化館研究紀要:(7):25-29

松田尚一 ･前畑政善 ･秋山廉光 ･松田征也 ･桑原雅之:1989:湖国びわ湖の魚たち/増補改訂版:滋賀県立

琵琶湖文化館編:8pls.+189pp.

桑原雅之.1989:びわ湖だけにすむ魚2ホンモロコ:滋賀民幸B:1989/4/16

桑原雅之:1989:大津の自然 びわ湖の魚★⑬イワトコナマズ:大津市広報:1989/10/1

桑原雅之:1989:大津の自然 びわ湖の魚★⑰コイ:大津市広朝:1989/10/15

桑原雅之:1989:大津の自然 びわ湖の魚★⑬ビワマス:大津市広報:1989/ll/1

桑原雅之:1989:大津の自然 びわ湖の魚★⑬イチモンジタナゴ:大津市広報:1989/ll/15

桑原雅之:1989:淡海の生き物 (4)イサザ:毎日新聞朝刊:1989/ll/29

桑原雅之:1989:大津の自然 びわ湖の魚★(⑳ケンコロウブナ:大津市広報:12月1日号

桑原雅之:1990:屋外予備槽で採集されたとんぼの幼虫(ヤゴ)について:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要･

(8):9-ll

桑原雅之:1990二淡海の生き物(8)ゲンゴロウブナ:毎日新聞朝刊:1990/1/ll

桑原雅之:1990:淡海の生き物(16)タガメ:毎日新聞朝刊:1990/3/21

桑原雅之:1990:淡海の生き物(20)ゲンゴロウ:毎日新聞朝刊:1990/4/18

桑原雅之:1990:淡海の生き物(24)ミズカマキリ･タイコウチ:毎日新聞朝刊:1990/5/23

桑原雅之:1990二淡海の生き物(28)二ゴイ:毎日新聞朝刊:1990/6/20

桑原雅之:1990:淡海の生き物(32)ハス:毎日新聞朝刊:1990/7/18

桑原雅之:1990:淡海の生き物(36)ビワマス:毎日新聞朝刊:1990/8/22

桑原雅之:1990:淡海の生き物(40)コオイムシ:毎日新聞朝刊:1990/10/3

桑原雅之:1990:淡海の生き物(42)アメノウオ:毎日新聞朝刊:1990/10/31

桑原雅之:1990:琵琶湖の魚シリーズ12ヤマメ:浮城:滋賀県立琵琶湖文化館.6(2).2

桑原雅之:1991淡海の生き物(48)デメモロコ:毎日新聞朝刊:1991/1/9

桑原雅之:1991:淡海の生き物(52)スナヤツメ:毎日新聞朝刊:1991/2/13

桑原雅之:1991二淡海の生き物(56)ソウギョ:毎日新聞朝刊:1991/3/13

桑原雅之:1991:淡海の生き物(58)テナガエビ:毎日新聞朝刊:1991/3/27

桑原雅之:1991二淡海の生き物(59)タナゴ二毎日新聞朝刊:1991/4/10

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋山庚光 ･松田征也 ･岡野巧ニ1992:野洲川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要:(10):47-61

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋山廉光 ･松田征也 ･岡野巧:1993:安曇川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要:(ll):ll-22

桑原雅之:1993:琵琶湖の魚シリーズ17ヌマチチブ:浮城:滋賀県立琵琶湖文化館:9(1):3

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋山廉光 ･松田征也 ･岡野巧:1994:愛知川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要:(12)

1C.学会講演など

桑原雅之 ･水野信彦･1983:大分県メンノツラ谷でのイワメの生態 アマゴとの関連を主体に:昭和58年度
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日本魚類学会年会

桑原雅之:1990:ビワマスの産卵行動･平成2年度日本魚類学会年会

桑原雅之11991:BiwaSalmonandOtherFishesinLakeBiwa:TheSateHiteMeetingofthe22nd

lnternatl0nalEthologlCaJConference..BehavlOrandEcologyofFreshwaterFIShes"

桑原雅之 ･井口恵一朗.1992二ビワマスにおける河川残留型の存在:1992年度日本魚類学会年会

2.交流サービス事業に関する業績

2C.短期の講義,講演,研修,観察会,見学会など

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1983-85:｢サマースクール｣.講義と実習∴滋賀県立琵琶湖文化

館.大津市.

前畑政善･秋山虜光･松田征也･桑原雅之:1986-91:｢さかな科学教室｣講義と実習:.滋賀県立琵琶湖文化館

大津市.

前畑政善.秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1986191..｢魚科学研究グループ｣.講義と実習:.滋賀県立琵琶湖

文化館.大津市.

岡野巧･前畑政善･秋山康光･松田征也･桑原雅之:1991-94.野外観察会 ｢親子で学ぶ壬己琶湖の水とプランク

トン｣.講義と実習∴滋賀県立琵琶湖文化館,大津市.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1991-94.野外観察会 ｢規子で学ぶアユの産卵観察会｣.講義と実

習:滋賀県立琵琶湖文化館.大津市.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1993-94.｢水族館さかな教室｣.講義と実習∴滋賀県立琵琶湖文化

館.大津市

3.展示事業に関する業練

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1985.特別展

県立琵琶湖文化館.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1987.特別展

湖文化館.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1987.特別展

湖文化館編 4pls.十52pp.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1988.特別展

化館.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1988.特別展

琵琶湖文化館編.4pls.+52pp.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1989.特別展

前畑政善･秋山康光･松田征也･桑原雅之.1989.特別展

湖文化館績.

前畑政善･秋山席光･松田征也･桑原雅之.1990,特別展

湖文化館編.

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之.1990.特別展

滋賀県立琵琶湖文化館.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1990.特別展

フレット.滋賀県立琵琶湖文化館編.

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之.1991.特別展

開催.滋賀県立琵琶湖文化館.

前畑政善･秋山康光･松田征也･桑原雅之.1991.特別展

｢水の中の小さな怪物 くん｣(水生昆虫展)開催.滋賀

｢よみがえれ 日 日本の淡水魚｣開催.滋賀県立琵琶

｢よみがえれ I l日本の淡水魚｣図録,滋賀県立琵琶

｢日本のカメ･世界のカメ｣開催滋賀県立琵琶湖文

｢日本のカメ･世界のカメ｣リーフレット滋賀県立

｢ボテジャコと二枚貝｣開催.滋賀県立至=喜琶湖文化館,

｢ボテジャコと二枚貝｣リーフレット滋賀県立琵琶

｢ポテジャコと二枚貝｣リ-フレット滋賀県立琵琶

｢淡水への侵鴫者たち一夕は 生物とその生態｣開催.

｢淡水への侵略者たち-タは 生物とその生態｣リー

｢日本の天然記念物一希少淡水生物の生態と現状｣

｢日本の天然記念物一希少淡水生物の生態と現状｣
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リーフレット.滋賀県立琵琶湖文化館編.

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也.1991.企画展

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也.1991.企画展

文化館編.

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也.1991.企画展

桑原雅之･前畑政善･秋山康光･松田征也.1991.企画展

文化館編.

松田征也･前畑政善･秋山廉光･桑原雅之.1992企画展

賀県立琵琶湖文化館

松田征也･前畑政善･秋山康光･桑原雅之.1992.企画展

レット.滋賀県立至喜琶湖文化館編.

秋山席光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1992.特別展

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1992.特別展

文化館編

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也.1992,企画展

桑原雅之･前畑政善･秋山廉光･松田征也,1992.企画展

文化館編.

松田征也･前畑政善･秋山庚光･桑原雅之.1993.企画展

松田征也･前畑政善･秋山庚光･桑原雅之.1993企画展

湖文化館縞.

秋山庚光･前畑政善･松田征也･桑原雅之 1993特別展

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1993.特別展

湖文化館編.

桑原雅之･前畑政善･秋山康光･松田征也.1993.企画展

桑原雅之･前畑政善･秋山康光･松田征也.1993.企画展

化館編.

秋山庚光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1994.特別展

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1994特別展

湖文化館編.

松田征也･前畑政善･秋山庫光･桑原雅之 1994.企画展

松田征也･前畑政善･秋山虜光･桑原雅之.1994.企画展

文化館縞.

｢野洲川の淡水生物｣開催/滋賀県立琵琶湖文化館.

｢野洲川の淡水生物｣リーフレット滋賀県立琵琶湖

｢安曇川の淡水生物｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館.

｢安曇川の淡水生物｣リーフレット.滋賀県立琵琶湖

｢湖岸の生物一水辺で見つけた水生生物-｣開催.滋

｢湖岸の生物一水辺で見つけた水生生物-｣ リーフ

｢アフリカの淡水魚｣開催,滋賀県立至E琶湖文化館

｢アフリカの淡水魚｣リ-フレット滋賀県立琵琶湖

｢愛知川の淡水生物｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館.

｢愛知川の淡水生物｣ リーフレット滋賀県立琵琶湖

｢琵琶湖固有の魚たち｣開催 滋賀 県立琵琶湖文化館.

｢琵琶湖蘭有の魚たち｣ リーフレット滋賀県立琵琶

｢東南アジアの淡水魚｣開催 滋賀 県立琵琶湖文化館.

｢東南アジアの淡水魚｣ リーフレット.滋賀県立琵琶

｢姉川の淡水生物｣開催.滋賀県立 琵琶湖文化館.

｢姉川の淡水生物｣リーフレット滋賀県立琵琶湖文

｢南アメリカの淡水魚｣開催.滋賀 県立琵琶湖文化館.

｢南アメリカの淡水魚｣リーフレット滋賀県立琵琶

｢瀬田川の減水生物｣開催 滋賀県立琵琶湖文化館.

｢瀬田川の淡水生物｣ リーフレット滋賀県立琵琶湖

前畑政善･秋山廉光.松田征也･桑原雅之:199311995.滋賀県立琵琶湖博物館 F水辺の生き物l常設展示の企

画立案.

4.資料整備事業に関する業績

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:199311995.滋賀県立琵琶湖博物館 r琵琶湖のお いたちj常設展示

への資料収集協力
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MIYAMOTO,Shinji 宮本 真二 自然地理学 ･花粉学 ･環境考古学 (理学修士)

1.研究業績

1a.論文など

宮本真二:1994:福井県蛇ヶ上地湿原における花粉分析学的研究一晩氷期以降の植生変遷と気候変動一･立

命館地理学:5:128

宮本真二:1994:花粉分析および各種分析からみた山城盆地南西部,小畑川沖積低地における布留式新相期

の古環境(1)-芝ケ本遺跡(長岡京跡左京第305次調査地)を例にして-:京都府向日市埋蔵文化財調

査軸告音第38集･pp173-182

宮本真二 ･石代書史･1994:萩デルタにおける歴史時代の地形環境:エリア山口(山口地理学会):23:13-25

宮本真二:1995:過去二万年間に熱帯雨林はどう変わったか:r湿潤熱帯における過去2万年間の環境変動

-データベース ･古環境図の作成による比較研究-｣(門村 浩編):科学研究費補助金:一般研究(B):

研究成果朝告書所収:pp.20-23

宮本真二:1995:赤道アフリカにおける花粉分析地点のデータ ･ベース:r湿潤熱帯における過去2万年間

の環境変動-データベース ･古環境図の作成による比較研究-j(門村 浩編):科学研究斉補助金;

一般研究(B):研究成果報告書所収:pp.90-102

宮本真二:1995:京都盆地西緑,小泉川沖積低地における地形環境の変遷と人類の居住一長岡京跡右京寡

368次遺跡を例として-:歴史地理学:176:30-42

宮本真二 ･安田喜憲 ･北川浩之:1995福井県 ･敦賀市,中油見湿原堆積物の層相と年代一過去5万年間の

堆積環境の変遷-:地学雑誌:104:865-873

Miyamoto,S.,Yasuda,Y.,KJtagaWa.H.:1996:PaleoenvironmentsintheLastGlacialMaxLmumaroundthe

Naka-lkemlMoor,FukuIPrefecture,CentralJapan:GeographicalReponsofTokyoMetropolltan

UnIVerSlty:31:131-147

lwata,S･,MJyamOtO,S･.Kanya,Y･:1996:Deforestat10nineasternandcentralNepal:Geographical

ReportsofTokyoMetropolitanUnJVerSity:31:119-130

岩田修二 ･宮本真二:1996:ヒマラヤにおける環境利用の歴史的変遷:TROPICS(日本熱帯生態学会誌):

5.243-262

宮本真二.1996:山城盆地西南部ノJ､畑川沖積低地における古墳時代前期の古環境と遺跡立地一長岡京跡左

京跡第305次調査値 (芝ケ本遺跡)を例として一･歴史地理学:180:41-49

宮本真二:1996:土の中から過去を読む-世界の森林の現象は何を意味するのか-:湖国と文化:77:86-89

1b,その他の印刷物

宮本真二:1991:長岡京跡発掘史上初の噴砂跡調査:地理:36(4):102-103

宮本真二･1991

宮本真二･1991

宮本真二:1991

宮本真二:1991

宮本真二:1991

宮本真二:1991

宮本真二:1991

宅地化の中で進む長岡京跡発掘:地理･36(5):95-96

開発利用 した地形学調査法:地理･36(6):104-105

長岡京造成期の大規模地形改変.地理:36(7).98-99

長岡京市史の配本開始:地理:36(8)･104

桓武天皇の内裏跡積出:地理:36(9).102

文部省重研,文明と環境:地理:36(10):102

再考 l考古学そして地理:学の役割:地理:36(ll):85

宮本真二:1991:環境考古学について:地理:36(12)･98

宮本真二 1992:考古学年代を用いた地形調査:地理:37(1):105
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宮本真二:1992:日本初の代制地割の発見:地理:37(2):99

宮本真二:1992:立命館大学地理学研究会:地理:37(3):104

宮本真二:1994:過去二万年間に熱帯雨林はどう変わったか:地理:39(ll)二37-43

宮本真二:1995:海外調査の醍醐味とは?:立命館大学同巧会だより:43:6-7

1C.学会講演など

宮本真二 ･安田喜憲 ･北川浩之 ･竹村恵二二1993年4月:福井県蛇ケ上地湿原の花粉分析:日本地理学会:立

正大学

宮本真二:1993年7月:植生史研究の課題と日本海側地域の環境変動:日本第四紀学会/GLOCOPH対応研究

委員会:東京都立大学

宮本真二:1994年4月:京都盆地西緑 ･小泉川沖積低地における先史一歴史時代の地形環境一長岡京跡右京

第368次調査地を例に-:日本地理学会:明治大学

門村 浩 ･宮本真二 ･南雲不二男:1994年5月:サハラ南緑地帯の砂漠化と土地荒廃-マルチディメンジョ

ン･アプローチ-:日本アフリカ学会:神戸学院大学

宮本真二:1995年3月:福井県中油見湿原堆練物の花粉分析からみた恵精度の気候変動:シンポジウム:歴史

気候学のための高精度分解能の気候変動:国立国際日本文化研究センター

宮本真二 ･安田善意 ･北川浩之:1995年4月:福井県 ･敦賀市:中池見湿原堆積物の花粉分析,日本地理学

会:筑波大学

宮本真二 ･安田善意 ･北川浩之:1995年8月:福井県:中油見湿原堆捕物の花粉分析からみた最終間氷期以

降の植生変遷:日本第四紀学会:新潟大学

宮本真二 ･安田喜憲 ･北川浩之:1995年8月:若狭湾沿岸地域における最終間氷期以降の植生変遷.日本生

態学会二岩手大学

宮本真二:1995年9月:若狭湾沿岸地域における最終間氷期以降の環境変動:日本第四紀学会/GLOCOPH対

応研究委員会:寒冷地形談話会:東京大学

宮本真二 ･岩田修二:1995年9月:ヒマラヤ山脈東部における埋没腐植層の形成と環境改変:ヒマラヤ高地

研究委員会:国立民族学博物館

宮本真二 ･岩田修二 ･苅谷愛彦:1995年10月:ヒマラヤ山脈東部における埋没腐植層の形成と環境改変:日

本地理学会:岡山大学

宮本真二 ･苅谷愛彦:1996年4月:月山 ･大雪城残雪凹地付近に分布する高山土壌の花粉分析:日本地理学

会:慶応大学

宮本真二 ･河角龍典:1996年5月:山城盆地における歴史時代の盲環境と遺跡立地:歴史地理学会:徳島大学

Miyamoto,S.,Yasuda,Y.,KltagaWa,H.:1996年9月･PalaeoenvironmentaJChangesintheLastGIaclal

MaximumaroundtheWakasaBayArea,ontheSideofSeaofJapan:GLOCOPH/lNQUAlnSpaln

宮本真二:1996年11月:博物館における自然地理学の役割:立命館地理学会.立命館大学
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博物館学研究系

NUNOTANI,Tomoo 布谷 知夫 植物生態学

1.研究業績

1a.論文など

布谷知夫:1975:北部周辺地域の将来的整備計画の策定に関する調査報告書:(財)京都自治問題研究軌 京

都:pp.

布谷知夫･1975:大杉大小屋:西の河:亀谷の植物社会:自然史博物館研究報告,大阪:():-

布谷知夫:1977:金剛生的和泉山脈で見 られる森林について:金剛生駒山地および和泉山脈の学術調査(中

間軸告),(財)日本自然保護協会関西支部:(6):54-59

布脊知夫:1978:林床植生の構造と動態(1)大根ヒノキ林における齢構成と分布様式･自然史博物館研究朝

告:(31):1-ll

布脊知夫:1978:ブナ林に見られる二次林化について:自然史博物館研究報告:(31):27-37

布谷知夫:1979:林床植生の構造と動態(2)上加茂ヒノキ林における齢構成と構造:自然史博物館研究報告:

(32):19-29

布谷知夫 ･西田仁 ･中堀謙二:1979:興聖寺,黄葉山万福寺,三室戸寺のシイ林:''京滋バイパス宇治地区

動植物調査報告■■:pp1-ll

布谷知夫 ･西田仁 ･中堀謙二･1979:京滋バイパス予定地周辺の植生とその構造:I-京滋バイパス宇治地区

動植物調査報告‖:pp.1-14

布谷知夫=1980林床植生の構造と動態(3)落葉広葉樹林における林床 と林縁植生:自然史博物館研究報告‥

(33):43-53

布谷知夫:1980:大阪府下で見 られる林の構造:‖金剛生的山地,和泉山脈の環境保全調査日,大阪南:pp.
53-56

布谷知夫こ1980:金剛,生駒,和泉山脈の現存植生の現状と特徴:大阪南:pp.65-79

布谷知夫:1981:琵琶湖湖東のケヤキ林河辺林について:自然史博物館研究報告:(35)･27136

布谷知夫･1984:紀伊友ケ島北垂水海岸の流木フロラ:自然史博物館研究報告:(37)二27-36

布谷知夫.1984:友ケ島の植物相と植生:■■友ヶ島学術調査報告官',関西自然保護機構.pp.7-ll

布脊知夫･1984:友ヶ島常緑広葉樹林の構造:‖友ケ島学術調査報告書'l,関西自然保護機構:pp.4 5151

布谷知夫:1985:能勢妙見山ブナ林の現状:●一大阪府自然環境保全調査報告書-I:pp.1-ll

布谷知夫:1985:和泉書城山ブナ林の現状:●●大阪府自然環境保全調査報告書":pp.12-29

布谷知夫:1985:ブナ林調査の総括と保全計画ニー-大阪府自然環境保全調査報告書'':pp,30-40

布谷知夫:1986,民家の構造材の樹種:自然史博物館研究報告:(40):21-30

伊東隆夫 ･光脊拓夫 ･布谷知夫:1987:日本の遺跡から出土 した木材の樹種 とその用途.木材研究資料:

(23):4-210

布谷知夫:1987:神並遺跡から出土 した自然木の樹種:..神並遺跡'':pp.1031105

布谷知夫:1988:樹木の肥大成長と道管配列タイプとの関係:自然史博物館研究報告:(42):15-23

布谷知夫:1989:箕面の植物:■'名勝箕面山管理計画■-:pp.47-54

布谷知夫:1991:T.和泉書城山ブナ林の気象環境:和泉書城山ブナ林保護増殖調査中間報告書■●二PP.40-46

布谷知夫:1991二種組成から見た和泉葛城山ブナ林の位置づけ:"和泉葛城山ブナ林保護増殖調査中間報告

書■■:pp.58-68

浦野栄一郎､山岸哲､布谷知夫:1993:淀川水系河川敷におけるヨシ原の現状:関西自然保護機構会幸B:15

(1):47-61

レッドデータープック近畿研究会:1993:近畿地方における絶滅または絶滅危植物の緊急調査の経過:関西
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自然保護機構会報:15(1):63-69

伊東隆夫 ･光谷拓美 ･布谷知夫.1993.石川条理的遺跡出土木製品の樹種:長野県埋蔵文化財センター報

告二9.73-78

布谷知夫:1993:和泉葛城山ブナ林の可能性:"和泉書城山ブナ林保護増殖調査報告書":pp112-117

山岸哲 ･浦野栄一郎 ･布谷知夫.1993:オオヨシキリの棲息及び営巣密度 を使 ったヨシ原の健康診断に関

する研究:68pp.

布谷知夫:1995:天然記念物:"貝塚市文化財基本調査報告書",貝塚市教育委員会:pp.69-71

布谷知夫:1995:須玖永田遺跡報告書中のコウヨウサンについて:■■春 日市史 上巻'■:pp.

レッ ドデータープック近畿研究会:1995:近畿地方の保護上重要な植物:関西 自然保護機構･122pp

布谷知夫:1996:近畿地方の保護上重要な植物の意味:京都保険医新聞･(1992)4-16

1b その他の印刷物

布谷知夫二1975:土の中の生物:ネイチャースタディ:21(2)1ト12

市谷知夫:1976:妙見山のブナ林:ネイチャースタディ:23(6):67-68

布谷知夫:1976:採集 をどう考えるか:ネイチャースタディ:22(2):8

布谷知夫:1976.自然史博物館 と自然保護教育:..文部省科学研究費特定研究 ｢科学教育｣昭和50年度報告

書":pp.

布谷知夫:1977:森の調査法入門(1):ネイチャースタディ:23(1):2-5

布谷知夫:1977:和泉葛城山のブナ林:ネイチャースタディ:23(2):14-18

布谷知夫:1977:葦原の調査法入門:ネイチャースタディ.23(10):117-118

布谷知夫:1977:普及行事の進めかた･‖昭和51年度博物館研究協議会報告■-,日本博物館協会:pp73-77

布谷知夫:1977:子供にとっての自然 とは:耳図(自然の会):1(1).4-6

布谷知夫.1977:これからの野外活動:耳図(自然の会):1(2),319

布谷知夫:1978.五月山のアラカシ林:ネイチャースタディ:24(★):21-23

布谷知夫:1978:木の校の伸びかた:ネイチャースタディ:24(10)119-122

布谷知夫:1978:入館者用の リーフレッ ト:博物館研究:13(7)･20

布谷知夫:1978:博物餌の展示 を利用 した生物教育の試み:生物教育:19(3)19-22

布谷知夫:1978:博物館の利用(アニマインフォメーション):アニマ:平凡社:東京:7(1)

布谷知夫:1978:近畿の自然保護団体名簿:関西自然保護機構会報:(1)･ll-15

布谷知夫:1979:大阪内陸部のウバメガシ林について:ネイチャースタディ:25(5):55-58

布谷知夫:1979:セイタカアワダチソウ:大阪の自然アラカル ト:教育大阪:(337):26-27

布谷知夫:1979:博物館の利用(アニマインフォメーション)･アニマ,平凡社 東京:7(2)-(12)

布谷知夫:1979:団体見学者用のテキス ト:博物館研究:14(9):17

布谷知夫,1979:大阪市立 自然史博物館友の会の考え方と活動:博物館研究:14(10):30-33

布谷知夫:1979:自然史系学芸員から見た平塚市博物館.平塚市博物館年報:(3):57-59

布谷知夫:1979:京都北山八丁平湿原を抜ける林道について:関西自然保護機構会報:(2):15-18

布谷知夫:1979二博物館教育 と普及 "博物館講座一一倉田公裕編 8,雄山闇,東京:pp,175-187

布谷知夫:1980:芽生えBox:ダイヤモン ド社 東京:1(1):158-159

布谷知夫.1980:木の年齢からわかること:ネイチャースタディ:26(4)ニ38-41

布谷知夫:1980:和泉書城山ブナ林の現状:ネイチャースタディ･26(ll):127-130

布谷知夫:1981:森林 を材料 とした観察 と実習.大阪の自然 と自然教育:1(2)･117

布谷知夫:1981･実物の自然から学ぶ教育･大阪府立学校緑化研究会会誌:(7)I6-9

布谷知夫:1981:亜高山帯シラビソ林の縞枯れ現象.ネイチャースタディ･27(12):137-139

布谷知夫:1981･箕面 自然公園の利用動態(予報):"箕面山猿調査会報告書":昭和55年度.pp.239-249
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箕面山猿調査会報告書昭和55年度:pp.207-221

布谷知夫:1981:猿の博物館の実現のために:■■箕面山猿調査会報告官●昭和55年度:pp.233-239

布谷知夫.1981:箕面自然公園の教育的利用を進めるために:ll箕面山猿調査会報告書"･昭和55年度:pp

239-240

布谷知夫･1981:将来計画の問題点と課題:●●箕面山猿調査会報告書'-昭和55年度:pp.241-243

布谷知夫:1982:ネイチャー トレイルガイ ド 神峰山寺から本山寺:アニマ:平凡社:東京:10(3)･91

布谷知夫

布谷知夫

布谷知夫

布令知夫

布谷知夫

布谷知夫

1982:割り箸を作る木の話:ネイチャースタディ:28(ll)123-126

1983:雑木林:ネイチャースタディ:29(3):25-26

1983:木の枝の観察:アニマ:平凡社:東京:ll(7):1

1983:友ガ島の森林 ネイチャースタディ:29(7):77-78

1983:初夏から盛夏に生物季節をつけてみよう:アニマ:平凡社:東京:ll(7):122

1983･関西に雑木林はあるのでしょうか:ネイチャースタディ:29(9):106-108

布令知夫:1983･聖神社のシリブカガシ林の保護を:自然保護:(252):12-14

布谷知夫:1983･歴史ある照葉樹林の保護:グリーンパワー二朝日新聞社:(58):36-37

千地方造編:1983:大阪府の博物館:中央公論美術出版･東京:pp.172

布谷知夫･1984:雑木林の四季:手采集と飼育:46(1)-(12)

布谷知夫:1984.妙見山のブナ(2):ネイチャースタディ:30(2):14-16

布谷知夫:1984:カマキリの卵の冬ごし:アニマ,平凡杜 東京:12(2):102

布谷知夫:1984:自然観察路ガイド近鞍 ･北陸 ･中京(工藤父母道編),平凡社 東京:pp.

布谷知夫:1985:箕面山の植物と森林:■'日本生物教育学会第40回全国大会記念誌一一:pp.47-52

布谷知夫:1985:自然観察の指導のために:子供会少年団:(242):16-19

布谷知夫:1986:肥大成長と伸張成長:それぞれの開始日について:ネイチャースタディ:32(1):3-5

布谷知夫:1986:木が太っている証拠:ネイチャースタディ:32(5):50

布谷知夫:1987:都市環境の中の植物と人間:クリーン関西:(47):12-18

布谷知夫 1987:和泉葛城山のブナ林:ネイチャースタディ:33(2):21-23

布谷知夫:1987:妙見山のブナの樹齢:ネイチャースタディ:33(3):23

布谷知夫･1987:ヤクスギの材:ネイチャースタディ:33(7):81183

布谷知夫.1987:ツマヨウジの話:ネイチャースタディ:33(12)141-142

布令知夫･1988:クズは木か:ネイチャースタディ:34(7):79-80

布谷知夫･1988:解説コーナーから:ネイチャースタディ:34(8).90-92

布谷知夫:1988:木材の不思議:特別展示会パンフレット:

島地謙 ･伊東隆夫編:1988:日本の遺跡出土木製品目録,雄山闇,東京:296pp.

布谷知夫二1989:自然観察を楽 しめる森:アニマ,平凡社 東京:pp.79-81

布谷知夫:1989:宇治川のヨシの成長:ネイチャースタディ:35(8):36

布谷知夫:1989:北限のブナと南限のブナ:ネイチャースタディ:35(12):14ト143

布谷知夫:1990:和泉書城山ブナ林の気象条件こネイチャースタディ:36(5):51-54

布谷知夫:1990:プラスチック箱の中のヨシ:ネイチャースタディ二36(9):99-101

布谷知夫:1990･学校緑化についての考え方:学校緑化研究会誌:18:10-14

布谷知夫:1990:のやまのくさき:ひかりのくに:東京:

布谷知夫:1991･ヨシの地下茎:フィール ドウオッチング夏,北隆館,東京:pp.

布谷知夫:1991:プラスチック箱の中のヨシ(2)･ネイチャースタディ:37(7):78-80

布谷知夫:1992:和泉葛城山ブナ林の現状･岸和田共同作業所会報:4-7

布谷知夫:1992:日本のブナ林について:岸和田共同作業所会報:4⊥7

布谷知夫:1992:サルのいる風景:都市と自然:19(1):5

布令知夫:1992:葉っぱの形:大阪自然観察指導者連絡会会誌:2:2
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布谷知夫:1992:準備室なれと博物館:瓦版準備号:1:2-3

布谷知夫:1992:大阪府下の生き物調査:'Tシロウトサイエンスのサイエンス一一:27-33

布谷知夫:1993:木の積は何才:自然観察からはじまる自然保護.･43

布谷知夫:1993:樹形を読む:大阪自然観察指導者連絡会会誌:3:2

布谷知夫:1993･.自然の中の南北問題:阪自然観察指導者連絡会会誌:4:2

布谷知夫:1993:葉っぱのならび方二大阪自然観察指導者連絡会会誌:5:2

布谷知夫:1993:自然観察のおもしろさ:大阪自然観察指導者連絡会会誌:6.214

布令知夫:1993:植物観察のおもしろさ(自然観察講座):初等理科教育:27(13):60-61

布谷知夫:1993:タンポポの分布からわかること(近江の博物誌),湖国と文化:66

布谷知夫:1993:木の積は何才.自然観察からはじまる自然保護:43

布谷知夫:1993:植物観察のおもしろさ(自然観察講座):初等理科教育:27(13).60-61

布谷知夫ニ1994:タンポポは語る博物館準備室のタンポポ調査の結果から:楓:43:5-7

布谷知夫:1994:成長する博物館をめざして(仮称)琵琶湖博物館:滋賀科学:

布谷知夫:1994:草花あそびと自然観察:大阪自然観察指導者連絡会会誌:7:2-3

布谷知夫 ･他5名:1994:森の観察会をしましょう:日本自然保護協会.ピクチュアカー ド1244pp

布谷知夫:1994:くらしとむすびついた植物 タンポポ:瓦BAN:(3):1

布谷知夫:1994:タンポポを使った参加型調査:瓦BAN:号タトト3

布谷知夫:1994.自然観察のテーマ ･7葺ひきの自然観察二大阪府自然観察指導者連絡会会誌:(8):213

布谷知夫:1994:環境について考える:関西自然保謙機構会報:16(1):1-2

布谷知夫:1994:自然観察会の現場から:しぜんティナー:(5):1

布谷知夫:1994:自然観察のテーマ ･8コウヤポウキ:大阪府自然観察指導者連絡会会誌:(9):2-3

布谷知夫:1994:自然観察のテーマ ･9昆虫と植物との関係:大阪府自然観察指導者連絡会会誌:(10):2-4

布脊知夫:1995:データーをもっことの大切さ:どんぐりっこ:(17):6

布谷知夫(監修):1995:竜王町の自然:竜王町教育委員会

布谷知夫:1995:自然観察のテーマ ･10木の積の動き:大阪府自然観察指導者連絡会会誌:(ll):2-4

布谷知夫:1995:自然観察のテーマ ･11季節の変化を調べる:大阪府自然観察指導者連絡会会誌･(12):214

布谷知夫:1995:自然観察のテーマ ･12散歩で自然観察.大阪府自然観察指導者連絡会会誌:(14):214

布谷知夫ニ1995:自然観察のテーマ･13フィール ドを持つこと:大阪府自然観察指導者連絡会会誌:(15)I214

布谷知夫:1995:自然観察会の場でのフェノロジー:フェノロジー研究:(25):13-14

布谷知夫:1996:雑木林という自然:バーダー:10(3):19-23

布谷知夫:1996:県立琵琶湖博物館(仮称)と野鳥展示:かいつぶり:(22):2-5

布谷知夫:1996:準備室なれと博物館:デュエット:47(4/5):9

布谷知夫:1996:展示作り:デュエット

布谷知夫:1996.Jt僅 林一洪水が作った林近江の博物誌:湖国と文化:(75):82-85

布谷知夫:1996:冬芽の観察 自然観察のテーマ ･14ニ大阪府自然観察指導昌連絡会会誌:(16):2-4

布令知夫:1996:琵琶湖湖の浜から西の湖､愛知川へ:ニュー トン:16(6):46

布谷知夫:1996:花の話あれこれ 自然観察のテーマ ･15:大阪府自然観察指導員連絡会会誌:(17)･2-4

布谷知夫:1996 (印刷中):保譲への一歩をふみだしたブナ林:理科教室:

布谷知夫:1997:大阪の自然と私たち:大阪府自然保護読本(千地方道編),大阪南

1C.学会講演など

布脊知夫:1977:縞枯れ山のいわゆる ｢縞枯現象｣について:花粉科学シンポジュウム,花粉研究会:

布谷知夫:1980:大阪市立自然史博物館と自然保護:第20回社会教育研究全国集会貸(料集pp42-44)

布谷知夫:19851社会教育施設にとっての自然保護:第25回社会教育研究全国集会(資料集 pp,90193)
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布脊知夫･1985:子供を対象とした場合の知識と遊び:環境教育研究会第9回大会(講演要旨集 pp.33-34)

布谷知夫:1994:自然教育の考え方:日本生態学会自由集会,広島大学

布谷知夫･1994:霊仙山周辺の植物:滋賀県高等学校理科教育研究会生物部会研修

布谷知夫:1994:自然教育について-環境教育を考える:日本生態学会第41回大会(要旨集:p.189)

布告知夫:1995:環境問題と教育:長浜市教育研修所教科外教育研修会,長浜市エコセンター

布谷知夫:1995.森林生態学から学ぶ:奈良県教育研究所高等学校生物研修,奈良県教育研究所

布谷知夫:1995･森林生態学:大阪府高等学校生物研修,大阪教育研究所

布谷知夫:1995:くらしとむすぴついた自然･琵琶湖博物館セミナ-,滋賀県勤労福祉センター

布脊知夫:1995:身近な環境のとらえかた:奈良県教育研究所環境教育研修講座,奈良県教育研究所

布谷知夫:1995:身近な環境とは:竜王中学校校内教員研修,竜王中学校

布谷知夫:1995:自然保護教育,大津市民会館

布谷知夫:1996:琵琶湖博物館のタンポポ調査 日本環境教育学会ミニシンポジウム,滋賀大学

布谷知夫 ･中尾七重:1996:民家を構成する部材の樹種選択に関する研究 その1樹種同定の方法と結果･日

本建築学会大会学術講演,滋賀県立大学(講演梗概集印刷中)

中尾七重 ･布谷知夫:1996:民家を構成する部材の樹種選択に関する研究 その2樹種同定の有用性と可能

性:日本建築学会大会学術講演,滋賀県立大学(講演梗概集印刷中)

2.交流サービス事業に関する業練

2b.定期の講義､実習など

布脊知夫:1993-95:博物館学実習:京都橘女子大学

2C.短期の講義,講演,研修,観察会,見学会など

布谷知夫:1994 環境を見つめる教育と博物館:近畿地区教育研究所連盟研究集会,滋賀県教育研究所

布谷知夫:1994:琵琶湖から私たちのすむ町を考える:伊吹高等学校開放講座,伊吹高校

布谷知夫:1994:琵琶湖と私たちのくらし:石山高校環境教育講演会,石山高校

布谷知夫:1995:森林生態学,大阪自然大学,大阪市生涯学習センタ-

布谷知夫:1995.森林生態学:大阪シニア大学,万国博記念会館

布谷知夫:1995.生物生態系の調査と保全:滋賀県アセスメント協会技術セミナー

布谷知夫:1995 レッドデータープックからわかること.京都府保険医協会環境部会講座,京都府医師会館

布谷知夫:1995:身近な環境のとらえかた:奈良県教育研究所環境教育研修講座,奈良県教育研究所

布谷知夫:1995:美 しい湖北町の自然を守るために:湖北町高齢者大学.湖北町公民館

布谷知夫.1995:琵琶湖博物館と環境教育:滋賀県新任教頭研修,滋賀県教育研究所

布谷知夫.1995:琵琶湖博物館ってどんなところ:琵琶湖博物館セミナ-,滋賀県勤労福祉センター

布谷知夫 ･楠岡泰 ･高橋政宏:1995:比良山の初夏の植物:琵琶湖博物館準備室野外観察会

布谷知夫:1995:自然観察の考え方:京都府自然観察指導者研修会,下鴨神社

布谷知夫:1995:広島県自然観察指導講習会:広島県モミノキ森林公園

布谷知夫:1995:滋賀県自然観察指導員講習会:滋賀県朽木生き物ふれあいの里

布谷知夫:1996:琵琶湖博物館の楽 しみかた:琵琶湖博物館セミナー,重吉琶湖博物館

布谷知夫:1996:島根県自然観察指導員講習会:三瓶自然館

布谷知夫 ･松田征也:19961博物館の舞台裏:琵琶湖博物館見学会

布谷知夫 ･楠岡泰:1996:烏丸半島の湖岸を歩く:琵琶湖博物館観察会
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3.展示事業に関する業績

布谷知夫:1988･木材の不思議二大阪市立自然史博物館企画展

布谷知夫:1989:くらしと木材:大阪市立図書館巡回展示

布谷知夫:1993:木材の利用:大阪市立図書館巡回展示

布谷知夫 ･内田臣-:1996:川岸林と川の生き物たち:琵琶湖博物館 ｢湖の環境と人びとのくらし｣常設展

示室

布谷知夫 ･芦谷美奈子:1996:くらしと結びついた自然:同上

布谷知夫 ･中井克樹:1996:琵琶湖地域の生き物情報:同上

布谷知夫:1996:環境とは何だろう (牛乳ビンと紙パック):同上

4.資料整備事業に関する業績

布令知夫:1991:日本産木材標本収集､整理､寄贈 (700種1800個体)･大阪市立自然史博物館

布谷知夫:1991:日本産木材プレパラー ト制作､寄贈 (700種1300個体):大阪市立自然史博物館

-132-



AKIYAMA,Hiromitsu 秋山 贋光 魚類生態学

1研究業績

1a.論文など

秋山廉光 ･前畑政善:1982:AcrossocheI'/Ushexagono/epIS(MccfelFand)の繁殖 Il.卵内発生について:滋

賀県立琵琶湖文化館研究紀要 1(1):10-ll.

秋山庸光:1984:ホンモロコGnathopogone/ongaluscaeru/escens(Sauvage)の産卵(被産着物の選択性)

について:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要.2(2):38-40.

秋山鷹光 ･前畑政善 ･松田征也:1984:日本産二枚貝の飼育について.滋賀県立至喜琶湖文化館研究紀要:2

(2):41-46,

桑原雅之 ･秋山虜光 ･前畑政善:1985:琵琶湖におけるオオクチバスMicropterussa/moides(Lacepede)

に関する総合的研究 1.食性を中心とした予備的研究:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要ニ3(3):4-10.

前畑政善 ･秋山虜光 ･松EE]征也 ･桑原雅之:1986:ウシモツゴPseudorasborapumICaSUbsp.の繁殖:滋賀

県立琵琶湖文化館研究紀要･4(4):66-67

秋山廉光.1986:瀬田川で発見されたホソバヒルムシロと思われる水草について:滋賀県立琵琶湖文化館研

究紀要:4(4):68-71

前畑政善 ･桑原雅之 ･松田征也 ･秋山鷹光:1987:琵琶湖におけるオオクチバスMIIcropterussa/moI'des

(Lacepede)の食性二滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:5(5):1-14

秋山虜光 ･松田征也ニ1987:ウマビルWh/tmanlaPlgra(Whltman)の飼育について:滋賀県立至E琶湖文化館研

究紀要.5(5).15-17

前畑政善 ･秋山虜光 ･桑原雅之:1987:沖島(琵琶湖 ･北湖)で漁獲 されたオオクチバス MICrOPlerus

salmoI'des(Lacepede)当才魚の食性:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:6(6)二25-30

前畑政善 ･秋山虜光 ･桑原雅之 ･松田征也:1989:琵琶湖文化館横の湖岸における巻貝の分布調査:滋賀県

立琵琶湖文化館研究紀要･7(7):25-29

秋山庫光･1991.展示水槽内におけるズナガ二ゴイHemlbarbuS/Ong/'rostr/Sの産卵行動について(予幸B):滋

賀県立琵琶湖文化館研究紀要:9(9):39-40

秋山鷹光:1992:各種減水魚類の初期餌料 としての真滴虫矧 nfusoria(主にゾウリムシParamec/um

caudatum)の培養についてこ滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要:10(10):35-38

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋山簾光 ･松田征也 ･岡野巧:1992:野洲川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要:10(10):47-61

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋山庚光 ･松田征也:1993:安曇川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀

要:ll(1):ll-22

桑原雅之 ･前畑政善 ･秋LLJ鷹光 ･松田征也 ･岡野巧:1994:愛知川に生息する魚類:滋賀県立琵琶湖文化館

研究紀要.12(12)

秋山庫光･1996:水槽内におけるズナガ二ゴイHemlbarbuS/Ong/'rostrIIsの繁殖行動について(予幸B):滋賀県

立琵琶湖文化館研究紀要:13(13):63-67

1b.その他の印刷物

前畑政善 ･秋山庚光:1978:びわ湖の魚.びわ湖の漁労生活･"琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査報告

書1",滋賀県教育委員会:pp.1-30

秋山贋光:1978:飼い方と観察のポイン ト ｢ヨシノポリ｣ ｢モツゴ上 アニマ,平凡社二(65)･45-46
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前畑政善 ･秋山康光:1979:びわ湖の魚介.びわ湖の漁労生活二'r琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査報

告書 2■',滋賀県教育委員会:pp.ト31

前畑政善 ･秋山庚光:1980:野洲川水系の魚類.びわ湖の漁労生活:●一重喜琶湖総合開発地域民俗文化財特別調

査報告書 3-I,滋賀県教育委員会:pp.51-56

松田尚一 ･前畑政善 ･秋山廉光:1980:湖国びわ湖の魚たち:滋賀県立琵琶湖文化館:pp.

亀井節夫 ･岡村喜明 ･木村一郎 ･前畑政善 ･秋山庚光ほか:1982:特別展 びわ湖のおいたち-500万年の

謎をさぐる-:滋賀県立琵琶湖文化館編

前畑政善 ･秋山廉光:1983:琵琶湖の生物:''琵琶湖その自然 と社会●●,サンブライ ト出版,京都IPP.62169

秋山庚光:1983:｢琵琶湖のおいたち展｣アンケー ト調査報告:滋賀県立琵琶湖文化館研究紀要,1(1).521

54

秋山廉光:1983:アクアリウムにつくる自然 ･湖沼 ｢魚種により異なる生息環境｣:1983･アニマ,平凡社.

(125):26

秋山庚光:1983:アユ:週刊 釣 りサンデー:

秋山庚光:1983:スゴモロコ ･デメモロコ:週刊 釣 りサンデー:4月10日号

秋山庚光:1983:スコモロコ ･デメモロコ:週刊 釣 りサンデー:4月24日号

秋山庚光:1983:オイカワ:週刊 釣 りサンデー:5月8日号

秋山廉光二1983:ギンブナ:週刊 釣 りサンデー:5月22日号

秋山庚光:1983:ビワコオオナマズ:週刊 釣りサンデー:6月26日号

秋山庚光:1983:アユモ ドキ:週刊 釣りサンデー:7月10日号

秋山康光:1983:アジメ ドジョウ ･ホ トケ ドジョウ:週刊 釣 りサンデー:7月24日号

秋山廉光:1983:ムギツク:週刊 釣 りサンデー:9月11日号

秋山廉光:1983:ツチフキ:週刊 釣 りサンデー:10月2日号

秋山廉光:1983:ワタカ.週刊 釣 りサンデー:10月23日号

秋山廉光:1983:ゼゼラ:週刊 釣 りサンデー:11月6日号

秋山庚光:1983:ウグイ:週刊 釣 りサンデー:11月13日号

秋山廉光:1983:ウツセミカジカ:週刊 釣 りサンデー:12月11日号

秋山廉光:1983:ワカサギ:週刊 釣りサンデー:12月25日号

秋山廉光:1983:ギギ:週刊 釣りサンデー

秋山庚光:1983:琵琶湖の生態系を守れ:水の趣味:ベースボール ･マガジン社:(6)0771080

前畑政善 ･秋山庚光 ･松田征也:1984:特別展 びわ湖の魚と･;,@具 ･漸 去:滋賀県立琵琶湖文化館

秋山庚光二1985:ヘラブナの習性:■■ヘラブナー生態と釣法■■,世界文化社 東京.pp.38-43

秋山廉光:1985:オオサンショウウオの最大個体に関するアンケー ト調査結果:滋賀県立琵琶湖文化館研究

紀要:3(3):ll-12

前畑政善 ･秋山廉光 ･松田征也:1985:ニッポンバラタナゴの増殖試験:一一絶滅にひんしているニッポンバ

ラタナゴの系統と種族保存に関する研究●■,昭和59年度科学研究費補助金(総合研究A)研究成果報告

書,国立科学博物館

秋山廉光:1985:われら湖族 産卵期は初夏 ブルーギル:読売新聞 朝刊:1985/10/2

秋山廉光:1985:われら湖族 水生植物食べ成長が早い ソウギョ:読売新聞 朝刊

秋山庚光:1985:われら湖族 タイワンドジョウは間違い カムルチ-:読売新聞 朝刊:1985/ll/26

秋山庚光:1985:われら湖族 40センチに成長 ゲンゴロウブナ:読売新聞 朝刊二1985/2/13

秋山廉光:1985:われら湖族 素早い動き泳ぎ上手 ヒガイ:読売新聞 朝刊:1985/4/23

秋山庚光:1985:われら湖族 北湖を中心に夜間に回遊 ビワコオオナマズ:読売新聞 朝刊:1985/8/6

秋山庚光:1986:われら湖族 食用に移殖淡海池で育つ タンカイザリガニ:読売新聞 朝刊:1986/2/4

秋山庚光:1986:われら湖族 名はいろいろまだ正体不明 ゼセラ:読売新聞朝刊:1986/4/2

秋山廉光二1986:われら湖族 ずんぐり型メスだけ繁殖 ギンブナ:読売新聞朝刊･1986/8/12

秋山庚光:1986:われら湖族 深海から長旅 ウナギ:読売新聞朝刊:1986/10/14
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前畑政善 ･秋山庚光 ･松田征也 ･桑原雅之:1987:よみがえれ!I日本の淡水魚:滋賀県立琵琶湖文化館編

秋山庫光･1987:琵琶湖はよみがえるか:..心を揺する楽 しい授業 ･話題源 生材-,東京法令出版:p373

秋山康光･1987:われら湖族 憶病な美魚 ムギツク 読売新聞朝刊:1987/1/27

秋山廉光:1987:われら湖族 クソッパヤの異名 アフラハヤ.読売新聞朝刊:1987/3/24

秋山庚光:1987:われら湖族 清流にすむ温和な生き物 スナヤツメ:読売新聞朝刊:1987/5/19

秋山廉光:1987･びわ湖の魚と漁具 行灯藁:京都新聞朝刊:1987/7/10

秋山鷹光:1987･われら湖族 コイ科の小魚成長 して10センチモツコ:読売新聞朝刊:1987/7/21

秋山庚光:1987:びわ湖の魚と漁具 四つ手網:京都新聞朝刊:1987/8/14

秋山廉光:1987:われら湖族 貝の中で産卵半年過ごす カネヒラ:読売新聞朝刊:1987/10/20

秋山鷹光.1987:びわ湖の魚と漁具 ゲンゴロウブナ:京都新聞朝刊 1987/9/18

秋山廉光:1987･びわ湖の魚と漁具 テナガエビ:京都新聞朝刊

秋山虜光 1988･イタセンパラ:‖京都の動物★11魚 ･淡水生物 ･昆虫とクモ‖(京都の動物編集委昌会編),法

律文化社 京都二PP.36-40

秋山庚光:1988:コリ.同書.pp.46-50

秋山庚光:1988･ホ トケ ドジョウ:同書:pp.56-60

秋山廉光:1988:アユモ ドキ:同書:pp.61-66

前畑政善 ･秋山庚光 ･松田征也:1988:ニッポンバラタナコの産床となる貝の選択性について:I-ニッポン

バラタナコの研究と保護(長田芳和 編)",ニッポンバラタナゴ研究会,大阪:pp52-59

秋山庚光:1988:われら湖族泥沼がすみか ドジョウ:読売新聞朝刊:1988/1/12

秋山庚光:1988･われら湖族 水質汚濁に弱い メダカ:読売新聞朝刊.1988/3/9

秋山廉光:1988:われら湖族 ハゼ科の仲間 ウキコリ:読売新聞朝刊･1988/4/20

秋山康光:1988.われら湖族 湖岸に生息 ヌマエビ:読売新聞朝刊･1988/6/8

秋山鷹光.1988ニわれら湖族 うろこ透明 カケノウオ:読売新聞朝刊:1988/6/22

秋山康光･1989ニ大津の自然 びわ湖の魚ゼゼラ.広報おおっ:04.15号

秋山廉光:1989大津の自然 びわ湖の魚二コロブナ･広報おおっ:0501号

秋山廉光.1989.大津の自然 びわ湖の魚デメモロコ.広報おおっ:05.15号

秋山庚光:1989:大津の自然 びわ湖の魚スゴモロコ.広報おおっ:06.01号

秋山廉光:1989:大津の自然 びわ湖の魚ビワヒカィ.広報おおっ:06.15号

秋山庚光.1989:淡海の生き物 スゴモロコ:毎日新聞朝刊,1989/ll/15

秋山庚光･1989:淡海の生き物 カイツブリ:毎日新聞朝刊.1989/12/13

秋山庚光･高橋さち子･上西実･前畑政善.桑原雅之ほか:1990:琵琶湖周辺の水域の魚類相の現況調査 ''公

益信託TaKaRaハーモニス トファンド平成2年度研究活動報告-,安田信託

秋山庚光:1990ニ淡海の生き物 マガモ.毎日新聞朝刊:1990/1/31

秋LLJ康光:1990.淡海の生き物 ニゴロブナ:毎日新聞朝刊:1990/3/7

秋山庚光:1990:淡海の生き物 ガマガエル:毎日新聞朝刊,1990/4/4

秋山廉光:1990:淡海の生き物 ウグイ:毎日新聞朝刊.1990/5/2

秋山廉光.1990:淡海の生き物 ヨシノポリ:毎日新聞朝刊ニ1990/6/6

秋山廉光･1990:淡海の生き物 ズナガ二ゴイ･毎日新聞朝刊.1990/7/4

秋山康光.1990:淡海の生き物 カイツブリ:毎日新聞朝刊:1990/8/4

秋山庚光:1990:淡海の生き物 jイサギ:毎日新聞朝刊:1990/9/12

秋山庚光:1990:淡海の生き物 ブルーギル･毎日新聞朝刊:1990/12/12

秋山廉光:1990:野洲川の生物.カワムツ.ズナガ二コイ:京都新聞

秋山廉光 ･高橋さち子 ･上西実はか:1991:琵琶湖周辺の水域の魚類相の現況調査:一一公益信託TaKaRaハー

モニス トファンド平成3年度研究活動報告■-,安田信託

秋山廉光:1991二淡海の生き物 カンムリカイツブリ:毎日新聞朝刊:1991/1/30
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秋山廉光.1991:淡海の生き物 ヒドリガモ:毎日新聞朝刊:1991/2/27

秋山庚光.1991:淡海の生き物 ワタカ:毎日新聞朝刊:1991/4/17

秋山席光:1993:ヌマチチブの増殖とびわ湖:滋賀民報:1993/3/14

秋山庚光:1996:重吉琶湖の魚と環境(ll)スゴモロコ.日赤お つゝ:1996/12/31

1C.学会講演など

秋山康光:1977･ネパール産 ドジョウ ｢ネマケイルス｣の人工繁殖と経過:動物園水族館協会近畿四国ブロ

ック水族館飼育技術者研究会

秋山庚光･1977.ギギの人工繁殖について:動物園水族館協会近畿四国ブロック水族館飼育技術者研究会

秋山庫光:1978:液浸透明化標本の作成について:動物園水族館協会近鞍四国ブロック水族館飼育技術者研

究会

秋山廉光:1980:ろ過砂による水質の変化について.動物園水族館協会近畿四国ブロック水族館飼育技術者

研究会

秋山廉光.1983:12,7淡水二枚貝の飼育について:動物園水族館協会近畿四Eilブロック水族館飼育技術者

研究会

2.交流サーヒス事業に関する業績

2C.短期の講義,講演,研修,観察会,見学会など

秋山庚光:タモリのウォッチング ｢オオクチバス｣出演:NHK総合テレビ

秋山庚光.タモリのウオッチング ｢ヨシノポリ｣出演:NHK総合テレビ

秋山庚光:1982:ジュニア大全科 ｢淡水魚の宝庫｣出演:NHK教育テレビ

前畑政善･秋山庫光.松田征也･桑原雅之:1983-94･｢サマースクール｣講義と実習･滋賀県立琵琶湖文化館,

大津市

前畑政善.秋山庸光･松田征也.桑原雅之:1986-91ニTさかな科学教室｣講義と実習二滋賀県立琵琶湖文化館,

大津市

前畑政善･秋山鷹光･松田征也･桑原雅之:1986-91:｢魚科学研究クループ｣講義と実習:滋賀県立琵琶湖文

化館,大津市

秋山庚光:1987･はてなにタックル ｢魚の食べ物｣小学校 5年理科･出演:NHK教育テレビ

秋山贋光:1987:なかよしペットクラブ ･レギュラーゲス ト出演:びわ湖放送

秋山庚光:1990･はてなにタックル ｢魚の食べ物｣小学校 5年理科･出演･NHK教育テレビ

秋山廉光:1990 はてなにタックル ｢魚の誕生｣小学校 5年理科･出演:NHK教育テレヒ

岡野巧.前畑政善.秋山庚光･松田征也･桑原雅之:1991-94:野外観察会 ｢親子で学ぶ琵琶湖の水とプランク

トン｣講義と実習:滋賀県立琵琶湖文化館,大津市.

前畑政善･秋山席光･松田征也･桑原雅之:1991-94.野外観察会 ｢規子で学ぶアユの産卵観察会｣講義と実

習 滋賀県立琵琶湖文化館,大津市.

前畑政善･秋山庚光･松田征也,桑原雅之:1993-94:｢水族館さかな教室｣講義と実習.滋賀県立琵琶湖文化

館,大津市

3,展示事業に関する業績

前畑政善,秋山鷹光.1981.特別展 ｢世界のメダカと水草展｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館､滋賀県立至看琶湖

文化館.

前畑政善･秋山鷹光:1981.特別展 ｢世界のメダカと水葺展｣リ-フレット滋賀県立琵琶 湖文化館編.
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亀井節夫･岡村喜明･木村一郎･前畑政善･秋山廉光:1982.特別展 ｢びわ湖のおいたち-500万年の謎をさぐ

る-｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館.

亀井節夫.岡村喜明･木村一郎.前畑政善･秋山庚光:1982.特別展 ｢びわ湖のおいたち-500万年の謎をさぐ

る-｣図録.滋賀県立琵琶湖文化館編.

前畑政善.秋山康光.松田征也･1984特別展 ｢びわ湖の魚と漁具 ･漁法｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館

前畑政善･秋山廉光.松田征也:1984.特別展 ｢びわ湖の魚と漁具 ･漁法｣開催 滋賀県立琵琶湖文化館編.

2pls.+67pp.(8pls.)

前畑政善･秋山鷹卦 松田征也･桑原雅之 1985.特別展 ｢水の中の小さな怪物くん｣(水生昆虫展)開催 滋賀

県立至芭琶湖文化館.

前畑政善･秋山康光･松田征也･桑原雅之.1987特別展

湖文化館.

前畑政善･秋山康光･松田征也･桑原雅之.1987.特別展

湖文化館編.4pls.+52pp.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1988.特別展

化館.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1988特別展

重臣琶湖文化館編 4pls.+52pp

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之 1989,特別展

前畑政善･秋山庫光･松田征也･桑原雅之.1989.特別展

湖文化倉吉稀.

前畑政善･秋山康光･松田征也･桑原雅之.1990.特別展

湖文化館編.

前畑政善･秋山庫光･松田征也･桑原雅之.1990.特別展

滋賀県立琵琶湖文化館.

前畑政善･秋山鷹光･松田征也･桑原雅之.1990.特別展

フレット滋賀県立琵琶湖文化館編.

前畑政善･秋山庚光･松田征也･桑原雅之.1991.特別展

開催 滋賀県立琵琶湖文化館

前畑政善･秋山虜光･松田征也･桑原雅之.1991特別展

リ-フレット滋賀県立琵琶湖文化館編.

桑原雅之･前畑政善･秋山鷹光･松田征也,1991.企画展

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也,1991,企画展

文化館編.

桑原雅之･前畑政善･秋山虜光･松田征也.1991.企画展

桑原雅之･前畑政善･秋山庸光･松田征也.1991.企画展

文化館編.

松田征也･前畑政善･秋山康光･桑原雅之.1992.企画展

賀県立琵琶湖文化館,

松田征也･前畑政善･秋山庫光･桑原雅之.1992.企画展

レット滋賀県立琵琶湖文化館編.

秋山康光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1992.特別展

秋山庚光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1992月寺別展

文化館編.

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也 1992.企画展

桑原雅之･前畑政善･秋山鷹光･松田征也.1992.企画展

文化長官縞.

松田征也･前畑政善･秋山虜光･桑原雅之.1993.企画展

｢よみがえれ l l日本の淡水魚｣開催.滋賀県立琵琶

｢よみがえれ F !日本の淡水魚｣図録.滋賀県立琵琶

｢日本のカメ･世界のカメ｣開催滋賀県立琵琶湖文

｢日本のカメ･世界のカメ｣リーフレット滋賀県立

｢ボテジャコと二枚貝｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館

｢ボテジャコと二枚貝｣リ-フレット滋賀県立琵琶

｢ポテジャコと二枚貝｣リーフレット滋賀県立琵琶

｢淡水への侵略者たち一夕ほ 生物とその生態｣開催

｢淡水への侵略者たち-タ悌 生物とその生態｣リー

｢日本の天然記念物一希少淡水生物の生態と現状｣

｢日本の天然記念物一希少淡水生物の生態と現状｣

｢野洲川の淡水生物｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館.

｢野洲川の淡水生物｣リーフレット滋賀県立琵琶湖

｢安曇川の淡水生物｣開催.滋賀県立琵琶湖文化取

｢安曇川の淡水生物｣リーフレット滋賀県立琵琶湖

｢湖岸の生物-水辺で見つけた水生生物-｣開催.滋

｢湖岸の生物一水辺で見つけた水生生物-｣リーフ

｢アフリカの淡水魚｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館.

｢アフリカの淡水魚｣リーフレット滋賀県立琵琶湖

｢愛知川の淡水生物｣開催.滋賀県立琵琶湖文化餌.

｢愛知川の淡水生物｣リーフレット滋賀県立琵琶湖

｢琵琶湖固有の魚たち｣開催.滋賀 県立琵琶湖文化館.
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松田征也･前畑政善･秋山庚光･桑原雅之.1993.企画展

湖文化館編.

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1993.特別展

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1993.特別展

湖文化館編.

桑原雅之･前畑政善･秋山庚光･松田征也.1993.企画展

桑原雅之･前畑政善･秋山廉光･松田征也,1993,企画展

化館縞.

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1994.特別展

秋山廉光･前畑政善･松田征也･桑原雅之.1994.特別展

湖文化館編.

松田征也･前畑政善･秋山廉光･桑原雅之,1994.企画展

松田征也･前畑政善･秋山庚光･桑原雅之.1994.企画展

文化館編.

｢琵琶湖固有の魚たち｣リーフレット滋賀県立琵琶

｢東南アジアの淡水魚｣開催.滋賀 県立琵琶湖文化館

｢東南アジアの淡水魚｣リーフレット滋賀県立至看琶

｢姉川の淡水生物｣開催.滋賀県立 琵琶湖文化館.

｢姉川の淡水生物｣リーフレット滋賀県立琵琶湖文

｢南アメリカの淡水魚｣開催.滋賀 県立琵琶湖文化館.

｢南アメリカの淡水魚｣リ-フレット滋賀県立至看琶

｢瀬田川の淡水生物｣開催.滋賀県立琵琶湖文化館.

｢瀬田川の淡水生物｣リーフレット滋賀県立琵琶湖

前畑政善ニ1995.5.平成 7年度春期特別展 r岐阜県の淡水魚』 岐阜県博物館に対する展示指導と協九

前畑政善･秋山廉光･松田征也.桑原雅之:1993-1995滋賀県立琵琶湖博物館 F水辺の生き物j常設展示の企

画立案.

滋賀県物産展 ｢名古屋市｣展示レイアウ ト担当

滋賀県物産展 ｢九州 ･小倉市｣展示レイアウ ト担当

滋賀県紹介 ｢大阪 ･天王寺博覧会｣展示レイアウト担当

滋賀県紹介 ｢大阪 ･八尾西武百貨店｣展示レイアウ ト担当

滋賀県物産展 ｢銀座ソニービル特設水槽｣展示レイアウ ト担当

4.資料整備事業に関する業績

前畑政善･秋山廉光･松田征也･桑原雅之:1993-1995.滋賀県立琵琶湖博物館 ほ芭琶湖のお いたちj常設展示

への資料収集協力.
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HAS川MOTO,Michinori 橋本 道範 歴史学

1研究業績

1a.論文など

橋本道範:1996:中世後期における地域再編成の契機をめぐって:日本史研究.407:32-44

1b.その他の印刷物

橋本道範:1987･藤木久志著 r戦国の戦法j:史林.70(5):1471149

橋本道範:1988:紛争解決から見た地域社会-15世紀備中国北部の事例から-:岡山地方史研究･58･20-23

橋本道範:1989:調査地区の概要2:長安寺地区:'-丹波国大山荘現況調査報告V'.,兵庫県西紀町 ･丹南町教

育委員会 兵庫:pp.81-102

橋本道範:1990:調査地区の概要4:王子町地区 '-播磨国大部荘現況調査報告Il',兵庫県小野市教育委員会

兵庫:pp.88-111

橋本道範:1991:調査地区の概要4:広渡町地区.1'播磨国大部荘現況調査親告II",兵庫県小野市教育委員会,

兵庫:pp.80-100

橋本道範:1995:播磨国大部荘:-ヰ 世のムラー景観は語りかける-"(石井進編),東京大学出版会 東京:pp.

97-108

橋本道範:1995:播磨国大部荘:-'日根荘シンポジウム荘園遺跡の未来をさぐる- まもり方 ･活かし万 一'

,荘園シンポジウム実行委員会:pp.37-38

1C学会講演など

橋本道範･1988年4月:中世後期の紛争解決-15世紀備中国新見荘の事例から-:日本史研究会中世史部会,京

都学生センター

橋本道範:1988年7月:紛争解決から見た地域社会-15世紀備中国北部の事例から-:岡山地方史研究会,岡山

大学

橋本道範:1990年7月:鎌倉時代の西国社会における御家人制の展開と非御家人:日本史研究会中世史部会

サブグループ,日本史研究会事務所

橋本道範:1991年5月二鎌倉時代における荘園制の再編と地域社会の展開一畿内近国の下司 ･公文職を中心

に-:日本史研究会中世史部会,京都学生研修会館

橋本道範:1991年8月:近衛家の分裂:日本史研究会中世史部会運営委員会合宿,朽木村 朽木荘

橋本道範:1991年12月:市沢報告の成果と課題:日本史研究会中世史部会,京都学生研修会館

橋本道範:1992年5月:中世後期の荘園公領制について･日本史研究会中世史部会サブグループ,日本史研究

会事務所

橋本道範:1993年4月:偽御家人孝一鎌倉中期の畿内 ･近国における荘官層と六波羅探題 ･守請-:日本史研

究会中世史部会運営委員会合宿,木之本町清泉闇

橋本道範:1993年5月:酒井紀美氏の業練をめぐって:日本史研究会中世史部会サブグループ,京都学生研修

会館

橋本道範:1994年7月:辻太郎入道乗蓮とその時代:東寺文書研究会,京都学生研修会館

橋本道範:1995年9月:書評 海津一朗書 ｢中世の変革と徳政一神領興業法の研究-j:日本史研究会中世史

部会サブグル-プ.日本史研究会事務所
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橋本道範:1995年12月:地域社会の形成と編成:日本史研究会中世史部会,機関誌会館

橋本道範.1996年1月:中世における犬上Jl仲 流域左岸の扇状地の再開発についての予備的考察:近江歴史

研究会,(仮称)至己琶湖博物館開設準備室

2.交流サービス事業に関する業績

2a.印刷物

橋本道範:1994 みずのじかん一大上川流域の合子について-:瓦BAN:5:1

2b.定期の講義､実習など

橋本道範･1988-89年･高等学校社会科現代社会 ･日本史:大阪星光学院通年授業,大阪市

2C.短期の講義､研修､観察会､見学会など

橋本道範:1992-3年7月:中世古文書の学び方 ･中世古文書を楽 しむ:博物館実習 (立命館大学 ･京都府立

大学),京都大学文学部博物館

橋本道範:1994年8月:(仮称)琵琶湖博物館の ｢琵琶湖の歴史と民侶｣展示について:近江地方史研究会,

葦津市勤労会館

橋本道範:1995年4月:播磨国大部荘:目板荘シンポジウム,泉佐野市社会福祉センター

橋本道範:1995年11月:近江の歴史資料と琵琶湖博物館:博物館入門セミナー,琵琶湖文化館

橋本道範:1996年9月:琵琶湖博物館と歴史賃料:伊吹町公民館講座文化財教室,伊吹薬草の里文化センター

3.展示事業に関する業績

用田政情､小笠原俊明､牧野久美､橋本道範､中藤容子､細川真理子 1996,琵琶湖博物館 ｢人と琵琶湖の

歴史｣展示室

橋本道範:1996:景観の変化から考える環境 (環境とは何だろうコーナー):至看琶湖博物館 ｢人と王E琶湖の

くらし｣展示室

橋本道範.1996:ブックコーナー.琵琶湖博物館 ｢ディスカバリールーム｣展示室

4.資料整備事業に関する業績

橋本道範他:1993-96:歴史資料購入:琵琶湖博物館準備室 ･琵琶湖博物館

木田千代美 ･脇田健一 ･橋本範道 ･駒沢知江:1993:図書資料購入 ･整理 ･デ-タ入力:琵琶湖博物館開設

準備室

橋本道範 ･脇田健一 ･平尾慶子 1994･図書資料購入 ･整理 ･データ入力:琵琶湖博物館開設準備室

5.情報事業に関する業績

橋本道範:1991-1993･京都大学防災研究所付属防災科学資料センター事務補佐員として災害史料データベ

ース作成における中世分担当

橋本道範 ･大西行雄 ･平尾慶子:1994:図書資料データベース管理システムの設計:琵琶湖博物館開設準備

室
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TAKAHASHl,Masahiro 高橋 政宏 理科教育学

1.研究業績

1b.その他の印刷物

高橋政宏:1985:日常生活に結びつく理科指導:理科の教育,東洋館出版:397:34-38

八耳順朗 ･草野光雄 ･北原隆男 ･中村美重 ･田中寛 ･大橋悦男 ･高橋政宏 ･辻一信 ･泉谷明 ･岡田

明彦 ･畑喜久蔵･1985:理科教育に関する研究.滋賀県総合教育センター紀要:28:滋賀県総合教育

センター

高橋政宏:1987:身近な自然とくらしを看つめる環境教育:美しい自然:37:2-7

高橋政宏:1991:新指導要銀の学力像をどう考えるか:理科教育,明治図書二292:12

高橋政宏･1992:理科好きにする自由研究の仕掛け方:楽しい理科授業,明治図書:303二47-49

高橋政宏11993:新学力等別こたつ ｢学習問題｣づくり一覧:楽 しい理科授業,明治図書:311:p.58

高橋政宏:1993:導入一興昧関心アップのネタ開発:楽 しい理科授業,明治図書:314:51-53

高橋政宏:1994:理科授業のおもしろ導入ネタ:楽しい理科授業,明治図書:326:142-143,342-343

1C,学会講演など

高橋政宏 ･田辺政治:1986:モジュールによる酸 ･アルカリと中和についての学習指導:日本理科教育学

会近畿支部大会

高橋政宏 ･相川 泰:1991:目で見る原子 ･分子 ･イオン･中和などの学習指導法:日本理科教育学会近畿

支部大会

高橋政宏 ･相川泰:1992:日で見る原子 ･分子 ･イオン･中和などの学習教材について:日本理科教育学

会近畿支部大会(要旨集pp.22-23)

高橋政宏 ･相川泰:1992:目で見る原子 ･分子 ･イオン･中和などの学習教材について:日本理科教育学

会全国大会(要旨集pp.330-331)

高橋政宏 ･相川泰:1993:目で見る化学教桝 こついて:日本理科教育学会近畿支部大会(要旨集pp,20-21)
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事業部嘱託職員

HAYAKAWA,Yoshihiko 早川 義彦 環境教育学

1.研究業練

1b.その他の印刷物

早川義彦:1979:現代高校生の生活意識に関する研究(1):■■滋賀県教育委員会研究奨励金受賞成果報告書",

滋賀県立水口高等学校:p.82

早川義彦:1985:本校生徒の生活意識に関する研究:''滋賀県教育委員会研究奨励金受賞成果報告書'r,滋賀

県立甲西志等学校:p.70

早川義彦:1987:環境教育に関する研究(琵琶湖の水環境についての理科学習):‖滋賀県総合教育センタ-

委嘱研究報告%",滋賀県立甲西高等学校:p.66

早川義彦:1987:理科 lの授業を通 しての環境教育:環境教育 実践事例集,滋賀県教育委員会:(1):57-58

早川義彦:1988:人間生活と環境:研究紀要:滋賀県総合教育センター:30:21-24

早川義彦:1991:野洲川の底生動物相:滋賀県立草津東高等学校:40pp,

早川義彦:1996:底生動物:■■守山市誌(自然編)",寺山市:pp.306-334

2.交流サービス事業に関する業練

2b.定期の講義､実習など

早川義彦:1959-1996:高等学校理科(生物):滋賀県公立高等学校通年授業

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

早川義彦:1988:環境教育に関する研究(琵琶湖の水環境についての理科学習):昭和63年度滋賀県総合教育

センター研究発表大会,滋賀県総合教育センター

早川義彦:1988:人間生活と河川の生態系:滋賀県総合教育センター第5回環境教育講座公開授業,滋賀県立

甲西高等学校:(要旨集p.14)

早川義彦:1989:水生生物からみた地域の河JJl:茶釜川を美 しくする会,甲西町 湖南コミュニティーセンタ

ー(講演資料p.61)

早川義彦:1991:底生動物と水の汚れ:第1回環境教育全国大会(滋賀県)公開授業,滋賀県立葦謹責高等学校

(要旨集p.15)

早Jlト義彦･.1992:水生昆虫観察会:滋賀県高等学校理科教育研究会生物部会,彦根市芹川

早Jlト義彦:1993:身近な自然に接 してみよう:滋賀県教育委員会学校開放講座,滋賀県立壬津東高等学校

早川義彦:1993:琵琶湖の淡水貝類:滋賀県県教育委員会開放講座,滋賀県立葺津素志等学校:(講義資料p

30)

早川義彦:1994:河川の生物学的 ･化学的調査方法:滋賀県総合教育センター第11回環境教育講座

早Jlト義彦:1994:水生昆虫観察会:水口町柏木小学校,水口町 野洲川

4.資料整備事業に関する業紙

早川義彦:1988:甲西町内底生動物標本50点収集,整理.寄贈:甲西町

早川義彦:1994:守山市内底生動物標本150点収集,整理,寄贈:寺山市
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HOSOKAWA,Mariko 細川 真理子 歴史地理学 ･地域文化論

1.研究業績

1a.論文など

1b.その他の印刷物

氏丸隆弘 ･福井真理子:1985:井戸遺跡(第2次)発掘調査報告書:甲西町教育委員会 ･(財)滋賀県文化財保護

協会:pp.

氏丸隆弘 ･福井真理子:1986:井戸遺跡(第4次)発掘調査報告書:甲西町教育委員会 ･(財)滋賀県文化財保護

協会:pp.

大橋信弥 ･細川修平 ･福井真理子:1986:近江国庁周辺遺跡調査概要 l:滋賀県教育委員会 ･(財)滋賀県文

化財保護協会:pp.

大橋信弥 ･氏丸隆弘 ･細川修平 ･福井真理子:1987:錦織 ･南滋賀遺跡発掘調査概要 Il:滋賀県教育委員

会 ･(財)滋賀県文化財保護協会:pp.

細川真理子:1996小牧賓繁先生の二つの資料一民具資料整理室から-:瓦BAN二9:1

2.交流サービス事業に関する業績

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

細川真理子:1995年11月:民具とのふれあい:琵琶湖博物館準備室体験学習会

4.資料整備事業に関する業績

細川真理子11982:八十塚古墳群(芦屋市)･井戸遺跡 ･城山南麓A地点遺跡(芦屋市)発掘調査

細川真理子:1983:正伝寺南遺跡発掘調査

細川真理子:1984:大阪三の丸遺跡(大阪市)･穴太廃寺遺跡 ･比叡山延暦寺東塔遺跡発掘調査

細川真理子:1985:南滋賀遺跡 ･錦織遺跡 ･井戸遺跡 ･山賀 ･杉江遺跡発掘調査

細川真理子:1986:南滋賀遺跡 ･比叡山延暦寺西塔遺跡 ･錦織遺跡発掘調査

細川真理子:1987:近江国庁周辺遺跡 ･錦織遺跡発掘調査

細川真理子:1989･太鼓塚古墳群発掘調査

細川真理子:1990.穴太遺跡発掘調査

細川真理子:1990-1993:大通寺古墳群発掘調査

細川真理子:1993:滋賀里遺跡発掘調査

細川真理子:1994-1996:民具資料整理:琵琶湖博物館開設準備室
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KOZEKl,Yosshimasa 小関 義正 教育学

2.交流サービス事業に関する業績

2b.定期の講義､実習など

小関 義正:195811988:小学校全教科:滋賀県公立小学校通年授業

3.展示事業に関する業績

小関 義正:1982-1984:校地造園指導:栗東町立葉山東小学校(1982年毎日新聞花いっぱい運動優秀賞,同

年中日新聞フラワー ･フラボーコンクール奨励賞,同年土に生きる県民運動草の根賞,1983-1984年

毎日新聞花いっぱい運動優秀賞)
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MURASE,Tadayoshi 村瀬 忠義 植物分類地理学,植物生態学,植生学

1.研究業績

1b.その他の印刷物

村瀬忠義 ･谷元峰男:1974:滋賀の植物,'■滋賀の生物 第29回日本生物教育会全国大会 大津大会記念誌一一,滋

賀県理科教育研究会生物部会:pp.69-95

村瀬忠義:1974伊吹山の植物:‖同書":pp.961104:(滋賀県理科教育研究会生物部会稀)

村瀬忠義:1979･滋賀県の植物地理概説:■■滋賀の自然■■,滋賀県:pp.899-929

村瀬忠義:1990:地域植物誌研究 ･滋賀の植物:植物の自然誌プランタ:9:81-86

村瀬忠義:1991:野坂山地の植物:…滋賀の自然誌'-,滋賀県:pp.1031-1076

村瀬忠義:1991二伸吹山のお花畑の復元:"同書●-,滋賀県:pp.1169-1185

村瀬忠義 ･村居利美 ･西田謙二.1992:琵琶湖岸の植物分布について:●一公益信託TaKaRaハーモニス トファ

ンド研究活動報告日:pp.135-156

村瀬忠義:1992:山門湿原の植物:■■山門湿原の自然■■,山門湿原研究グループ:pp.23-36

村瀬忠義:1993:伊吹山の植物解説:''伊吹山ミニ事典l,(樵)名阪近鉄バス:pp.15-174

村瀬忠義:1995:三島池周辺の植物:''三島池の自然■■,山東町:pp.34-71

村瀬忠義 ･村居利美:1996:湖岸の植生:●一寺山市誌 自然編…,寺山市:pp.182-204

1C学会講演など

村瀬忠義:1974年2月

村瀬忠義:1974年8月

村瀬忠義:1976年4月

村瀬忠義:1977年4月

村瀬忠義:1979年3月

村瀬忠義:1990年8月

村瀬忠義:1982年5月

京大会館

滋賀県の植物二植物分類地理学会,京都府立植物園

滋賀県の植物分布:日本生物教育会全国大会,大津市

滋賀県の社叢林について:第23回日本生態学会,名古屋市

伊吹山の植生.第24回日本生態学会,広島市

滋賀県におけるブナーミズナラクラス域の植生:第26回日本生態学会,横浜市

伊吹山のお花畑の復元:日本生物教育会全国大会,金沢市

伊吹 ･鈴鹿を中心とした植物分布:植物分類地理学会創立50周年記念総会講演会,

2.交流サービス事業に関する業績

2a.印刷物

村瀬忠義:1983:伊吹鉱山の自然:'r伊吹鉱山植生復元の10年●-,伊吹鉱山植生復元研究会:pp.9159

村瀬忠義:1989:レッドデータブック(滋賀県):(財)日本自然保護協会

村瀬忠義:1989:伊吹山の植物 関西自然科学:38:4-7

2C.短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

村瀬忠義:1996年4月:滋賀県の主な植生と植物分布:滋賀県環境アセスメント協会技術セミナー,寺山市

村瀬忠義:1996年7月:滋賀県の主な植物および伊吹の薬草:滋賀県立大学人間文化学部,伊吹町薬草の里
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4.資料整備事業に関する業雑

村瀬忠義:1955-1996:日本全国各地(特に滋賀県)の植物標本の収集 ･所蔵

村瀬忠義:1955-1996:マダガスカル島 ･ジャワ島などの海外植物標本の収集 ･所蔵

村瀬忠義 ･石田末基 ･康瀬葉子二1996:桑島氏寄贈標本整理入力:琵琶湖博物館

村瀬忠義 ･石田末基 ･庚瀬葉子:1996:桑島氏寄贈標本学名記載についての原案作成二琵琶湖博物館
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NAMATSU,Keiko 生津恵子

4.資料整備事業に関する業績

木田千代美 ･生津恵子

木田千代美 ･生淫恵子

木田千代美 ･生津恵子

木田千代美 ･生津恵子

木田千代美 ･生津恵子

木田千代美 ･生津恵子

木田千代美 ･生津恵子

1995:閲覧用図書5240冊購入 ･装備 ･データ入力:琵琶湖博物館

1995:専門図書350冊購入 ･装備 ･データ入力:琵琶湖博物館

1995･専門図書1500冊 受贈 ･装備 ･データ入力:琵琶湖博物舘

1995.和 ･洋 ･中雑誌187タイ トル購入:琵琶湖博物館

1995:和 ･洋 ･中雑誌2500冊 受贈:琵琶湖博物館

1995:雑誌930冊製本:琵琶湖博物館

1995:文献別刷6500件 受贈 ･装備 ･データ入力:琵琶湖博物館
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SEGAWA,Yasuko 瀬川 也寸子 幼児教育学 ･野生動物学(晴乳類)

1a言論文など

瀬川也寸子:1989:知っていただきましょう八瀬のタヌキ達:日本動物植物専門学院二日本動物植物専門学

院京都校編:53-58

瀬Jl他 寸子:1996:里山の生態的特性:第6回京都国際セミナー ｢安定社会の総合研究｣:(財)京都ゼミナー

ルハウス:川郡部浩哉 ･田端英雄編:77-89

1b.その他の印刷物

瀬川也寸子:1991:くりすますになにをもらった:中央出版社

瀬川也寸子:1991:庭にくるタヌキ:けものウオッチング:川道武男 ･川道美枝子縞:京都新聞社:183-185
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YANO,Takeshi 矢野 健

4.資料整備事業に関する業績

矢野健:1994:チョウ ･蛾類昆虫標本500点作成,整理,寄贈:琵琶湖博物館

矢野健:1994:チョウ類昆虫標本(国内産と主に北米産)800点収集,整現 寄贈:琵琶湖博物館

矢野健:1995:チョウ頬昆虫標本3000点作成,整理:琵琶湖博物館

矢野健:1995:チョウ類昆虫標本(主にチョウ類)400点収集,整理,寄贈:圭喜琶湖博物館
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K汀AGATA,Tsunemi 北方常視 歴史学

1.研究業練

1a.論文など

1b.その他の印刷物

2.交流サービス事業に関する業練

2C短期の講義､講演､研修､観察会､見学会など

中島経夫 ･高橋啓- ･山崎博史 ･宮本真二 ･木田千代美 ･北方常視 ･生津恵子:1996:古琵琶湖層群の化

石の採集会,三重県上野市大山田村服部川

木田千代美 ･北方常視:1996:植物化石の調べ方:観察会ぷ 琶湖博物館

高橋啓一 ･生津恵子 ･北方常視 ･小西七葉子:1997:今日からあなたも骨博士一骨化石の調べ万一:観察会,

琵琶湖博物館

4.資料整備事業に関する業練

北方常視:1992:タンポポ調査データ入力:琵琶湖博物館開設準備室

北方常視:1994-1995:図書資料整理データ入力:至喜琶湖博物餌開設準備室

北方常視:1996:地学資料整理:琵琶湖博物館
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