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川那部 活哉 KAWANABE.Hiroya 生態学 ･生物多様性論 (理学博士)

印刷物

【専門分野の著作】

Kawanabe,H.led.] (2001) An nualReport2000underCreat)veBasICResearchProgram,AnIntegratedStudy

onBIOdiversltyConservatlOnunderGlobalChangeandBio-inventoryManagementSysteml IV+IV+86

pp. CenterforEcologlCalResearch,KyotoUniverslty,Otsu･

Kawatmbe,H. (2001) preface, AnnualReport1999underCreatweBasICResearchProgram,AnIntegrated

StudyonB10dlVerSltyConservationunderGloba一ChangeandB10-ll-VelltOryManagementSystem edlted

byKawallabe,H･, 1-il暮

Kawanabe,H.led.] (2002) AnIntegratedStudyonBIOdwersltyConservationunderGloba)Changeand

Biol1nVentOryManagemet]tSystem:ReportoftheMEXTCreatlVeBasICResearchO9NP1501･ 又ill+1418

pp･ CenterforEcologlCalResearch,KyotoUnIVerSlty,Otsu･

Kawanabe,H.,Toda,M.J.atldNagata,T.(2002) preface. An IntegratedStudyonB10diversityConservatioll

underGlobalChangeand BIO-Inventory ManagementSystem:ReportortheNEXT CreatlVeBasIC

ResearchO9NP1501editedbyKawanabe,H･, V-vlII･

【一般向けの著作】

安井 彩 ･田中 亜由子 ･衣笠 友美子 ･岩揮 佳奈 ･大西 佑季 ･阪本 いぶき ･原 矩子 ･川那部 浩哉 ･

中川 修 (2001) 中学生 ･高校生が博物館 に望む こと/館長 との対話.内藤 又一郎 ･他 (編 ).

うみん ど (瀞人).琵琶湖博物館,(18):2-3.

川那部 浩哉 (2001) 21世紀の環境問題を問う一生態学の一視点か ら.環境債務科学,30(1).33-37.

川那部 浩哉 (2001) 命 と文化 育てた琵琶湖,窟宮潮博物館庶1講座 r瀞 と人間 J 1.読売新 聞.4

月 4日 (夕刊)サイエンス欄.読売新聞大阪本社,大阪.

川那部 浩哉 (2001) ｢世界湖沼会議｣に寄せて-水文学 と水資源学 と陸水学 と-.水文 ･水資源学

会茸,14:119-120.

川那部 浩哉 (2001) 科学と歴史 :生物学と生物科学と生命科学と.科学.71:481-483.

川那部 浩哉 (2001) ｢歌合｣のさばき.庸 一俳句雅語,38(5):14115.

川那部 活哉 (2001) 私 と野生生物 一理事の紹介 -.野生生物保全諸研究会会報,I:14.

川那部 活哉 (2001) 生物学的多様性 について- ｢生命｣の賑わいの楽 しさ1.21 世,#社会変革 への

メッセージ一腰球環境園西フォーラム 100人委貞会厨人虚言真 一.地球環境関西フォーラム (編).

10-114. 日本工業新聞社,東京.

川那部 浩哉 (2001) は じめに. 生命の賑わ いを目指 して 一生物多様性の保全 -.112.地球環境厨

西 フォー ラム,大阪.(環境の世紀 -関西か らの発信 -,地球環境関西 フォー ラム (編 ).38 所

収)

寺川 庄蔵 ･松ケ根 典雄 ･保母 武彦 ･清水 重蔵 ･猿山 弘子 ･飯島 博 ･近藤 月彦 ･井手 憤司 ･川那

部 浩我はか く200日 総合ディスカ ッション ｢世界湖沼会議へ向けて｣.湖沼会議市民ネ ット(編)

世界,噺沼会議 プレNGOワークショップ2000,19-29.

川那部 活哉 (2001) 絶滅危倶種 と生物学的多様性.水葬贋学会話.24二263.

川那部 浩哉 (200日 自然法蘭のこと一自然を創 り得るのは自然だけ-.野間宏の会 会務.8:40-42.

藤原書店,東京.

川郡部 浩哉 (2001) 奇妙な演劇､コンサー トに明け暮れ.朝 B新願 2001/6/8夕刊.(『17才の ころ』

(朝 日新聞社編),2002所収 )

中野 晴生 ･川那部 浩哉 ･用田 政暗 (200日 日本列島の湖沼 とその伝説/館長対談.内藤 又一郎 ･他
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(編). うみんど (瀞人).茸琶湖博物館,(19):2-3.

川那部 活哉 (2001) ｢第 9回世界湖沼会議｣の開催に向けて-実行委員会 川那部活哉委員 (琵琶湖

博物館館長)に聞 く一. さらき, 2000(summer):12.河川情報セ ンター,大阪.

川那部 活哉 (2001) 生態系保全 における河川の役割 と重要性.第 9LgTB然共生河//I研究会,5-23.

リバーフロン ト整備センター ･ダム水源地環境整備センター,東京.

川那部 活哉 (2001) ごあい さつ.宮本真二 (編).fE苦i'm博物館 5周年記念企画展 ･第 9回企画展展

示解説書 慶 一魚がむすぶ窟琶瀞 と田んぼ-,2.琵琶湖博物館,草津.

川那部 活哉 (2001) シーボル トの足跡 とナマズ.宮本真二 (請).窟 琶瀞博物館 5周年記念企画展 ･

弟 9回企画展展示解謹書 慶 一魚がむすぶ発雷瀞 と田んぼ-,83186.琵琶湖博物館,草津.

川那部 活哉 (2001) は しが き.茸琶湖基盤地質研究会 (宿).発育瀞のカルデラ形成史の研究.窟琶

潮博冴館研究粛査#告,15:ii.

川那部 活哉 (2001) ごあい さつ.発雷瀞博物庶年#,5:1.

川那部 活哉 ･宮村 不二子 (2001) 川辺 ･海辺 ･山辺･･･､｢辺｣こそが大切.ちょっといい話,5:271-275.

一心寺,大阪.

川郡部 浩哉 ･宮村 不二子 (2001) ｢湖 と人間｣のつ きあいの歴史一重壱琶湖博物館のこと. ちょっと

いい話,5:330-334.一心寺,大阪.

川那部 活哉 ･福永 勝也 (2001) エ コツーリズムの在 り方.保全協調へ覚悟 も.毎 ET新願 2001/9/25.

加藤 登紀子 ･川那部 活哉 ･嘉田 由紀子 (2001) 私たちの歌 一湖沼会議 に寄せる-/館長鼎談.内藤 又

一郎 ･他 (編). うみん ど (瀞人).琵琶湖博物館,(20):2-3.

原田 紀子 ･川那部 活哉 (2001) 羽織袴で出勤.原田紀子 (著).厨 き書 き :着物 とB本人 -つ くる

技､着 る技,63-75.平凡社新書,東京.

川那部 活哉 ･宇城 昇 (2001) 湖沼会議 を前 に.｢環境の世紀｣出発点 に､見直そ う先進国の生活様

式.毎日新願 2001/ll/6.

川那部 活哉 (2001) 推薦のことば.今森洋輔 (著).窟琶瀞の魚,カバー .おび.借成社,東京.

川那部 活哉 (2001)琵琶湖の捻合保全 :過去 ･現在 ･未来.託琶湖百科編集委員会 (編).知 ってます

かこの潮 を-びわ瀞 をi=5る 50章.サ ンライズ出版,彦根.335-340.

JlI那部 活哉 ･仁連 孝昭 ･西尾 好未 (2001) 琵琶湖か ら世界へ - ｢環境の新世紀｣発信.京都新原

2001/ll/10.

山崎 圭 ･川那部 活哉 (2001) ごあいさつ.嘉田由紀子 (宿).今昔写真 でみる世界の瀞沼の 100年,

3-4.国際湖沼環境委員会 ･琵琶湖博物館,草津.

川那部 活哉 (2001) 基調講演一反省か らは じまる ｢環境の世紀｣.中B新聞 2001/ll/13.

川那部 活哉 ･宇城 昇 (2001) 基調講演 一自然 との対話が基本.毎 日新聞 2001/1113.

川那部 活哉 (2001) 生 き物の声に耳 を澄 まして.塵摩新願 2001/ll/15.

川那部 活哉 (2001) 内湖に対する市民の ｢思い｣が重要.ガバ ナンス,1:29.ぎょうせい,東京.

川那部 活哉 (2001) 生命文化複合体 としての琵琶湖-それをいかに取 り戻すか1.PORTAL,12:30.

河川情報センター,東京.

Kawanabe,H. (2001) Obituaries:TakuyaAbe(1945-2000),MasahikoHigashl(1954-2000)andShigeru

Nakano(1962-2000).Bt'ologylnte-atL'onal,42:43-44.

川那部 活哉 (2001) は しが き.高橋 啓一 ･北林 栄一 (編).安心尾動物化石■群 発琶瀞博物館研究

粛査#告,18:ii.

川那部 活哉 (2002) 1960年を中心 とする 10年間のこと.科学,72:1.

川那部 活哉 ･井田 由美 (2002) ｢地域丸ごと博物館｣ を目指 して.三洋化成 ニュース,410:7-12.

秋篠宮 文仁 ･秋道 智蒲 .川那部 活哉 (2002) ナマズの魅力/鼎談.内藤 又一郎 ･他 (編). うみん

ど (滅入)_琵琶湖博物館,(21):2-3.

川那部 活哉 (2002) 2001年読書アンケー ト.みすず,490:29.

川那部 活哉 (2002) ｢ひと言｣.wwF ジャパ ン21世定 自然保護 ビジョンと rひと言Jの留介,6.

川那部 活哉 (2002) 選評 :｢環境の世紀｣ とくらしかた.Challenge21! rあなたの題言J,5:8. 日

本育英会,東京.

高橋 裕 ･梅樽 忠夫 ･イーデス-ハ ンソン ･川那部 活哉 ･鈴木 藤一郎 ･堀井 良段 ･織田 峰彦 (2002)

関西水 フォーラム :自分の飲み水 どこか ら? Jllに向かった街づ くり.読売新聞 2002/3/22.
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川那部 活哉 (2002) 生命文化複合体 としての琵琶湖-それをいかに取 り戻すか :全体会議 Ⅰにおけ

る基調講演 3.第 9Lgl世界瀞沼会議厨催#善書,186-192.第 9回世界湖沼会議実行委員会,大

津.

川那部 活哉 (2002) 全体報告 :全体会議 IIにおける総括報告.第 9回世界ilM沼会議厨催#書き,

203-206. 第 9回世界湖沼会議実行委員会,大津.

染川 香澄 ･松岡 治子 ･青木 伸子 ･川那部 活哉 (2002) 展示を考える/館長 との対話.内藤 又一郎 ･

他 (編). うみん ど (潜入).琵琶湖博物館,(22):2-3

川那部 活哉 (2002) は じめに.繋ぎ瀞博物館資料 ET点,6:1.

川那部 活哉 (2002) 宍道湖 ･中海 40年間の魚類相の変遷 :地域の ミュージアムが継続調査研究 して

い くことの意味 と意義.r宍道lLm･中藤 40年間の魚類楯の変遷 .'地膚の ミュージアムが藤原粛査

研究 してい くことの意味 と意義J要 旨,12pp,1pl.島根県立宍道湖 自然館 ･ホシザキグリーン

財団,平田.

川那部 活哉 (2002) は じめに.発育淵博物館資料B点,8:1.

【これまでの業津集に掲載されなかった 2001年 3月以前の印刷物】

川那部 活哉 (2000) 一生態学者 として私は分類学 に何 をもとめているか. B本動物分類学I野遵学会

連合ニュース レター,1:5.

川那部 活哉 (2001) 推薦の言葉.鈴木紀雄 と環境教育を考える会 (編).環境学 と環境教 育,おび.

か もがわ出版,京都.

川那部 活哉 (2001) マザーレイク新世紀< 1>世界湖沼会議 に向けて.慶澄新聞 2001/)/8.

川那部 活哉 (2001) 環境ホルモン問題 に思 う一生態学の視点か ら.環境ホルモン 文明 ･社会 ･生命,

1:40-51.藤原書店,東京.

今森 光彦 .川那部 活哉 ･土岐 小百合 (2001) 里山か ら湖 と人間を考える/館長鼎談.内藤 又一郎 ･

他 (編). うみん ど (潜入).琵琶湖博物館,(17):2-3.

川那部 活哉 (2001)コメン ト:作品としての良 さ.Challenge21!rあなたの提 言J,4:6. 日本育英

会,東京.

川那部 活哉 (2001) は じめに.fE琶瀞博物虜資料ET題,(4):1.

川那部 活哉 (2001) ｢ブラックバス｣ をめ ぐって.秤,17:5.寺田法律事務所,京都.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

川那部 活哉 (2001年 4月 23日) 仲田//I研究会 シンポジウム.柿田川研究会.三島グラン ドホテル (≡

島).[挨拶 ･司会]

川那部 活哉 (2001年 5月 12日-13日) 第 3回rアジア地域の環境保全J シンポジウム,日本学術振

興会.産業技術記念館 (名古屋市西区).[挨拶]

川那部 活哉 (2001年 6月 16日-17日) 生暦学 リサーチマネジメン f･をアシス トする彪顔会 (第 1回).

応用生態工学研究会.都市センターホテル (東京都千代田区).[挨拶 ･講演 ･コメンテーター]

川那部 活哉 (2001年 6 月 20 日) 生物 多様性餅脚年記念 シンポ ジウム -生物多様 性 を粛べ る-

InternationalB'lod''versityObservationYear(IBOY).西太平洋アジア生物多様性研究 ネッ トワー ク

(DTWPA)･北海道大学北方生物圏 フィール ド科学セ ンター苫′ト牧研究林 ･京都大学生態学研究

セ ンタ一 ･日本生態学会北海道地区会.北海道大学苫小牧研究林 (北海道苫′ト牧市).[講演]

川那部 活哉 (2001年 8月 2日～3日) 未来原宿 rアジアの環境保全J ワークショップ.日本学術振興

会.東京大学山上会館 (東京都文京区).[挨拶]

川那部 活哉 (2001年 8月 27日-30日) AsianWet/andSymposL'um 2001. AsianWetlandSymposium

2001.CityBayviewHotel(Penang,Malaysia).[講演]

川那部 活哉 (2001年 9月 4日～7日) 第 24回国際 フッ素学会.国際フッ素学会. ビアザ淡海 (滋賀

県大津市).[講演]

川那部 活哉 (2001年 9月 9日) 国際生物多様性顔脚年記念 シンポジウム 淡水の生物多様性 をさぐる

-,EfE琶瀞で始 まる国際生物多頗佳節脚 -.西太平洋アジア生物多様性研究ネッ トワーク (DlWPA)､
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京都大学生態学研究セ ンター .滋賀県立琵琶湖博物館 ･地球環境 関西 フォーラム.重吉琶湖博物館

(滋賀県草津市).[講演]

川那部 活哉 (2001年 11月 11日～16日) 第 9回世界瀞沼会議.世界湖沼会議.琵琶湖ホール ･大津

プリンスホテル他 (滋賀県大津市).[講演]

川那部 活哉 (2001年 11月 21日-22E]) 文部科学省学術B'bIJ成研究 r地球環境遭EL下における生物多

頗 任の保全R び生 命停# の磨挿 管選 に厨 する′紛倉荷基穿研究J成 果検討 会.京都大学生態学研究

セ ンター.瀬田アーバ ンホテル (滋賀県大津市).[挨拶]

川郡部 浩哉 (2001年 12月 8日～9日) 仲田ノI/生腰/系研究 会 ワークショップ.柿 田川生態系研究会 ･

国土交通省.沼津工事事務所会議室 (静岡県沼津市).[挨拶]

川那部 活哉 (2002年 1月 12日～13日) B本分類学会連合B/LjZ記念 シンポ ジウム. 日本分類学会連合

(仮称)設立準備委員会.国立科学博物館分館 (東京都新宿区).[講演]

【研究プロジェク ト等への参加】

文部省創成的基礎研究 ｢地域環境撹乱下 における生物多様性の保全及び生命情報の維持管理 に関す る総

合的基礎研究｣研究者代表

日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業 ｢アジア地域の環境保全｣推進委員長

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

応用生態工学研究会 :会長

国際理論応用陸水学 (SIL):日本代表 同生物多様性委員会委員長

国際古代湖生物学会 (SIAL):会長

生物多様性科学国際共同研究計画 (DIVERSITAS)科学委員会 :委員

生物多様性科学国際共同研究計画 (DIVERSITAS)陸生物多様性部会 :部会長

生物多様性科学国際共同研究計画 (DIVERSITAS)西太平洋 ･アジア地域国際ネ ッ トワーク (DIWPA):

委員長

AfiricanJournalofTroplCalHydrobiologyandFisheries:EditorialBoardMember,

EnvironmentalBiologyofFishes:EditorialBoardMember.

BiologlCaIScienceTokyo:EditorialBoardMember.

InternationalJournalofEcologyandEnvironmentalBiology:EditorialBoardMember.

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年後期 ｢生物社会共生論上 滋賀県立大学大学院.[非常勤講師]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

窟芦湖好物膚の主催行事

2001年 5月 27日 琵琶湖の生物 と文化の多様性.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館

研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 7月 21日 琵琶湖博物館 5周年記念企画展 ･第 9回企画展 ｢敏 一魚がむすぶ重吉琶湖 と田んぼ-｣

開会式.琵琶湖博物館 .滋賀県草津市.[挨拶]

2001年 10月 18日-19日 琵琶湖博物館 5周年記念 シンポジウム｢稔 一魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ-｣.
茸琶湖博物館 .滋賀県草津市.[挨拶 ･鼎談]

その他の好物虜.超# ･Lg件等の行事

2001年 4月 27日 京都大学生態学研究セ ンター開所式.京都大学生態学研究セ ンター.滋賀県大津市_

[挨拶]

2001年 5月 22日 日本動物水族館協会理事会.大津 プ リンスホテル.滋賀県大津市.[挨拶]

2001年 7月 21日 ｢生態学画のパ イオニア牧野四子吉 を語る｣.｢-生態学画のパ イオニアー牧野四子

吉 と動植物 たち｣公開講演会.牧野四子吉展実行委員会､思文 閣美術館 .思文閤美術館 .京都府

- 6-



京都市.[講演]

2001年 9月 10日 ｢河川 と湖の環境 を考える｣.-樹 と水 と人の共生フェスタ 2001inかわかみ-環境

フォーラム PARTⅢ-新 しい湖 と共一生のために～.奈良県川上村 ｢樹 と水 と人の共生 フェス タ

2001inかわかみ｣実行委員会.奈良県川上村ふれあいセ ンター.奈良県川上村.[講演]

2001年 9月23日 世界女性文化会議京都 2001.日本 ジェンダー学会､世界女性文化会議京都 2001実行

委員会.国立京都国際会館.京都府京都市.[挨拶]

2001年 9月 23日 ｢琵琶湖を語る-水 とくらしの対話-｣.滋賀県立大学 21世紀記念事業交流セ ンタ

ー公開講演.滋賀県立大学交流センター.滋賀県立大学交流セ ンターホール.滋賀県彦根市.

[講演]

2001年 10月 3日 ｢環境｣ と ｢生物｣ と ｢人間｣.松下電器グループ ｢環境 フォーラム 200日.松下電

器産業.品川マルチメディアセンター.東京都品川区.[講演]

2001年 10月 12日 ｢至を琶湖一人 と生物の共生の歴史-｣,三井業際研究所 ｢地方開催運営委員会｣.≡

井業際研究所.都ホテル.京都帝京都市.[講演]

2001年 10月 22日 ｢山地水環境教育研究センターに期待すること-湖の環境 と人々の生活 -｣.信州

大学山地水環境教育研究セ ンター開所式.信州大学山地水環境教育研究セ ンター.信州大学山地

水環境教育研究センタ-.長野県諏訪市.[講演]

2001年 10月 29日 ｢水の中の生 きもの と話をしよう｣.かがや き未来塾.産経新聞大阪本社.大津市

立膳所小学校.滋賀県大津市.[講演]

2001年 11月 28日 ｢川 と環境教育｣.河川環境展 2001併設シンポジウム.河川環境展 2001実行委員

会.幕張メッセ国際会議場 2001.千葉市美浜区.[講演]

2001年 12月23日 日本育英会 challenge21表彰式.ルポール麹町.東京都千代田区.[挨拶]

2002年 2月 9日 ｢宍道湖 ･中海 40年間の魚類相の変遷､地城の ミュージアムが継続調査研究 してい

くことの意味 と意義｣.川那部活哉先生講演会.島根県立宍道湖 自然館､財団法人ホシザ キグリ

ーン財団.島根県立宍道湖 自然館.島根県平田市.[講演]

2002年 2月 16 日 ｢生命｣ と ｢くらし｣ を結んで きた珪琶潤-それをいかに取 り戻すか-.滋賀県 レ

イカデイア大学公開講座.財団法人 レイカデイア振興財団.野洲文化ホール.滋賀県野洲町.

2002年 3月 9日 関西水 フォーラム.読売新聞大阪本社.大阪商工会議所国際会議ホール.大阪市中央

区.〔パネリス ト]

テレビ ･ラジオ等への出演 ･脇カ

2001年 12月 24日 ｢ニュースウェーブ sHIGA ｢湖国この 1年-環境｣｣びわ湖放送 (収録 :2001年 12

月20日 究琶湖博物館).[出演]

館内人事､館外活動等に関すること

【海外渡航】

2001年 7月4日-7月 18日 アイスラン ド･デンマーク.ダム水資源環境整備センター海外視察,博物

館等 における生物 と分科の多様性 に関する研究 ･普及 に関する打合せ,世界湖沼会議事前打合わ

せ,国際共同研究 ｢生物多様性科学国際研究陸水域｣打合せ.

2001年 8月 25日-9月 1日 マ レーシア.アジア湿地シンポジウム 2001, 世界湖沼会議 に関する国際

打合せ,博物館等における生物 と文化の多様性に関する研究 ･普及に関する打合せ.

【館外の活動】

日本ユネスコ国内委員会 自然科学小委員会 委員

文化財保護審議会天然記念物の保護体制の充実に関する調査研究委員会 委員

京都府文化財保護審議会 委員

京都市文化財保護審議会 委員

世界 自然保護基金 (WWF) 日本委員会 常任理事

日本 自然保護財団 理事

国際生態学 日本センター 理事
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日本 自然保護協会 評議員

科学技術振興事業団戦略的基礎研究 ｢地球変動のメカニズム｣ 研究ア ドバ イザー

国際生物学貴委員会委員,同審査委員会 委員

生態学琵琶湖賞運営委員会 委員

毎 日出版文化賞委員会 委員

地球環境大賞顕彰制度委員会 委員

日本水大賞顕彰制度委員会 委員

日経アジア国際大賞選考委員会 委員

環境 自治体賞選考委員会 委員

環 日本海アカデ ミック=フォーラム 顧問

地球環境関西 フォーラム 100人委員会 委月,企画委員会 委員,水 とくらし分科会 委員長

第 9回世界湖沼会議実行委員会 委員長,企画委員会 委員長,運営調整会議 議長

近江八幡市津田内湖調査委員会 委員長

京都市青少年科学センター 学術顧問

第 3回世界水 フォーラム運営委員会 委員

国土交通省近畿地方整備局淀川流域委員会 副委員長,同琵琶湖部会 部会長

河川環境管理財団河川整備基金助成事業事前検討委員会 委員

滋賀県博物館協議会 会長

国立科学博物館外部評価委員会 委員長

TAKARAハ-モニス トファン ド運営委員会 委員

河川生態学術研究委員会 委員

国際フッ素学会大会実行委員会 委貞

滋賀県琵琶湖総合保全研究会 副委員長

国際協力事業団マラウイ研究プロジェク ト国内支援委員会 委員長

日本育英会 cha11enge21｢地球環境｣委員会委員
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嘉田 由起子 KADA.Yukiko 環境社会学 (農学博士)

研究顧問

印刷物

【学術論文】

嘉田 由紀子 (2001)汚染 とは ?その科学性 と社会的文脈 .科学,71(4/5).

嘉B] 由紀子 (2002) 自然 と生活の距離.科学,72(1)34-44.

【専門分野の著作】

嘉田 由紀子 (2001) 水iiDくらしの環境学.昭和堂,京都.1-286.

嘉田 由紀子 (2001) ｢水文化｣ って何 ?.(株)三和総合研 究所 (編). シリーズ く環頻 ･エ コロジ

ー ･人周)EIJ巻 3 B本の水文化. ミネルヴァ書房,京都.2-22.

嘉田 由紀子 (2001) 琵琶湖博物館 の ｢知識請出型｣住民活動.鳥越暗之 (編). シ 1)-ズ (環境社会

学 ･I)環境 ボ ランティア ･NPOの社会学.新曜社,東京.83-87.

嘉田 由紀子 ･橋本 道範 (2001)漁労 と環境保全 一琵琶湖 の殺生禁断 と漁業権 をめ ぐる心性 の歴史か ら

探 る-.鳥越暗之(編).諾座 (環境社会学 ･弟 3着 )自然環境 と環境文化･有斐閣,東丸 47146･

嘉 田 由紀子 (2001) もうひ とつの曳 山一片野喜代士 さん と米Jtは 涜一 長浜市史編纂重(編)長浜市史

講談社,滋賀.I-5.

着田 由紀子 (2001) 巻頭言 ｢幼虫上陸 をはげ ます会｣の まなざ しの確か さ,鴨 と蛍の さとづ くりグ

ループ (宿).傍 と蛍の さとづ くり 研究是要 第 12集.滋賀県山東町教育委員会,滋賀･1･

嘉田 由紀子 (2001) 里山生活 と美アー ト･トーク 2000(里 山特集号),成安造形芸術文化交流 セ ンタ

ー,滋賀.67-125.

嘉田 由紀子 (2001) エ コミュージアム-の多様 なアプローチ と展開.エ コ ミュージアム研究,(4)I

日本エ コミュージアム研究会事務局,神奈川.56-75.

真田 由紀子 (2001) ｢地域環境 ケアマ ネジャー｣ の提案 -学社連携 をめ ざす新 たな雇用創 出を.給

合教 育皮節,56(15)8-9.

蓑田 由紀子 (2001) 世界湖沼会議 とアフリカ湖沼の環境問題･月河 アフリカ,42(2)4-8･

YukikoKada (2001) JapaneseviewsonWaterEnvironmentalIsuue･ HumanandEy"L'ronment･ Forum

Kyoto8-12･

【一般向けの著作】

嘉田 由紀子 (2001) 命 と響 きあ う ｢ごたがい さま｣.熊本BB新聞 :2001年 4月 29日 (朝刊)･

嘉田 由紀子 (2001) メデ ィア 水俣痛上告の経緯伝 えて.朝 B新聞 :2001年 5月 26日 (朝刊).

真田 由紀子 (2001) ｢マラウイ湖生態総合研究｣(JtCA研究協力)における汎学際的共同研究の試み･

第 38回 B本 アフリカ学会学術一大会研究発表要 旨.第 38回 日本アフリカ学会学術大会実行委員会,

名古屋.23.

嘉田 由紀子 (2001) ｢暮 らしの中で水 とかかわる-シンクローカリ-､アク トグローバ リー-｣･第

9回環境 自冶体会議記点薬.第 9回環境 自治体会議.野洲 ･新旭 びわこ会議実行委員会,滋賀･262-289･

嘉田 由紀子 (2001) 錦川を考える.顔 /IIスーパ ー フォーラム rアクション?,gJIIJ･山口県錦町,山口I

18-45.

嘉田 由紀子 (2001) 水質改善へ 4次計画 を-fL吉琶湖 を守れ.京都新聞 :2001年 7月 6日 (朝刊)･[コ

メン ト]

嘉田 由紀子 (2001) アフリカマ ラウイ湖での環境社会学 .木野通信,(34)･京都精華大学文化情報

課,京都.2.

嘉田 由紀子 (2001) 琵琶湖は今 ?-Ltr界湖沼会議 をひかえて一朗 日 21関西 スクエア,(3I)･動 ET新
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FzE7大阪本社,大阪 l.

嘉田 由紀子 (2001) 論壇 ･｢在地｣社会に若者の雇用 を.熊本 日日新聞 :2001年 7月 29日 (朝刊).

嘉田 由紀子 (2001) 水利用の近代化 と水汚染一琵琶湖､アフリカ ･マラウイ湖の比較か ら-.生活

学会#,28(1).生活学会,東京.8-ll.

嘉田 由紀子 (2001) 私の視点 ･メディアグローノ.†ル化時代 独 自の視野 を.朝 日新聞 :2001年 9月 25

日 (朝刊).

嘉田 由紀子 (2001) 論壇 ･二者択一の論理 を超えて.熊本 BEl新願 :2001年 9月 30日 (朝刊).

嘉田 由紀子 (2001) アフリカ､湖 と食 一湖 と共に生 きる人びとか ら学ぶ-.滋質の食事文化｢年報),

(10),滋賀.6110.

加藤 登紀子 ･川那部 活哉 ･嘉田 由紀子 (2001) 私たちの歌 一湖沼会議に寄せる-/館長鼎談.内藤 又

一郎 ･他 (宿). うみん ど (潜入).究琶湖博物館,(20):2-3.

嘉田 由紀子 (2001) 世界の湖 と人ひととの暮 らし一世界湖沼会議 を前 に して/特集.内藤 又一郎 ･

他 (編). うみん ど (潜入).茸琶湖博物館,(20):4-5.

嘉田 由紀子 (2001) 琵琶湖生 まれの ｢生活世界の環境学｣_f気がつけば地元学J.(現代農業)農山

漁村文化協会,東京.130-135.

嘉田 由紀子 (2001) 湖 と人間の価値観の変化 をたどる.琵琶湖百科編集委員会 (編).知 ってますか

この瀞 を-びわ瀞 を語る 50章.サ ンライズ出版,彦根.329-334.

蓑田 由紀子 (2001) 生活環境主義 とは何か ?一重壱琶湖 とアフリカ .マラウイ湖の現場か ら-.EIJ冊

r環J3 生膚 一環虜革命.藤原書店,東京.108-119.

嘉田 由紀子 (2001) 地域社会での博物館利用の実践的展開の可能性 一琵琶湖博物館への来館が県民

に もた らす博物館 イメージか ら何 を展望で きるのか-.r鹿策 と しての博物館 の実虜の評価J一

発琶瀞博物館の摩済bg･文化bg･社会09効果の研究 -.雄山間,東京.138-146.

嘉田 由紀子 (2001) 世界湖沼会議が残 したもの.中日新願 :2001年 12月 11日 (夕刊).

蓑田 由紀子 (2001) 私の視点 ･川辺川 ダム ｢生存権｣漁業権の収用 に反対.朝 B新願 :2001年 12

月 28日 (朝刊).

嘉田 由紀子 (2001) 論壇 ･次世代 に誇れる地域再生 を.岸本 BB新聞 :2001年 12月 30日 (朝刊).

嘉田 由紀子 (2002) 苦海浄土 -わが水俣病 -.エスノグ ラフイー ･ガイ ドブック.嵯峨野書店,京

8 .284-285.

嘉田 由紀子 (2002) 自分たちで生命を守 った村.エスノグ ラフイー ･ガイ ドブック.嵯峨野書店,

京都.288-289.

嘉田 由紀子 (2002) 琵琶湖 は "近畿の水がめだけ じゃない= 水の多面的な意味 を見直そ う.｢今昔

写真 で月 る世界の潜沼の 100年J(ギ ャラクシーニュース),(5).ギ ャラクシー水文化の会,大

阪.2.

嘉田 由紀子 (2002) 湖に私 たちは何 を求めて きたか ?湖沼 をめ ぐる文化 と価値観か ら.河川,(668)

日本河川協会,東京.36-41.

嘉田 由紀子 (2002) ホタルのすむ水辺.小学校国語教科書学習指導書別冊 指導書編五年下巻.光村

図書出版,東京.46-51.

嘉田 由紀子 (2002) 農村の暮 らしと自然 との ｢近 さ｣ 一昭和三十年代の暮 らしの知恵か らさぐる.

滋質の産済と社会,(102).滋賀総合研究所,大津.29-33.

【これまでの業績集に掲載されなかった 2001年 3月以前の印刷物】

嘉田 由紀子 (2001) 当事者は誰なのか ?一大上川シンポジウムに寄せて-.第 2 回犬上J//シンポジ

ウム資料集.犬上川シンポジウム実行委員会,滋賀.30-31.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

嘉田 由紀子 (2001年 5月 20 日) ｢川 と人の関わ りの生活文化史｣.フォーラム r/IIを考えるJ.野

洲町教育委員会.銅鐸博物館 (野洲町).[発表]

嘉田 由紀子 (2001年 5月 21日) 生活 を豊かにする環境講座 ｢生命 を守る環境 とは｣.中央公民館 つ
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るかめ大学.貝塚市.コスモスシアター中ホール (貝塚).[発表]

嘉田 由紀子 (2001年 5月 25日) -創造 !水の文化-水 を生か したまちづ くり.第 9回環境 B斎体

会議 びわこ会議.第 9回環境 自治体会議 びわこ会議実行委員会.新旭町公民館 (新旭町).[発

表]

嘉田 由紀子 (2001年 5月 27日) ｢マラウイ湖生態総合研究｣(JICA研究協力)における汎学際的

共同研究の試み.第 38回 日本 アフリカ学会学術大会. 日本アフリカ学会.名古屋大学共通教育

棟 (名古屋).[発表]

嘉田 由紀子 (2001年 6月 7日) 水の文化を伝えてい くために.水の文■化 シンポジウム 2001. ミツカ

ン水の文化センター,浜離宮朝 日ホール (東京).[発表]

嘉田 由紀子 (2001年 6月 17日) 錦川を考える.錦JIIスーパーフォーラム fアクション錦町J.錦ふ

るさとセンター (山口).[発表]

嘉田 由紀子 (2001年 7月 11日) ｢子供たちは今､ どんな生活環境 をのぞんでいるのだろう?｣一

日本､アメリカ､アフリカの比較か ら-.第 51回 'L社会を関る (する運動 "月塚地区.第 51回

"社会を明る くする運動"貝塚地区実行委員会.貝塚市民福祉センター (貝塚).[発表]

嘉田 由紀子 (2001年 8月 18日) ｢今昔写真でたどる水 と人の百年一日本､アメリカ､アフリカの

比較か ら-｣.''ギャラク､シー水文化の会"平成 13 年度虜琵会.ギャラクシー水文化の会. シャ ト

ーテル大手前 (大阪).[発表]

嘉田 由紀子 (2001年 10月 12日) 湖に生 きる. シンポジウム r瀞に生 きるJ -第 9回世界湖沼会議

を前に～.湖沼 フォーラム実行委員会.千代田放送会館 (東京).[発表]

嘉田 由紀子 (2002年 1月 27日) 開館から 5年たった茸琶湖博物館～理念にどう近づいたか-.日

本 ミュージアム ･マネージメン ト学会 ミュージアム文化研究部会 ･近成文都合何研究 会. 日本

ミュージアム ･マネージメン ト学会.滋賀県立琵琶湖博物館 (滋賀).[発表]

嘉田 由紀子 (2002年 3月 9日) ｢世界の中の琵琶湖～世界湖沼会議か ら見えてきたこと｣.第 10回

人膚垂.ハー トラン ド推進財団.近江八幡市立図書館 (滋賀).[発表]

嘉田 由紀子 (2002年 3月 10 日) ちょっと昔の琵琶湖の話一人の暮 らしと水-.安i町立図書館渚

虜会.安土町.安土町立図書館 (滋賀).[発表]

嘉田 由紀子 (2002年 3月 11日) ｢グローバルな視点か ら-結局は自治の問題-｣.三重ふるさと学

#告会.三重県.三重県 自治会館 (三重).[発表]

嘉田 由紀子 (2002年 3月 21日) ｢世界の中の琵琶湖-その歴史 と文化か ら探 る｣.桜彦会近題合同

懲発会講演会.お茶の水女子大学同窓会桜蔭会.琵琶湖ホテル (滋賀).[発表]

嘉田 由紀子 (2002年 3月 23日) 人 と水辺 とのかかわ り一生活の現場か らみえる歴史的個性 -. よ

こはまかわを考える会 20 周年記.含講演. よこはまかわを考える会.横浜大桟橋国際客船 ター ミ

ナル (横浜).[発表]

【研 究 プ ロジェク ト等 への参加 】

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖周辺の水 田利用魚類の生態 と人間のかかわ りに関する共同研究｣研究副

代表者 (1996年 4月-2001年 3月)

琵琶湖博物館共同研究 ｢今昔写真比較による環境認識の変遷 とその理論的展開一日仏 における湖 と人間

の百年を中心 として-｣研究代表者 (1997年 4月～2001年 3月)

国勢協力事業団 ｢マラウイ湖生態総合研究｣研究専門家 (1997年 4月～2001年 4月)

カーネギー財団 ｢環境政策における価値観 :日米中印 4カ国比較｣研究代表者 (2000年 4月-2002年

3月)

【学会等 の役職 ･運 営 ､論 文 の査 読な ど】

日本村落研究学会国際交流委員会 国際交流委員会委員

日本エ コミュージアム研究会 研究会理事

日本環境社会学会 学会運営委員

【大学で の講義 ･実習 ､学生 の指 導な ど】
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2001年度前 ･後期環境社会基礎ゼ ミ.京都精華大学 [講義]

2001年産前 ･後期環境社会学.京都精華大学 [講義]

2001年度後期 環境社会 専門演習.京都精華大学 [講義]

2001年 12月 20日-12月 22日 地域文化環境論京都大学大学院 [講義]

2001年 12月 25日-12月 26日 環琵琶湖環境論滋賀県立大学大学院 [講義]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サー ビス活動】

岸芦潮博物Gの主催行事

2001年 7月 1日 古写真比較 による世界の湖沼-博物館での映像資料利用の試み として-.開館 5周年

記念 連続講座 ｢湖 と人間 :茸琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 11月 4日 世界の湖 と人々の暮 らし.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究

最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

その他の博物館､曲者 ･Lg件等の行事

2001年 9月 8日 泉大津市公民館.滋賀県立琵琶湖博物館,草津市.

2001年 9月 14日 岐阜市郷土の環境 を守る会,滋賀県立琵琶湖博物館 ,草津市 .

2001年 9月 15日 琵琶湖 ･淀川水質保全機構.滋賀県立琵琶湖博物館 ,草津市.

2001年 9月 16日 大津地方裁判所.滋賀県立琵琶湖博物館,草津市.

研修会 ･凍鼻対応

2001年 9月 16日 ｢琵琶湖博物館の概要説明｣水資源開発公団.滋賀県立琵琶湖博物館 ,草津市

2001年 9月 28日 ｢琵琶湖博物館の展示説明｣ JICA研修 ｢集合処理 と個別処理 による生活排水処理計

画｣.滋賀県立琵琶湖博物館,革津市

2001年 10月 4日 ｢重吉琶湖博物館の運営の現状 と課題｣滋賀大学教育学部 ｢文化政策論｣の施設見学.

滋賀県立琵琶湖博物館,草津市

2001年 10月 6 日 ｢琵琶湖博物館の展示案内｣滋賀県知事ゲス ト高見幸子.滋賀県立琵琶湖博物館,

草津市

2001年 10月 8 日 ｢琵琶湖博物館の概要説明｣富 山県新川広域件事務組合水博物館 (仮称)構想推進

協議会.滋賀県立党琶湖博物館,草津市

2001年 10月 9 日 ｢琵琶湖博物館の施設説明｣鹿児島県先進博物館視察団.滋賀県立至壱琶湖博物館,

草津市

テレビ ･ラジオ等への出演 ･協力

200IApril-CarnegieCouncilonEthicsandInternationalAffairs･ HomePage2001April

2001年 11月 4日 ｢茸琶湖畔で湖沼の未来 を考 えよう｣～第 9回世界湖沼会議 -.BBC重吉琶湖放送 :2001

年 11月 2日

2002年 2月 10日 ｢水辺の暮 らしは どう変わったのか｣～今昔写真で見 る世界の湖沼の 100年 ～.BBC

琵琶湖放送 :2001年 2月 8日

館内人事､館外活動等に関すること

【海外渡航】

2001年 7月 19日～7月 28日 アフリカ ･マラウイ湖周辺の環境調査

2001年 8月 6日～8月 16日 イギ リス ･ノルウェー ･フランス.博物館調査

2001年 8月 31日-9月 8日 アメ リカ ･ワシン トン湖周辺の環境調査

【館外の活動】
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2001年度 環境省 自然環境保全審議会委員

2001年度 文化庁文化審議会企画部会 専門委員

2001年度 奈良国立文化財研究所指導委員会 委員

2001年度 国土交通省新 ･近畿長期 ビジ ョン策定懇談会 委員

2001年度 国土交通省淀川水系流域委員会 委員

2001年度 国土交通省淀川水系流域委員会琵琶湖部会 委員

2001年度 琵琶湖淀川水質保全機構 ｢水系の 21世紀の環境変化｣ に対する研究委員会 委員

2001年度 国立水俣病情報セ ンター運営委員会 委員

2001年度 滋賀県環境審議会審議会 委員

2001年度 滋賀県環境教育懇話会 委員

2001･年度 滋賀県淡海の川づ くり委員会 委員

200】年度 滋賀県小児診療セ ンター 治検委員

2001年度 第 9回世界湖沼会議企画委員会 委員

2001年度 第 9回世界湖沼会議企画委員会第一分科会 副部会長

2001年度 第 9回世界湖沼会議 琵琶湖セ ッシ ョン委員

2001年度 第 9回世界湖沼会議市民 ネッ ト運営委員会 委員

2001年度 彦根市史編纂民俗専門部会 委員
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中島 経夫 NKA JIMA,Tsuneo 魚類形態学 (理学博士)

総括学芸員 研究部湖沼研究系

(莱)研究部長

印刷物

【学術論文】

中島 経夫 ･藤岡 康弘 ･藤本 勝行 ･長田 智生 ･佐藤 智之 ･山田 康幸 ･溝口 浩之 ･木戸 裕子 ･遠藤 真

樹 (2001) 茸琶湖湖南地域 における魚類の分布状況 と地形 との関係.摩水草雑誌,62(3):261-

270.

王倖 ･何舜平 ･中島経夫 (2001) 日本産和中国産 ApyocyprischinensIS的 RAPD分析.水生生物学報,

25(4):358-361.

He,S.-P.,Chen,Y.-Y.andNakajima,T.,2001,Sequenceorcytochromebgeneforprlmitivecyprinidfishesin

EastAsiaandtheirphylogeneticconcemi ng. ChL'neseScienceBuLletL'n,46(8):661-665･

中島 経夫 ･北林 栄一 (2001)大分県安心院盆地の鮮新枕津房川層か ら産出 したコイ科魚類咽頭歯化

石.高橋 啓一 ･北林 栄一 (宿).r安心院動物化石#J発雷瀞博物虜研究粛査#告昔,18号,pp.57-65.

琵琶湖博物館,草津.

【専門分野の著作】

中島 経夫 (2001) 琵琶湖魚たちのおいたちを考える.月刊地球,23(6):4321439.

福沢 仁之 ･中島 経夫 ･脇田 健一 (2001) 21世紀の琵琶湖一党琶湖の環境史解明 と地球科学.月河

地球,23(6):3731380.

中島 経夫 (2001) 琵琶湖周辺の淡水魚の分布 -自然 と人間の営みの重層的な歴史の結果 として.宮

本慎二 (編).窟 琶瀞博物館 5周年記念企画展 粛 9 回企画展 r慶 一魚がむすぶ窟琶瀞 と田んぼJ

展示解詔書.p119-124.

【一般向けの著作】

中島 経夫 (2001) 日本の基層文化 における西 と東 一歴史の中での琵琶湖の役割 -.琵琶湖百科編集

委員会 (編).知 ってますかこの瀞 を-びわ淵 を語る 50章.サ ンライズ出版,彦根.153-158.

中島 経夫 (2001) 博物館はお もしろい.エ コフロンティア6号,p.61.京都大学生態学研究センター･

中島 経夫 (2001) 水田が魚の生息場所 に.窟琶瀞博物虜腰上講座 r潮 と入居J9.読売新聞.5月 30

日 (夕刊)サイエ ンス欄.読売新聞大阪本社,大阪.

中島 経夫 ･辻 美穂 [編] (2001) 身近 を環者 にどんな魚がいるか 21計画一夢 -舞めん と滋賓 r水

と命の潜動J.40pp.うおの会,草津市.

うおの会 (2001) 湖辺域における在来種 と外来種の関係.中島 経夫 ･辻 美穂 (宿).身近 を環境 に

どんな魚がいるか 21計画一夢 ～舞め,4,と滋賓 r水 と命の潜動J,pp.3111.うおの会,草津市.

中島 経夫 (2001) 湖辺域の魚類分布 についての解釈.中島 経夫 ･辻 美穂 (請).身近を環境 にどん

な魚がいるか 21計画一夢 ～舞めん と滋賓 r水 と命の潜動J,pp.13-20. うおの会,草津市･

中島 経夫 (2001) ｢うおの会｣採集調査マニュアル.中島 経夫 ･辻 美穂 (宿).身近を環頻 にどん

な魚がいるか 21計画 一夢～舞めん と滋賓 r水 と命の盾励J,pp.37-40.うおの会,草津市･

中島 経夫 (2002) 咽頭歯 って何､それか ら何がわかるの/研究最前線.内藤 又一郎 ･他 (編). うみ

ん ど (瀞人).琵琶湖博物館,(21):6.

研究活動に関する業績
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【学会 ･研究会での発表など】

中島 経夫 (2001年 11月 I4日) 日本の先史時代における西 と東.第 9回世界瀞沼会議.滋賀県 ･(財)

国際湖沼環境委員会.大津プリンスホテル (大津市).

藤本 勝行 ･武田 繁 ･中島 経夫 ･うおの会 (2001年 11月 13日-15日) 県民参加による魚類分布調

査 一滋賀県湖南地域 における魚類の分布パ ターンと地形 との関係.第 9回世界湖沼会議.滋賀県 ･

(財)国際湖沼環境委員会.大津プリンスホテル (大津市).

中島 経夫 (2001年 12月 2日) 淡海の魚か らみた琵琶湖の環境史.地学団体研究会京都支部51会.

琵琶湖博物館 (草津市).

中島 経夫 (2002年 3月 17日) ワタカは琵琶湖水系の固有種か.第 34回魚類 自然史研究会.追手門

学院中高等学校 (大阪市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館総合研究 ｢東 アジアの中の茸琶湖-コイ科魚類の展開を軸 とした-環境史に関する研究｣

研究代表者

茸琶湖博物館総合研究 ｢博物館資料の収集 .整理 ･保管 と利用に関する研究｣研究分担者

託琶湖博物館共同研究 ｢滋賀県内の魚類分布調査および託琶湖博物館魚類標本の充実｣
託琶湖博物館専門研究 ｢コイ科魚類の咽頭歯に関する研究｣
奈良県田原本町唐古 ･鍵遺跡共同研究

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年 10月 15日 ヒ トと生 き物の関係の歴史.滋賀県立大学大学院講義 ｢生物社会共生論｣.[講義]

2001年 9月 11日 資料整備 ･展示の裏側.桃山学院大学学芸過程研修.[講義 ･実習]

2001年 8月 1日 琵琶湖博物館の設置理念 と概要.完琶湖博物館博物館実習.[講義]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サー ビス活動】

貢ぎM博物虜の主催行事

2001年 4月 10 日 琵琶湖博物館の概要.滋賀県戦員研修センター主催滋賀県新任職員研修.茸琶湖博

物館.草津.[講演]

2001年 4月 19 日 博物館の研究活動.琵琶湖博物館主催託琶湖博物館新任職員研修.託琶湖博物館.

草津.[講演]

2001年 5月 13日 博物館の理念 とは しかけ制度.琵琶湖博物館主催は しかけ基礎講座.琵琶湖博物館.

草津.[講演]

2001年 5月20日 博物館の理念 とは しかけ制度.琵琶湖博物館主催は しかけ基礎講座.fj,f琶湖博物館.

草津.[講演]

2001年 6月 3日 身近な環境の魚たちのおいたち.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物

館研究最前線｣.茸琶湖博物館.草津.[講義]

2001年 6月 19 日 身近な環境の魚たち-どう把握 してどう考えるが.滋賀県消費文化セ ンター主催滋

賀県消費文化センター専門講座,彦根消費文化センター.彦根.[講演]

2001年 7月 15日 博物館の研究 とは.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.

琵琶湖博物館.草津.[講義]

2001年 9月 23日 身近な環境の魚たち.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前

線｣.琵琶湖博物館.草津.[講義]

2001年 11月 17 日 淡海地域の自然 と文化 とのかかわ り 一淡海地域 を中心 とした近畿の縄文 ･弥生遺

跡のコイ科魚類の咽頭歯遺体の分析か ら.福井県三方町縄文博物館主催縄文学講座,三方町縄文

博物館.三方.[講演]

2001年 12月 15日 びわ湖の魚か らみた琵琶湖の環境史.財団法人守山市野洲郡勤労福祉会館主催つが

やま荘市民教養講座,勤労福祉会館主催つがやま荘.守山.[講演]

2001年 5月9日 は しかけ活動 ｢うおの会 NewslelternO.5｣発行

- 15 -



2001年 5月 15日 は しかけ活動 ｢うおの会総会｣.うおの会.琵琶湖博物館 (草津).

2001年 5月 27日 は しかけ活動 ｢うおの会第 1回定例調査｣.うおの会.萱池周辺 (大津).

2001年 6月 9日 は しかけ活動 ｢うおの会 Newsletterno.6｣.発行

2001年 6月 20日 は しかけ活動 ｢うおの会第 2回定例調査｣.うおの会.大戸川水系 (大津).

2001年 7月 15日 は しかけ活動 ｢琵琶湖外来種駆除大会 と投網教室｣ほて じゃニ トラス ト･うおの会

共催.野洲川旧河道 と法竜川 (守山).

2001年 7月 22日 は しかけ活動 ｢うおの会第 3回定例調査｣ うおの会.(愛東町 ･湖東町 ･愛知川町 ･

秦荘町 ･能登川).

2001年 8月 30日 は しかけ活動 ｢うおの会 Newslettemo.7｣.発行.

2001年 9月 9日 は しかけ活動 ｢うおの会昇4回定例調査｣.うおの会.(浅井 ･虎姫 ･びわ).

2001年 11月 20日 は しかけ活動 ｢うおの会 NewslelternO.8｣.発行.

2001年 11月 25日 は しかけ活動 ｢うおの会第 5回定例調査｣.うおの会.(甲南).

2002年 1月 27日 は しかけ活動 ｢外来魚シンポジウム｣ うおの会 ･ほて じゃニ トラス ト･琵琶湖 を戻

す会共催.琵琶湖博物館 (草津).

2002年 2月 14日 は しかけ活動 ｢うおの会第 2回総会｣.うおの会.重吉琶湖博物館 (草津).

2002年 2月 14日 は しかけ活動 ｢投網の繕い講習会｣ うおの会.託琶湖博物館 (草津).

2002年 2月 19日 は しかけ活動 ｢うおの会 Newsletlemo.9｣.発行.

2002年 3月 24日 は しかけ活動 ｢うおの会第 6回定例調査｣.うおの会.(湖北町 ･高月).

研修会 ･誘鼻対応

支琶湖博物館概要説明 ･展示案内 68件.

【情 報整備 活 動 】

産 声潮 好物G の膚#鼻 膚;'5動

魚類標本データベースの整備.

研究 ･事業活動紹介のための個人インターネッ トページの開設および更新.

【資料整備 活動 】

窟 ぎ湖 fr物G のjf料彦 膚;'5動
魚類標本 6,969件登録.(累計 35.133件登緑).

魚理標本 35,133件.[維持 ･管理 (貸出,液交換等 を含む作業)]

【展 示 活動 】

岸 芦湖 好物G の展 示;'5動 '

開館 5周年記念企画展 ｢恵 一魚がむすぶ支琶湖 と田んぼ｣での ｢田んぼの魚たちと人々｣ コーナー担当

館内人事､館外活動等に関すること

【館 外 の活動 】

財団法人滋賀県大学等学術振興財団 評議員

滋賀県立大学大学院 非常勤講師

奈良県田原本町唐古 ･鍵遺跡 共同研究委員
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ロシター､アンドリュ- ROSSITER.Andrew 国際湖沼学 (Ph,D)

専門学芸員 研究部湖沼研究系

(兼)事業部国際交流担当

印刷物

【学術論文】

Ochi,H･,Rosslter,A･and YanaglSaWa,Y･(2001)BIParentalmouthbroodlng OfthecatflShP/tyllolteHmS

j7IL']temZJSlntheLakeTat)gat]ylka･Icllthyologt'calResearch,42.:2251229.

DasHaoJr,J,C.,Rosslter,A･andYamaoka,K.(2002)AdaptlVeOntOge11et1CSllaPeChangein flylngfish

ParexocoetusmentomeTltO.Fishert'esScience,68:71176.

Rossiter,A･(2001)AstudyofthelittoralllShassemblagesoftheLakeTatlgan)′ika.L1-mnolog.vandEcologyof

LakeTaltganyl'ka･

Rossiter,A･(2001)Habitat-relateddifferenceslnthemorphologyofrocky-ShorelltloralgastropodsofLake

Tanganylka･Lim770logyandEcologyQrLakeTa77ganyt'ka,

Rossiter,A･(2001)Environmentaleffectsof-thebiomassofeplllthtcalgae･Lt'm710logyaftdEcolog.vofLake

Tanga71),iko･

Rossiter,A･(2001)NIChepartitiot]1ngWithlntheostracodassemblagesofLakeTatlganylka? Lt'mnologya77d

EcologyofLakeTattganyika･

【一般向けの著作】

アン ドリュー ･ロシター (2001) 古代の生伝える ｢水域の島J.窟ぎ潮 博物館成上講座 rJ噺と人間J8.

読売新聞.5月 23日 (夕刊)サイエ ンス欄.読売新 聞大阪本社,大阪.

Rosslter,A.(2002)英語版 ｢琵琶湖博物館ガイ ド｣の共同執筆.

Rossller,A.(2002)英語版 ｢要覧｣の校正 と助言.

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館専門研究 ｢魚類群集におけるモル フォスペースの概念｣(1993年～)

琵琶湖博物館共同研究 ｢Uslngquantitativemorphmetr]cstoln､′eStlgateflShcommumtleS.｣研究代表者

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸芦湖博物虜の主催行事

2001年 11月 4日 世界の古代湖 :タンガニー湖.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館

研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

研修会 ･裾寮対応

2001年 4月 7日 WWAPか らの派遣団.視察随行説明.

2001年 4月 17日 JJCA.視察随行説明.

2001年 6月 2日 JIAM の学生.見学随行説明.

2001年 6月 2日 エジプ ト政府の使節.視察随行説明.

印RIJメディ7 (新願 ･諸富 ･書籍等)への出演 ･協力
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2001年 8月 1日 ｢今昔｣プロジェク トについてのイ ンタビュー (嘉 田由紀子およびロシター).読売節

聞.

【展示活動】

岸ぎ湖好物Gの展示,I.5動

2002年 6月 20日～6月 31日 琵琶湖博物館 ｢今昔｣プロジェク ト.wisconsln,Madison,USA .琵琶湖博

物館 ILEC [交渉および写真撮影]

2001年 5月～2002年 3月 琵琶湖博物館 ｢今昔｣プロジェク ト.琵琶湖博物館 lLEC [UsA部会コーディ

ネー ト]

【企画調整事業】

国際交流担 当

2001年 11月 17日 琵琶湖博物館 とパ リ自然史博物館 との正式協定 の草案作成.

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

2001年 11月 14日 世界湖沼会議分科会 議長.世界湖沼会議組織委員会.大津市プ リンスホテル

2000年 8月～2002年 2月 ｢琵琶湖 と森｣委員会 委員.滋賀県

2001年 11月～2002年 4月 ｢子供の教育｣委員会 委員.滋賀県
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楠岡 泰 KUSUOKA.Yasushi 微生物生態学 (理学博士)

主任学芸員 研究部湖沼研究系

(莱)事業部交流センター科長心得

印刷物
【一般向けの著作】

桶岡 泰 (2001) ｢ミクロの世界｣の種明かし/琵琶湖博物館収蔵品ギャラリー 私の逸品.内藤 又一郎 ･他 (編).

うみんど (潮人).琵琶湖博物館,(21):5

楠岡 泰 ･マーク ･∫･グライガ- (2001) はしかけによる r田んぼの生きもの調査Jマニュアノレ 琵琶湖博物鰭,

草津.10pp.

研究活動に関する業績
【学会 ･研究会での発表など】

芳賀 裕樹 ･大塚 泰介 ･辻 彰洋 ･中里 亮治 ･楠岡 泰 (2001年 11月 13日) 琵琶湖南湖の沈水植物の動向と､そ

の増加による影響の予測.粛 9回世界瀞府会巌 滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会.大津プリンスホテル (大

津市). [発表]

Jean-JacquesFRENEm ,WarwICkVTNCENT,YaushlKUSUOKA (2001年 11月 14日) spotllghtonthelittoralzolle:

blO-OPtlCVariabilltyintheinshoreⅦtersofhkeBlⅦ虜 9回世界潮沼会鼠 滋賀県 ･ (財)国際湖沼環境委員

会.大津プリンスホテル (大津市). [発表]

楠岡 泰 ･芳賀 裕樹 (2001年 11月 14日) ヨシ茎上の付着性物の個体数動態と漉過速度の推定.第9回世界瀞沼会

#.滋賀県 ･ (財)国際湖沼環境委員会.大津プリンスホテル (大津市). [発表]

桑原 雅之 ･桶岡 泰 ･桑村 邦彦 ･芳賀 裕樹 (2001年 11月 15日)地域の人々に身近な環境に目を向けてもらうた

めの新たな試み :琵琶湖博物館フィール ドレポーター制度.第 9回世界瀞沼会#.滋賀県 ･ (財)国際湖沼環

境委員会.大津プリンスホテル (大津市). [発表]

【研究プロジェクト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢たんばにおける大型紙脚類 (ホウネンエビ ･カブトエビ ･カイエピ類)に関する研究｣共同

研究者

琵琶湖博物館専門研究 ｢琵琶湖における共生藻類をもつ繊毛虫の生態｣研究代表者

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

水処理生物学会 [論文査読 1件]

【大学での講養 ･実習､学生の指導など】

2001年10月 5日 EnvlrOnmentaleducatlOn:aCaseStudyintheLakeBIWaMuseum.JICAalldTLECEn､′lrOnnlental

educationcoursefocusedonaquaticenvironments. [講師〕

2001年 11月28日～11月 30日 博物館における環境教育の実践.JICAMuseummallagementteChnologycourseに参

加のザンビア ･ルサカ国立博物館の学芸員. [指導]

2002年 1月18日 RecenttransitionslneCOloglCalcondlt)OnSlnIAkeBIWa･JICAandILECGrouptralnlngCOurSelnlake

Ⅶterqualitymallagement. [講師]

博物館事業に関する業績
【交流 ･サービス活動】

ft=ぎ湖博物館の主催行事

はしかけ ｢田んぼグループ｣担当者

-19-



2001年4月22日 豊山体験教室準備.はしかけ活動 ｢里山の会｣.日野町上駒月, [スタッフ]

2001年4月30日 ｢春の植物と山菜探し｣里山体験教室 (春編).日野町上駒月. [スタッフ]

2001年 5月 26日 田んぼの生き物合同調査.はしかけ活動 ｢田んぼの生き物調査グループ｣.土山町 ･甲賀町 ･信

楽町.土山町 ･甲賀町 ･信楽町. [スタッフ]

2001年6月3日 ｢田んぼのミクロな生き物合を調べよう∴ 琵琶湖博物館観察会.琵琶湖博物館.革津市. [講師]

2001年6月17日 ｢初夏の里山を歩こう｣.琵琶湖博物館観察会.大津市千野.大津市. [講師]

2001年7月1日 ｢里山体験教室特別観察会｣.豊山体験教室.志賀町. [スタッフ]

2001年7月6日 ｢プランクトンの観察 (南郷中学校)｣.体験学習.琵琶湖博物館.草津市. [講師]

2001年7月29日 ｢虫から見た豊山｣里山体験教室 (夏編).日野町上的月. [スタッフ]

2001年 8月 22日 琵琶湖のプランクトン観察 (石部高校).琵琶湖 ･ミュージアム ･スクール.琵琶湖博物館.草

津市. [講師]

2001年8月25日･26日 プランクトンおよび微小生物.夏休み相談室.琵琶湖博物館.草津市. [講師]

2001年9月19日 陸水学の基礎 :生態観察地での観測 (守山高校).体験学習.琵琶湖博物館.草津市. [講師〕

2001年 9月 26日 琵琶湖博物館の概要および琵琶湖のプランクトン (渋谷区立広尾中学).体験学習.琵琶湖博物

館.草津市. [講師]

2001年 10月 14日 単純で複雑原生動物.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶

湖博物館.滋賀県草津市. [講義〕

2001年 10月28日 ｢木の実とキノコ｣里山体験教室 (秋編).日野町上駒月. [スタッフ]

2001年 11月22日 琵琶湖のプランクトン観察 (葛川中学校).体験学習.琵琶湖博物館.革津市. [講師]

2001年 12月2日 ｢柴刈り体験｣里山体験教室 (冬編).日野町上駒月. [スタッフ]

2001年 12月 3日 ｢琵琶湖のプランクトンを見てみよう｣.琵琶湖博物館観察会､エコスクラム.琵琶湖博物館.

草津市. [講師]

2002年3月16日 里山体験教室準備.はしかけ活動 ｢里山の会｣.日野町上駒月. [スタッフ]

その他の好物膚.甜 ･団体等の行事
2001年 8月4日 (財)琵琶湖 ･淀川水系水質保全機構.琵琶湖のプランクトン観察.BIYOセンター観察会.琵琶

湖 ･淀川水質浄化共同実験センター.草津市. [講師]

2001年 5月 23日 甲南町立第三小学校.田んぼの生き物を見てみよう.5年総合学習.甲南町立第三小学校.甲南

町. [講師]

2001年 5月 23日 甲南町立第三小学校.身近な自然環境の観察法.職員研修.甲南町立第三小学校.甲南町. [講

師]

2001年 7月 31日 滋賀県中学校理科部会.琵琶湖のプランクトン観察.自然調査ゼミナール.琵琶湖博物館.草津

市. [講師]

2001年8月1日 草津市.プランクトンの観察法.草津市小学生リーダー研修.琵琶湖博物館.革津市. [講師〕

2001年9月20日 滋賀県教育センター.プランクトンの観察.教職員経験者研修.琵琶湖博物館.草津市. [講師]

2001年 10月4日 滋賀県教育センター.プランクトンの観察.教職員経験者研修.琵琶湖博物館.草津市_ [講師]

2001年10月27日 甲西町教育委員会.魚の解剖.体験学習.琵琶湖博物館.草津市. [講師]

2001年 11月22日 滋賀県教育委員会.琵琶湖のプランクトン観察 (米国ポンティアック市教育代表団).体験講座.

琵琶湖博物館.革津市. [講師]

研修会 ･#套対応

2001年7月6日 ミシガン州高校生.琵琶湖博物館の概略説明および展示案内.

2001年 10月 5日

び展示案内.

2001年 11月6日

2001年 11月13日

2001年11月22日

2001年11月29日

2001年 11月30日

水環境を主題とする環境教育研修(JICA/ILEC).環境教育における博物館の役割に関する講義およ

NGO湖沼水質保全研修(JICA).琵琶湖および琵琶湖博物館の概略および展示案札

パリ自然史博物館.琵琶湖博物館の概略説明および展示案内.

米国ポンティアック市教育代表団.プランクトンの観察および展示案内.

生活廃水対策コース(JICA).琵琶湖博物館の概略説明および展示案内.

カナダ産業省環境担当.琵琶湖博物館の概略説明および展示案内.
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2002年 1月 18日 湖沼水質保全研修(JICA/lLEC).琵琶湖の環境変遷に関する講義および展示案内.

2002年2月 19日 英国 centrefbrAltemateTechnology.琵琶湖博物館における環境教育の説明および展示案内.

2002年 3月 21日 第 3回世界水フォ-ラム ･プレシンポジウム ･スタディーツアー.琵琶湖博物館における環境教

育の説明および展示案内.

テレビ･ラジオ等への出演 ･協力

2001年4月 ｢さわやか自然百景～春の琵琶湖｣.NfR [プランクトンの撮影に協力]

2001年6月7E]八日市でみつかったカブトエビ..朝日新聞. [電話取材によるコメント掲載]

2001年 11月 16日 ヨシ帯の付着動物による浄化作用.毎日新聞.11月14日. [世界湖沼会議での発表を記者が取

材]

印BIJメディ7 (新野 ･#諾 ･専務等)等への出演 ･協力

2002年 3号,琵琶湖博物館の総合学習にむけてのとりくみ.月間レジャー産業.月間レジャー産業 No.426. [イン

タビュー記事]

【資料整備活動】

岸芦湖好物虎の資料登府,I.5動

琵琶湖のプランクトンの静止画および動画の掘影. [主担当]

【展示活動】
岸ぎ溜博物Gの展示活動

世界湖沼会議における琵琶湖ルーム,ピアザ淡海. [琵琶湖博物館における主担当]

館内人事､館外活動等に関すること
【館外の活動】

滋賀県環境学習コーディネー トシステム検討会委員.滋賀県エコライフ推進課 :環境学習コ-ディネ- トシステムに

対する助言

2001年4月～2002年3月 ｢多自然型水路実験｣研究部会 検討委員.(財)琵琶湖 ･淀川水系水質保全機構 琵琶湖 ･

淀川水質浄化共同実験センター :水路実験などに対する助言
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中井 克樹 NAKALKatsuki 魚類生態学 (理学博士 )

主任学芸鼻 研究部湖沼研究 系
(兼)事業部情報センター 科

印刷物

【学術論文】

Yonekura,R.,Nakai,K.andYuma,M.(2002)TrophlcpolymorphlSm inintroducedbluegilL Ecologtca/

Research(EcologF'calSocL'etyofJapon),17:49-57･

【専門分野の著作】

中井 克樹 (2001) わが国の淡水域の外来種問題 ～身近 な湖沼の緊急課題 ～.In:功加正行 ･森野 浩

[編]. B本 BICER協議会 2000年度年#.日本 BlCER協議会,つ くば. ppl241261

中井 克樹 (2001) カワヒバ リガイの 日本への侵入.ln:日本付着生物学会 [編].男芽東 の庶人者 :

外来付着性二枚月の最新学.恒星社厚生閣,東京.pp.71-85.

中井 克樹 (2001) 魚 における外来種問題.In‥川道 美枝子 ･岩槻 邦男 ･堂本 暁子 [編]･移入 ･外

来 ･度人膚 一生珍多茂住 を脅かすもの.築地書館,東京. pp.1401155.

中井 克樹 (2001) 貝類の世界で起 きている異変 (コラム).同上.pp.156-16L

Nakai,K.,Timoshkin,0･A･,Hartoto,D･T･,Sulastri,Do主,A･,1wakuma,T.,Melnik,N･G･,Yuma,M.and

Nakanishi,M.leds.](2002)Chapter3･Freshwaterecosystems･ In:Nakashizuka,T･andStork,N･reds.]

protoco/sforBLlod'versityResearch:IBOYLenWesternPaclficandAsia. KyotoUniversityPress,Kyoto

andTransPacificPress,Melbourne. pp.111-161･

中尾 博行 ･藤田 建太郎 ･中井 克樹 ･沢田 裕一 (2002)琵琶湖および内湖におけるブルーギル(LepomL's

mac,och,･,,,S)の生態 :特に繁殖 と摂餌 について.ln:荻野 和彦 [編].平成 13年度滋賓県立大学

研究虎厨連携#遭事業研究#告 r窟晋瀞集水域の環境保全 と生物資17W IJ用 のためのB然お よび農

地生腰,系管理 シス テムの膚葬 に厨 する研究｢3)発 雷瀞生磨虜 への侵入 と虎乱 J.滋賀県立大学環

境科学部,彦′根.pp.3-22.

藤田 建太郎 ･中尾 博行 ･中井 克樹 ･沢田 裕一 (2002) 琵琶湖お よびその内湖である曽根沼におけ

るオオクチバス (ML'cropterussa/moides)の成長 と摂餌生態.ln:同上･pp123-38･

中井 克樹 (2002) ｢外来魚問題｣をめ ぐる社会的合意形成に向けての ｢基盤整備｣.ln‥同上･pp39-44･

【一般向けの著作】

中井 克樹 (2001) 対論 ×21:ブラックバスどうする ｢滋賀県立琵琶湖博物館主任学芸員 ･中井克樹

さん :生態系への影響深刻だ/ まず密放流対策か ら/釣 り場の制限必要｣.京都新聞,(2001/04/14):

6.

中井 克樹 (2001) 生態学的に間違 っている擁護論 ～バスは在来種絶滅への加担者-･広邦をいすい

めん (全国内水面顔菜協何題合連合会),(24):15-17.[週刊釣 りサ ンデー 25(2))への掲載記事

の再録]

中井 克樹 (2001)淡海のひと ｢琵琶湖博物館主任学芸員 ･中井克樹 さん :外来魚の危険性訴え上 朝

ET新願 (滋賓版),(2001/06/03):3l.

中井 克樹 (2001) なぜブラックバスが悪いのか?.裁た ちの自然 ([財]日本鳥穿煤彦連盟),2001･7･

(468):10-13･

Nakai,K.(2001)LakeBiwa,ananclentLake二ItsendemlCSandexotlCS･ HumanandEnvlrOnmentatForum,

10thAnniversaryCommemorativeIssue(GraduateSchoolofHumanandEnvironmentalStud.es,Kyoto

University),90-94･

中井 克樹 (2001) 琵琶湖の外来魚問題 をめ ぐって.至を琶湖百科編集委員会 (編).知 ってiすか この

瀞 を-びわ潮 を語る 50章.サ ンライズ出版,彦根.147-152.
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中井 克樹 (2001-2002) がんばれ !湖国のさかな 第 9回 :ハス ･りタカ;第 11回 :アユ;第 22回 :

ウグィ.運河釣 りサンデー,2001/12/23:130;2002/01/06,13:148;2002/03/31:130.

琵琶湖博物館 ･中井 克樹 ･松 田 征也 [資料提供 ･協力] (2001) 琵琶湖の貝.HIO (rびわ瀞 を守

る水環境保全県民運動J県連,#会議),(25):1.

中井 克樹 (2002) ひと ｢中井克樹 さん 琵琶湖でブラックバス駆除問題 に取 り組む上 しんぶん赤旗,

(2002/01/31):3.

中井 克樹 (2002) よそ者だか ら悪いのか ?-悩 ましき外来種問題 を考える-/研究最前線.内藤 又一

郎 ･他 (編). うみんど (潜入).茸琶湖博物館,(22):6.

中井 克樹 [監修] (2002) 琵琶湖の魚.H_,0 (rびわ瀞を守る水環墳保全県民運動J県連絡会議)(26)‥

1.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表な ど】

中井 克樹 (2001年 5月 12日) わが国の淡水域の外来種問題-身近な湖沼の緊急課題～.夢 JILg7B

本 BICER協議会 シンポジウム.国立環境研究所 (茨城県つ くば市).

益田 芳樹 .中井 克樹 (2001年 5月 13El) 将来構想検討委員会か らの報告.第 JJLg78本 BICER協議

会潜会.国立環境研究所 (茨城県つ くば市).

桑原 雅之 ･中井 克樹 ･中本 巨樹 (2001年 5月 19日) ハゼ類による琵琶湖沿岸帯の利用について.

平成 13年度 プ リ研究会.愛媛大学 (愛媛県松山市).

中井 克樹 (2001年 5月 20日) ｢ゴリ｣はブラックバスの恰好のエサか ?.同上.

Nakai,K. (2001* 7月 9E]) BreedingecologyoftheTanganyikancichlid,LepEdto/ampro/oguse/ongatus:

Stabilityofdynamicmatingrelationships. InvitedSymposL'um "Eco/ogyandBehavL'orofCL'ch/L'dFt'shes

of GreatLakesofAfrica",The8JstA77nuO/Meettng oftheAmertcan Socl'ety oflchthyo/ogL'sts&

Herpeto/ogL-stsandthe171hAnnua/MeetL'ngoftheAmert'canE/asmobranchSocLety ThePennsylvania

StateUniversity,StateCollege,Pennsy一vania(USA).

Nakai,K.andSuzuki,T.(2001年 7月 19日)ChangesinthefishfaunaofLakeBiwa:Deterioratlngtrendsln

fisheries,inreferencetodegradationofhabitatsand impactsofalien invasivespecies. TheShiga-

ML'chL'ganJoL'ntSymposL'um 2001 "TowardSustoL'nableManagementofLake-WatershedEcosystems"

(umVerSL'tyofShigaPrefectureandConsortium ofMt'chLganPubltcUnL'versttL'es). 滋賀県立大学 (滋

賀県彦根市)

suzuki,T.andNakai,K. (2001年 7月 19日) ChangesinthefishfaunaofLakeBiwa:Admlnistrative

countermeasuresincludinghabitatrestoration,artificialstocklng,anderadlCationoraliens. 同上.

中尾 博行 ･藤田 建太郎 ･中井 克樹 ･沢田 裕一 (2001年 7月 20日) 責苦琶湖及び周辺の水域 におけ

るブルーギルの生態.同上.

藤田 建太郎 ･中尾 博行 ･中井 克樹 ･沢田 裕一 (2001年 7月 20日) 琵琶湖におけるオオクチバス

の餌資源利用 と摂餌量.同上.

松 田 征也 ･中井 克樹 (2001年 7月 20日) 淡水貝の外来種.第 3回全国 シジミ ･シンポジウム tn天

塩.天塩町立天塩中学校 (北海道天塩町).

中井 克樹 (2001年 9月 17日) 滋賀県 と京都府の陸産貝類 レッドデータ.顔■神月類~談話会 2001年 9

月5g会_西宮市貝類館 (兵庫県西宮市).

藤田 建太郎 ･中尾 博行 ･中井 克樹 ･沢田 裕一 (2001年 10月_6El) オオクチバス ML-cropterussa/moL'des

の捕食形態.2001年度 B本魚類学会年会.鹿児島大学 (鹿児島県鹿児島市).

桑原 雅之 ･中本 巨樹 ･中井 克樹 (2001年 10月 6E]) 茸琶湖産 ヨシノポリ類 RhL'nogobL'usspp.によ

る沿岸帯における生息場所利用.同上.

中尾 博行 ･藤田 建太郎 ･中井 克樹 ･沢田 裕一 (2001年 10月 6日) 茸琶湖および内湖におけるブ

ルーギル LepomL'smacrochLruSの食性.同上.

樫井 秀明 ･中里 亮治 ･中井 克樹 ･芳賀 裕樹 (2001年 10月 8日) 琵琶湖赤野井湾水草帯に生息す

るユスリカ群集に対する魚類の捕食について(2)魚類組成 とその食性.8本慶永学会第 66Lg7大会.

東北大学川内北キャンパス (宮城県仙台市).
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松田 征也 ･中井 克樹 ･近藤 高貴 ･内藤 又一郎 (2001年 11月 11日) 滋賀県木之本町における希少

貝類の保全に向けた取 り組み.淡水月類研究会夢 7回研究集会.大阪教育大学 (大阪府柏原市).

中井 克樹 (2001年 11月 13日) 淡水域における外来種の影響.第 9回世界瀞沼会議弟 4分科会 ワー

クショップ r淡水域 における外来者GPT題 -解決への道 の り-J.大津 プリンスホテルコンベ ンシ

ョンホール淡海 (滋賀県大津市).

中尾 博行 ･藤田 建太郎 ･中井 克樹 ･沢田 裕一 (2001年 11月 14日) 琵琶湖およびその周辺の水域

における外来魚ブルーギル LepomLSmaCrOChL'rusの生態 :食性 を中心 として.第 9回世界i'm沼会議

第 4分科会ポスター発表セ ッション 4-Cr卓磨,系と人PL77の共生J.大津 プリンスホテルコンベ ンシ

ョンホール淡海 (滋賀県大津市).

松田 征也 ･中井 克樹 (2001年 11月 14日) 日本の淡水域に侵入 しつつある外来シジミ類.侵入の背

景 と今後の課題.弟 9 回世界瀞沼会議第 4分科会ポスター発表セ ッション 41Br潮疾芽 ぐエ コ ト

ーン)の価値 ･輝彦 ･保全J.大津プリンスホテルコンベ ンシ ョンホール淡海 (滋賀県大津市).

藤田 建太郎 ･中尾 博行 ･中井 克樹 ･沢田 裕一 (2001年 11月 14日) 琵琶湖におけるオオクチバス

(Micropterussa/moL'des)の食性.夢 9回世界湖沼会議第 4分科会ポスター発表セ ッション4-Cr生
腰系 と人膚の共生J.大津 プリンスホテルコンベ ンシ ョンホール淡海 (滋賀県大津市).

中井 克樹 (2001年 11月 15日) わが国における今後の釣 りのあ り方 :現在のバス釣 りブームか ら考

える.弟 9回世界瀞沼会議昇 4分科会Lj虜発表セ ッション ]-CrあそぶJ.大津 プリンスホテルコ

ンベ ンションホール淡海 (滋賀県大津市).

中井 克樹 (2001年 12月 6日) 琵琶湖の現状か らみた漁業権非対象魚種の遊漁の問題点.東京大学淳

洋研究所共何iIj用研究集会 r瀞沼にお ける題辞 と資源管理J.東京大学海洋研 究所講堂 (東京都

中野区).

中井 克樹 (2001年 12月 21El) 海外 における外来魚問題.発言瀞博物館研究 セ ミナー.琵琶湖博物

館 (滋賀県草津市)

松 田 征也 ･中井 克樹 ･内藤 又一郎 ･近藤 高貴 (2002年 2月 7日) 住民参加による淡水生貝類の保

護 について.昇 46 回水炭館技術一着研究会 ((#ノB本動物園水虜館協会).シーパル須磨 (兵庫

県神戸市).

松田 征也 ･中井 克樹 ･近藤 高貴 ･内藤 又一郎 (2002年 2月 9日) 滋賀県余呉川流域における希少

淡水貝類の保全 に向けた取 り組み.B本月斎学会平成 J4 年度大会.西宮市貝類館 (兵庫県西宮

市).

中井 克樹 (2002年 2月 21日) 外来魚類オオクチバス ･ブルーギルなどの現状. B本水環境学会昇 43

回セ ミナーr移ス生物 による生腰,系の#鼠 と水 環境への影響J.東京都江戸川区総合区民 ホール

(東京都江戸川区).

Burton,ThomasandNakai,Katsuki(2001年 7月 18日) session1.EcologicalRolesofEcotoneinLake

WatershedEcosystems. Sht'ga-ML'chL'ganJoL'ntSymposium 2001"TowardSustaL-nab/eManagementof

Lake-Watershed Ecosystems"(UnL'versity o/ Sht'ga Prefectureand ConsortL'um of ML'chL'gan Pub/ic

Universt'ties). 滋賀県立大学 (滋賀県彦根市).【chairpersons]

中井 克樹 ･Khan,TariqA.･磯崎博司 (2001年 11月 13日) 総合討論 ｢淡水域の外来種対策の精微 に

向けて｣.弟 9 回世界瀞沼会議弟 4 分科会 ワークショップ r淡水域 における外来膚Fp7題 一解決へ

の道の り-J.大津プリンスホテルコンベ ンションホール淡海 (滋賀県大津市) [コーディネー

ター】

中井 克樹 (2001年 11月 23日) 総合討論 ｢今､緊急に何 をしなければならないか｣.生物多席任 JAPAN

r移入産 を考える ワークショップ 3-ニュージーラン ドに学ぶJ.千葉県立中央博物館 (千葉県千

葉市).[パネリス ト】

中井 克樹 (2002年 2月 10日) 生態セ ッシ ョン. B本月類学会平成 ]4年度大会.西宮市貝類館 (兵

庫県西宮市).[座長]

【研 究 プ ロジ ェク ト等 への参加 】

琵琶湖博物館共同研究 ｢滋賀県における陸産貝類の分布に関する研究｣研究代表者 い998-2002年度)

琵琶湖博物館共同研究 ｢ユーラシアにおける淡水棲貝類の生物地理に関する研究｣研究協力者 (1998-

2001年度)
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託琶湖博物館共同研究 ｢カワウに よる水城生態系か ら陸域生態系への物質移動 とその影響｣研 究協 力者

(1998年度～)

琵琶湖博物館専門研究 ｢琵琶湖等 における外来生物 に関する研究｣(1992年度-)

文部省科学研 究費創成的基礎研究 (新 プロジェク ト)｢地球環境撹乱下 における生物多様性 の保全及び

生命情報の維持管理 に関する総合的基礎研究｣湖沼研究班 (バ イカル湖)研究協力者 (1997-2001

年度)

東京大学海洋研究所外来研究員:研究課題 ｢日本の湖沼における外来魚 とその遊漁 に関する研究｣(2001

年度)

平成 13年度滋賀県立大学 ･試験研究機関連帯推進事業 (リサーチ コンプ レックス)研 究課題 ｢貢喜琶湖

集水域 の環境保全 と生物資源利用 のための 自然お よび農地生態系管理 システムの構築 に関する研

究｣:研究分担者 (2001年度)

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

日本生態学会 英文誌 ｢EcologicalResearch｣.[編集委員](2000年 7月-2003年 6月).

日本生態学会

日本生態学会

日本生態学会

日本生態学会

日本生態学会

日本魚類学会

日本魚類学会

日本貝類学会.

自然保護専 門委員会 外来種問題検討作業部会.[部会員](2001年 3月-)

ブラックバス問題要望書 アフターケア委員会.[委員](2001年 5月-).

自然保護専 門委員会.[委員](2002年 1月-).

近畿地区会 自然保護専門委員会.[委員](1998年-)

近畿地区委員会.[委員](2000年 1月-).

自然保護委員会.〔委員](2001年 2月-).

自然保護委員会 外来魚問題検討部会.[部会員](2001年 2月-).

[評議員](1999年 1月-2003年 1月).

応用生態工学研究会 ｢応用生態工学｣会誌編集委員会.[専門編集委員](2000年 4月-2002年 3月)

応用生態工学研究会 パー トナーシップ委員会.[委員](2001年 12月～).

日本 B]CER協議会 将来構想検討委員会.[幹事](1996年～).

阪神貝類談話会.[理事](2000年 1月～).

Shiga-MichiganJointSymposium 2001"TowardSustainableManagementofLake-WatershedEcosystems"～

学 プログラム委員会.[委員](2000年 4月-2001年 7月).

Shiga-MichiganJointSymposium 2001日TowardSustainableManagementofLake-WatershedEcosystems''琵

琶湖博物館エ クスカーシ ョン.[現地対応](2001年 7月 21日).

山口貝類同好会.[査読協力員](1996年～).

｢応用生態工学｣ (応用生態工学研究会).[投稿論文の査読 :1件](AdaptiveManagement)

｢EcologicalResearch｣ (日本生態学会).[投稿論文の責任編集 :2件 (うち 2件 は昨年度か らの継続)]

｢陸水学雑誌｣ (日本陸水学会).[投稿論文の査読 :1件]

｢AquaticEcosystemHealthandManagement｣ (FisheriesandOceansCanada)投稿論文の査読 :1件.

｢貝類学雑誌 venus｣(日本貝類学会).[投稿論文の査読 : l件ョ

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年度 滋賀医科大学.｢生物学特論 :ブラックバス問題 を考える｣.(1年生対象).[非常勤講師]

2001年 2月4日 東 レ専修学校.｢環境問題 に関わる学習｣.
滋賀県立大学大学院 環境科学研究科 修士課程 2年生 (中尾 博行 ･藤 田 建太郎).[副指導教官]

京都大学大学院 理学研究科大学 院生博士後期課程 1年生 (西 浩孝) 博士後期課程研 究 ｢ニ シキマイ

マイの生態 と形態変異に関する研究｣.[助言 と調査補助]

滋賀県立大学環境科学部 4年生 (金尾 滋史).[卒業研究に関する 助言]

京都大学大学院理学研究科博士後期課程 3年生 (米倉竜次),博士学位論文 ｢Adaptivephenotyperesponses

to new colonized environments:Field and experimentalevidence from introduced populationsof

bluegi山 .[審査]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】
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芹芦湖博物館の主#行事

2001年 8月 19日 観察会 ｢水辺の貝を調べてみよう｣.葦毛琶湖博物館 (松 田 征也 と共同).

2001年 8月25-26日 夏休み相談室.琵琶湖博物館.[講師 (貝類担当)]

2001年 9月 9日 ｢湖に潜 って生 き物 を調べる～なにをどうやって調べるのか｣.国際生物多様性観測

年記念 シンポジウム ｢淡水の生物多様性 をさぐる一琵琶湖で始 まる国際生物多様性観測-｣(西

太平洋アジア生物多様性研究 ネッ トワー ク 【DIWPA]･京都大学生態学研究 セ ンター ･滋賀県立

支琶湖博物館 ･地球環境関西 フォーラム).琵琶湖博物館.[講演]

2001年 10月 21日 琵琶湖の外来魚開溝 を考える.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :党琶湖博物

館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.【講義]

2001年 11月 4日 世界の古代湖 :バイカル湖,開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :重吉琶湖博物館研

究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

その他の好物G.超繍 ･Lg件等の行事

2001年 4月 7日 ｢湖の生態 と魚たち｣.野尻湖環境学習会 シンポジウム ｢野尻湖の魚を考える｣.信

濃町.信濃町公民館野尻湖支館.長野県信濃町.[講演]

2001年 5月 19日 ｢わが国の外来魚問題-とりわけブラックバス問題の実態 とその解決にむけて-｣.
徳島県 自然保護協会絵会 ･研修会.徳島県少年センター.徳島県徳島市.

2001年 6月 9日 ｢Theブラックバス :ブラックバスか ら人 と自然の在 り方を考える｣.名古屋大学名

大祭.名古屋大学.愛知県名古屋市.【講演]

200)年 6月 9日 ｢移入種か らふるさとの自然 を守る｣.平成 13年度第 1回自然 を守る研修会.(財)

埼玉県生態系保護協会総会 ･教育委貞会.大宮 ソニ ックシティビル.埼玉県 さいたま市.[講演]

2001年 6月 11日 カタツムリ探 しとその生態についての話.伊吹町立伊吹′ト学校環境学習 ｢伊吹山と

なか よく｣.伊吹小学校および薬師堂.滋賀県伊吹町.[授業]

2001年 6月 15日 ｢外来種による湖の生態系の変化 と環境保全｣.第 28回長野県環境科学研究発表会.

長野県生活環境部公害課 ･長野県環境科学技術者協議会.公立共済ホテル信濃路.長野県長野市.

[特別講演】

2001年 6月 17日 ｢ブラックバスについて考える !｣.加呂登池 自然 クラブ ･大泉緑地 自然観察会.大

泉緑地中央休憩所.大阪府堺市.[講演】

2001年 6月 30日 ｢研究者は何 をすべ きか- ブラックバス問題解決への道｣.日本魚類学会公開シンポ

ジウム ｢ブラックバス問題 を科学する- なにをいかに守るのか ?｣.日本魚類学会 自然保護委員

会.国立科学博物館分館.東京都新宿区.[講演]

2001年 8月 4日 平成 13年度第 2回自然観察会.(財)琵琶湖 ･淀川水質保全機構茸琶湖 ･淀川水質浄

化共同実験センター.滋賀県草津市.[講師](楠間 奏 ･井戸本 純一 と共同).

2001年 8月 12日 琵琶湖 を守ろうバス ･ギル駆除大会.夢 -舞めんと滋賀 ･湖国 21世紀記念事業 :港

賀県漁業協同組合青年会.守山漁港周辺.滋賀県守山市.[講師]

2001年 8月 22,29日 琵琶湖探究 ｢課題研究 :ブラックバス｣.滋賀県立石部高等学校夏季集中講譲.

琵琶湖博物館.[講師 ･実習指導】

2001年 9月 8日 ｢古代湖･琵琶湖の外来魚問題一琵琶湖だけではない緊急課題～｣.2001年度瀬田川 リ

バ プレ隊第 4 回活動 ･テーマ ｢葦毛琶湖の生態系｣.国土交通省茸琶湖工事事務所.滋賀県青年会

館.滋賀県大津市.[講師]

2001年 9月 23日 ｢党琶湖の適正利用のための意見｣.第 1回琵琶湖適正利用に関する公聴会.滋賀県.

彦根勤労福祉会館.滋賀県彦根市.[公述人意見】

2001年 10月 16日 釧路湿原湖沼群における生物多様性保全のための緊急調査セ ミナー.阿寒マ リモ 自

然誌研究会.達古武沼オー トキャンプ場.北海道釧路町.[講演 (日本の外来水生生物に関 して)]

2001年 10月 28日 第 2回西 ノ湖 自然観察会-水生生物編.東近江水環境 自治協議会.西 ノ湖および 滋

賀県厚生年金休暇センター.滋賀県近江八幡市.[講師 (観察会現場同行､資料分析､解説など)]

2001年 11月 24日 給合討論 ｢水際の対策 と侵入後の対策 ･緊急の課題｣.生物多様性 JAPAN ｢移入種

(外来種)問題 シンポジウム r外か らの脅威 11-移人種間題の対策 をニュージーラン ドか ら学ぶ｣,
千葉県立中央博物館.千葉県千葉市.[司会 :竹下 信雄氏 と共同]

2001年 11月25日 講演 ｢外来種問題 をめ ぐる意識の隔た りや誤解一解決に向けてのい くつかの試案-｣
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/パ ネルデ ィスカ ッシ ョン ｢移入種の問題 をどう考 えてい くべ きか｣.生物 多様性 JAPAN ｢移入

種 (外来種)問題 シンポジウム F外か らの脅威 tl卜 移人種間題 を議論する｣.琵琶湖博物館 .[パ

ネリス ト:saunders,Alan氏 ･草刈 秀紀氏 ･中野 真樹子氏 と共同]

2001年 11月 26日 第 1回吹田市水族園構想計画懇談会.吹 田市役所.大阪府吹田市.[講師 (博物館

建設､水族施設運営､外来魚問題､生物多様性 などの専門知識 に関連 して)]

2001年 11月 27日 ｢ブラックバスの琵琶湖の生態系への影響｣.平成 13年度近附連研究分科会理科中

高部会,琵琶湖博物館.[講師]

2001年 12月 1日 ｢淡水域 における外来生物問題 -ブラックバスを中心 に-｣.日本動物学会近畿地区

会 ･日本生態学会近畿地区会合同シンポジウム.奈良女子大学.奈良県奈良市.[講師]

2001年 12月 2日 ｢重吉琶湖の適正化 に向けたアプローチの仕方 と滋賀県に求め られる姿勢｣.第 2回茸

琶湖適正利用 に関する公聴会.滋賀県.米原中央公民館.滋賀県米原町.[公述人意見]

2002年 1月 20 日 ｢滋賀県/琵琶湖の淡水貝類の現状.｣ 生物多様性連続 シンポジウム ｢シジ ミシン

ポジウム :霞 ケ浦の シジ ミが外来 シジ ミにお きかわる ! 川底で起 こっている貝類の混乱｣.(社)

霞 ケ浦市民協会. 国民宿舎水郷.茨城県土浦市.[基調講演]

2002年 1月 27 日 ｢なぜ外来魚は駆除 されるのか.｣ 外来魚問題 を考えるシンポジウム.ほて じゃこ

トラス ト･琵琶湖博物館 うおの会 ･琵琶湖 を戻す会,琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[基調講演]

2002年 2月 2日 パ ネルディスカッシ ョン ｢重吉琶湖の湖底 は今｣.FLB びわ湖 自然環境 ネ ッ トワーク.

ビアザ淡海.滋賀県大津市.[パ ネラー]

2002年 2月 16 日 ブラックバス ･ブルーギル と水辺の生 き物の危機 について.高町池い きものゼ ミナ

ール.吹田市.西山田公民館.大阪府吹田市.[講師]

2002年 3月 17 日 ｢至を琶湖の淡水魚の現状｣ ｢ざっこ ･シンポジウム｣.秋田県淡水魚研究会_秋田

県生涯学習セ ンター.秋田県秋田市.[パネリス ト講演]

2002年 3月 21日 ｢博物館がで きることとは ?一研究者 ･行政 ･市民の接点 としての協働｣.神奈川県

立生命の星 ･地球博物館開館 7周年記念公開シンポジウム ｢蝕 まれるかながわの生物 !?-生物

多様性 を脅かす移人種問題 を考える｣.神奈川県立生命の星 ･地球博物館 .神奈川県′ト田原市.[講

演]

テレビ ･ラジオ等への出演 ･協力

2001年 4月 28日 信越放送 (ローカル)｢エ コロジー最前線 :野尻湖の魚 を考える-ブラックバス問題

一｣[シンポジウムにおける講演内容](4月 7日､長野県信濃町野尻湖で取材).

2001年 4月 29日 NHK 総合 (全国)｢さわやか 自然百景 :琵琶湖 春の水辺｣(3月中旬 -4月上旬取材

お よび助言 :楠岡 泰 ･亀田 佳代子 ･松 田 征也 と協 同 ;5月 5日教育テ レビ､BS-2/5月 6日､

5月 13日/ハイビジ ョンにて再放送).

2001年 5月 27日 信越放送 (ローカル)｢SBCニュースワイ ド:ブラックバス論争 …すみわけ日か =駆

除"か｣[シンポジウムにおける講演内容](4月 7日､長野県信濃町野尻湖で取材).

2001年 6月 10日 びわこ放送 (ローカル)｢サ ンデー llLが :負 けるな､責苦琶湖の魚たち｣[詫琶湖の

在来魚種の解説 と外来魚問題の紹介](2001年 6月 4日､取材)

2001年 7月 3日 NHK 総合 (関西 ローカル)｢おはよう関西 :ウナギで外来魚駆除｣[ブルーギルおよ

びウナギの水中映像提供】(7月 6日に中国 ･四国 ･九州地方各ローカル､7月 21日に全国)

2001年 7月 9日 KBS京都 テ レビ (ローカル)｢NEWS うしろの正面 :魚に異変 !?詫琶湖の水 は大丈

夫か｣ [湖底 にルアーが残存する問題 に関するコメン トおよびその状況の水中映像提供](6 月 28

日取材)

2001年 7月 18 日 エ フエムひらかた (ローカル)｢エ コライフスクエア :琵琶湖があぶない ??｣[湖

底にルアーが残存する問題 に関するコメン トなど](電話による生出演)

2001年 9月 2日 長野放送 (ローカル)｢環境特番｣(4月 7日取材).

2001年 10月 30日 毎 日放送テ レビ (ローカル)｢VOICE (毎 日放送ニュース):VOICE 特集(1)=ドブ

川Mに帰 って きた生 き物｣(10月 23日､兵庫県西宮市津門川で取材)

2001年 11月 10日 NHK 結合 (全国)｢週刊 こどもニュ-ス :キ ョー ミしん しん一日本の湖や沼が ちi:

っと変 ? !｣[日本お よび海外の湖沼環境 における外来生物問題 に関する解説 と助言](11月 1日

取材)
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2001年 11月 17日 毎 日放送 ラジオ(ローカル)｢鋭 ちゃんのあ さいちラジオ:ゲス トコーナーパー ト2中

井克樹 さん｣ [世界湖沼会議 の成果 と琵琶湖の現状 についてパ ーソナ リテ ィと対談](当 日､ス タ

ジオで生出演)

【情報整備活動】

岸芦湖博物膚の甘#髪膚活動

淡水魚動画映像資料 ｢よみが えれ !日本の淡水魚｣イ ポテは どこへ行 った｣･｢保護増殖 セ ンター｣ の企

画 ･監修 [前畑 改善 ･松 田 征也 と共同]

日本映像企画 より映像資料受け入れ.[秋山 廉光 と共同]

河端 政一 氏 (京都府京都市/元信州大学)遺族 より写真資料受け入れ.

他の博物館等の併存髪膚,･15動

インターネ ッ トペ ージ ｢滋賀県 インターネ ッ ト博覧会｣:ロール-プ レイイング-ゲーム ｢湖 と森の伝

説 (http://www.shiga-1npaku.com/game)｣ の ｢タンガニ イカ湖ステージ｣ に関す る情報 ･写真提供

お よび助言.

デジタルハ リウッ ド京都校 ｢環境 を意識 したバスフィッシング｣取材.

【資料整備活動】

岸ぎ湖好物虜の資料登q;'5動

世界の淡水貝類標本類の体系的収集.[松 田 征也 と共同]

陸産貝類 に関する標本資料の整備.

芥川 治氏 (京都府亀岡市在住) より, 日本産陸生貝類等の標本お よび文献資料の提供.

池辺 進一氏 (和歌山県和歌山市在住) より,東南アジア産淡水生月類の提供.

上島 励氏 (東京大学) より,琵琶湖産 カワニナ類 DNA冷凍標本の提供.

大谷 ジャーメン ウイリアム氏 (滋賀県水口町在住) よ り,宮古島産陸生貝類の提供.

【展示活動】

貢ぎm好物虜の展示;'5動

第 11回特別展示 ｢外来生物 つれてこられた生 き物 たち (仮称)｣(2003年 7月-11月):企画 ･製作.

【布谷 知夫 ･井戸本 純一 ･中島 経夫 と共同]

水族企画展 ｢滋賀のカメたち｣(2002年 3月 21日～5月 18日):ミシシ ッピーアカ ミミガメ個体の採取.

水族展示新規動画映像 コーナー ｢ボテは どこへ行 った｣･｢保護増殖セ ンター｣の制作 ･設置 [松田 征

也 ･前畑 政善 と共同]

【企画調整事業】

滋賀県博物館協議会 :広報委員.

館内人事､館外活動等に関すること

【海外渡航】

2001年 7月 4日-13日(職務専念義務の免除)symposium"EcologyandBehaviorofCichlidFishesofGreat

LakesofAfrica'-での発表お よびサ ンフィッシュ科魚類 に関する情報収集.The200lJointMeetingof

lchthyologistsandHerpetologists(8lstAnnualMeetingortheAmericanSocietyorlchthyologists&

Herpetologists/17th AnnualMeeting ortheAmerican Elasmobranch Society). ThePenn Sta一er

ConferenceCenterHotel(StateCoHege,Pennsylvania/7,i1)A%#&).

【館外の活動】

希少野生動植物種保存推進員 (1997年 6月 9日-;環境省)

自然環境保全基礎調査検討会:検討貞 (無脊椎動物分科会)(1996年度-;環境省)

琵琶湖 ･淀川水質浄化共同実験 セ ンター ｢多 自然型水路実験｣研究部会:検討委員 (1998年 9月-;(財)
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琵琶湖 ･淀川水系水質保全穫構)

利根川ヤマ トシジミ勉強会:委員 (1998年 1月-;建設省関東地方建設局利根川下流工事事務所)

河川水辺の国勢調査 スクリーニ ング委員会､底生動物ス クリーニ ング ･グループ:委員 (1999 年 2 月

-; [財] リバ-フロン ト整備セ ンター)

河川水辺の国勢調査 [ダム湖版]スクリーニ ング委員会､底生動物 スクリーニ ング･グループ:委員 (1999

年 10月-; [財] ダム水源地環境整備 セ ンター)

京都府 レッ ドデータ調査選定 ･評価委員会 陸淡水産貝類 ･甲殻類専門委員会:委員 (1999年 3月-2002

年 3月)

ISSG(=InvasiveSpeciesSpecialistGroup)orSSC(=SpecleSSurvIValCommisslOn):member (2001年 1月

-;IUCN【=TheWorldConservationUnion:世界 自然保護連合])

完琶湖生態系研究会:委員 (2001年 11月-;滋賀県)
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戸田 孝 TODA.Takashi 地球物理学 (理学博士)

主任学芸員 研究部湖沼研究系

(兼)事業部展示科

印刷物

【一般向けの著作】

戸 田 孝 (2001) ｢器 (うつわ)｣ としての琵琶湖.琵琶湖 百科編集委員会 (編).知 ってますか この

潮 を一びわ瀞 を語 る 50着.サ ンライズ出版,彦根.37-42.

戸 田 孝 (2001) 博物館イ ンターネ ッ ト発信の現状 と課題/研究最前線.内藤 又一郎 ･他 (編). うみ

ん ど (潜入).琵琶湖博物館,(20):6.

【電子媒体 による著作】

戸 田 孝 (2001) ｢リンクにつ いての考 え方｣公表 に至 る背景 につ いて:Academt'cReserach Guide.

http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/107.html.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

戸田 孝 ･大西 行雄 (2001年 11月 13-15 日) 住民参加型調査 と電子ネ ッ トワーク.第 9回世界湖

沼会議.滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会.大津プ リンスホテル (夫津市).

戸田 孝 ･板倉 安正 ･西村 泰彦 (2001年 11月 30 日)湖面水温 の常設観測 (I) 一琵琶湖赤野井湾で

の観測例. B本赤外虜学会第 11回研究発表会. 日本赤外線学会.中部大学技術文化専門学校 (名

古屋市).

戸田 孝 (2002年 2月 7日) 博物館の住民参加型活動 と情報 システム.デジタル ･エ コミュー ジアム ･

ワークショップ.京 (みや こ) のアジェンダ 21フォー ラム.キャンパスプラザ京都 (京都市).

戸 田 孝 (2002年 2月 14日) イ ンタ-ネ ッ トを使 った博物館活動.平成 13年度美術館等運 営研究 鯵

議会.文化庁 ･国立西洋美術館.国立西洋美術館 (東京都文京区).

石橋 忠信 ･小川 誠 ･鈴木 卓治 ･高見沢 明雄 ･戸田 孝 (2002年 3月 19 日) 博物館の情報 システ

ムの これか ら.農 5回 博物館 ･美術館 の倍額 シス テム に厨 する研究 会 一情報 シス テム の展示 に

お ける済用 とイ ンターネ ッ トとの連係 -.博物館ホームペー ジ推進研究 フォー ラム.大阪市立 自

然史博物館 (大阪市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共 同研究 ｢沿岸域モニタ リングのための常設型 リモー トセンシングの運営 に関す る基礎的

研究｣研究代表者

琵琶湖博物館共 同研究 ｢住民参加型手法 による琵琶湖地域の気象情報の地球物理学的知見 と民間伝承 と

の関連性 についての研究｣研究副代表者

琵琶湖博物館専門研究 ｢博物館事業 における水理学分野の位置付けに関する研究｣

湖国 21世紀記念事業 〔夢～舞めん と滋賀〕水 といのちの県民活動 ｢琵琶湖の風 を体験 しよ う｣

【大学での講蕪 ･実習､学生の指導など】

2001年 8月 2日 琵琶湖博物館博物館実習 ｢C展示室の概要｣.[講義 (現場説明を含む)]

2001年 11月 2日 全国理科教育セ ンタ-研究協議会物理部会 (第 39回)滋賀大会現地研修 ｢琵琶湖博

物館の湖沼物理分野展示一回転実験室を中心 として- ｣.[講義 (現場説明を含む)]

2001年度 滋賀大学教育学部卒業研究 ｢赤外線 リモー トセ ンシングによる湖況観測～北湖南域 と赤野井
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湾観測～｣(西村 泰彦).観測原理および解析手法に関す る一般論的指導 とデータ提供.

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸ぎ湖博物館の主催行事

2001年 7月 1日 電子情報ネ ッ トワークを利用 した博物館活動.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :

琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 8月 7日 回転実験室で水槽実験を !.観察会.琵琶湖博物館.草津市.[企画 ･実施]

2001年 9月 9日 湖沼物理現象の感覚的理解 を求めて.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖

博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

研修会 ･裾爵対応

2002年 2月 18日 琵琶湖博物館における GIS利用について. 日本国際地図学会参加者.琵琶湖博物館

常設展示室ほか.

テレビ ･ラジオ等への出演 ･協力

2001年 12月 28日 サイエンスチ ャネル.

【情報整備活動】

岸夢湖博物館の債務者膚,･.5動

琵琶湖博物館情報 システム:個人管理ページの運営.

琵琶湖博物館情報 システム:システムの運転管理 (unlXオペ レーションを要す る部分のみ).

琵琶湖博物館情報 システム:全館員向けメールメッセ-ジの館内公開.

琵琶湖博物館情報 システム:イ ンターネ ッ トペー ジの内容更新. リンク状況の検査､その他技術的な部

分の補助.

他の博物館等の停滞髪膚,活動

滋賀県博物館協議会イ ンターネ ッ トページ整備 に際 しての技術面の検討および リンク設定 に関する調整.

【展示活動】

岸ぎ湖博物館の展示;'5動

琵琶湖博物館常設展示 C展示室運営総括 (中川 元男 と共同).

琵琶湖博物館常設展示 C展示室:気象に関す る展示の更新および維持管理.

琵琶湖博物館常設展示 C展示室:水理 に関す る展示の更新および維持管理.

琵琶湖博物館常設展示室･LAN システムの調整および改善.
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松田 征也 MATSUDA,Masanarj 底生動物学

主任学芸員 研究部湖沼研究系

(兼)総務部企画調整科

印刷物

【専門分野の著作】

山根 猛 ･松田 征也 (2001) 漁業者の伝承 自然史的背景･月flj地球 号外 32 号.pp426-431.海洋出

版株式会社,東京.

松 田 征也 ･中井 克樹 (2001) 淡水貝の外来種.全国シジミ ･シンポジウム実行委員会 (編).第 j

回全国 シジミ ･シンポジウム in天盛 シンポジウム資料展,pp40-43.

森 幸一 ･中川 修 ･松 田 征也 (2002) ｢自然調査ゼミナール｣琵琶湖博物館に宿泊 して行 う自然観

察会.岸頻教 育,ll(2)‥105-110.

松田 征也 ･関 慎太郎 (2002) 滋賀県における外来水生生物の記録 一魚類 ･淡水生貝類 ･甲殻類 ･両

生類 ･柁虫類.ボテジャコ,魚類 白,#度研究会会務,(6)29-42.

松田 征也 (2002) 淡水貝の外来種.第 3回全国シジミ ･シンポジウム in天塩運営委員会 (編)㌧第 3

回全国 シジミ ･シンポジウム t'n天塵報告書,pp73-79.

【一般向けの著作】

松田 征也 (2001) 湖の貝を調べてみよう.屠ぎ瀞博物館 フィール ド欝賓会テキス ト pp6.

松田 征也 (2001) さか まきの貝/琵琶湖博物館収蔵品ギ ャラリー 私の逸品.内藤 又一郎 ･他 (編).

うみんど 〔潮人).琵琶湖博物館,(20):6.

松田 征也 (2001) イタセ ンパラ ･オヤニラミ/がんばれ湖国のサカナ.週flJ釣 りサンデ-,大阪.

松 EEl征也 (2001) カ ワヒガイ ･ビワヒガイ ･アブラヒガイ/がんばれ湖国のサカナ.週刊釣 りサ>デ

ー,大阪.

松田 征也 (2001) メダカ ･カワバタモロコ/がんばれ湖国のサカナ.週刊釣 りサンデー,大阪.

松田 征也 (2002) スゴモロコ ･デメモロコ/がんばれ湖国のサカナ.週flj釣 りサンデー,大阪.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

松田 征也 ･中井 克樹 (2001年 7月 21日) 淡水貝の外来種.第 3回全国 シジミ ･シンポジウム ]･n

天象 全国シジミ ･シンポジウム実行委員会.(北海道天塩町).

TIYamane･M･Matsuda･T･HiralShl(2001年 10月 1日～5日)lnnuenceofcurrentprorlleonthecapture

processofasetnet. B本水産学会創立 70周年記念 シンポジウム.社団法人 日本水産学会.パシ

フイココンベンションプラザ横浜 (横浜).

松田 征也 ･中川 修 ･森 幸一 (2001年 10月 13日～14日) 琵琶湖博物館における自然調査ゼ ミナー

ルの実施について.第 42回B本動物園水厳粛教育研究会.大阪市天王寺動植物公園 (大阪).

松田 征也 ･中井 克樹 ･内藤 又一郎 ･近藤 高貴 (2001年 11月 10 日) 滋賀県木之本町における希

少貝類の保全に向けた取 り組み.薪水月額研究会.大阪教育大学.

山根 猛 ･松田 征也 (2001年 11月 12-15日) 湖水の流動環境か らみたエ リでの漁獲変動について.

粛 9回世界湖沼会議.滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会.大津プリンスホテル (夫津市).

松田 征也 ･中井 克樹 (2001年 11月 12-15 日) 日本の淡水域に侵入 しつつある外来シジミ類 ･侵

入の背景 と今後の課題.第 9回世界瀞好会議.滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会.大津プ りン

スホテル (夫津市)
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松田 征也 ･中井 克樹 ･内藤 又一郎 ･近藤 高貴 (2002年 2月 7 日) 滋賀県木之本町における住民

参加による希少貝類の保護について.第 48回水族館技術者研究会.シーパル須磨 (須磨).

御薬袋 聡 ･岡田 隆 ･松田 征也 (2002年 2月 7日) 秋産卵型タナゴ (カネ ヒラ)の人工受精による

繁殖 と仔魚期短縮について.第 48回水族館技術者研究会.シーパル須磨 (須磨).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢東アジアにおける淡水棲貝類の生物地理に関する研究｣研究責任者

琵琶湖博物館共同研究 ｢堅田内湖における魚類の生態に関する研究｣研究分担者

琵琶湖博物館総合研究 ｢東アジアの中の琵琶湖,その成立 と人間生態系の比較研究｣研究協力者

琵琶湖博物館共同研究 ｢滋賀県における陸産貝頬の分布に関する研究｣研究協力者

琵琶湖博物館専門研究 ｢木之本町黒田における淡水貝類の生態学的研究｣

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年 8月 1日～12日 琵琶湖博物館実習,

2001年 9月 19日 琵琶湖の水生生物.同志社大学学際科 目講座.同志社大びわ こリトリー トセンター

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸ぎ湖博物虜の.主催行事

2001年 8月 19日 ｢湖辺の貝を調べてみよう !｣.フィール ド観察会.琵琶湖博物館 (中井克樹氏 と共

同分担).

2001年 10月 21 日 希少淡水貝類 と移入淡水貝類の現状.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶

湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2002年 3月 3日 水族館探検隊.博物館講座.琵琶湖博物館 (井戸本純一 ･前畑政善 ･秋山広光 ･桑原

雅之氏 らと共同分担).

研修会 ･裾鼻対応

2001年 4月 20日 水族の繁殖について.いしかわ動物園魚類担当山本邦彦氏.

2001年 4月 22日 日本のタナゴの現状 と飼育について.ぼて じゃこ トラス ト.

2001年 4月 23日 琵琶湖の貝について.琵琶セタシジミ祭 り.琵琶湖上インターラーケン船内.

2001年 5月 10日 希少貝 2種 と移入貝 2種の県内における分布について.理科教員支部長会.

2001年 6月 4日 魚類の繁殖法.大阪市水道記念館.横山達也氏

2001年 8月 9日 琵琶湖の貝を調べよう !.自然調査ゼミナール.滋賀県 中学校教育研究会理科部会.

2001年 9月 18日 魚の形態 と解剖について.滋賀大学附属中学校 ･選択理科体験学習.

2001年 9月 28日 魚類に親 しむ体験.教職経験者研修.

2001年 10月 16日 貝について調べてみよう.常盤小学校 5年 やってみタイム (総合的な学習の時間)

学習活動案.

2001年 12月 6 日 琵琶湖に棲む魚 と貝について.全国町村下水道推進協議会 ･滋賀県支部∴栗東市中央

公民館.

2001年 12月 15日 財団法人海洋博覧会記念公園管理財Efl.[視察対応]

2001年 12月 16日 岡山県矢掛町 ｢やかげポケ ット水族館｣.[視察対応]

2002年 1月 17日 滋賀県立甲西高等学校.｢講演 ･琵琶湖の固有種について｣

2002年 3月 27日 滋賀淡水貝類研究会 ｢第 1回研究会｣主催.琵琶湖博物館.

印RIJメディ7 (新願 ･藤吉 ･書籍等)への出演 ･協力

2001年 4月 1日 水族 トピック展 ｢レッドリス トの魚たち｣.産経新聞.

2001年 4月 9日 フナ類の産卵生態について.NHK.

2001年 4月 12日 ｢にっぽん美味礼賛｣.NHK,

2001年 4月 24日 水族 トピック展 ｢レッドリス トの魚たち｣.京都新聞.
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2001年 5月 13日 水族 トピック展 ｢レッ ドリス トの魚たち｣.滋賀民報.

2001年 6月 8E]カワシンジュガイについて.朝 日新聞旭川支局.

2002年 1月 5日 水族 トピック展示 ｢ワタカ (うまうお)｣.中 日新聞.

2002年 1月 31日 滋賀県広報番組 ｢いくよ ･くるよのお じゃま sHIGA'S｣.びわ こ放送.[水族資料の

入手について]

2002年 3月 21日 水族企画展 ｢滋賀のカメたち｣.産経新聞.

2002年 3月 21日 水族企画展 ｢滋賀のカメたち｣.毎 日新聞週刊情報誌あいあい AI滋賀.

2002年 3月 31日 水族企画展 ｢滋賀のカメたち｣.読売新聞.

【資料整備活動】

岸芦湖好物虜のjf料登m潜動

貝類標本 1161件収集

【展示活動】

岸芦湖博物館の展示,:5動

水族 トピック展 ｢レッ ドリス トの魚たち｣(2001年 3月 24日～5月 27日)水族企画展示室 [企画 ･実

施 ･運営](中井克樹氏 と共同分担)

水族企画展 ｢滋賀のカメたち｣(2002年 3月 21日～5月 19日)水族企画展治室 [企画 ･実施 ･運営]

水族展示室 ｢保護 と増殖｣プラズマディスプレイの設置 (2002年 3月 2日).[企画]

水族展示室 ｢古賀賞 ･繁殖賞｣プレー ト設置

水族展示室 ｢保護 と増殖｣コーナー放映ビデオ ｢保護 と増殖｣[企画 ･実施 ･監修]

水族展示室 ｢保護 と増殖｣コーナー放映ビデオ ｢ボテはどこへいった｣.[制作]

情報センタ-放映ビデオ ｢よみがえれ !日本の淡水魚｣.[制作]

他の博物膚等の展示;'5動

虹の森公園 おさかな館.企画展.

越前松島水族館 ｢日本産希少淡水魚展｣.春の特別展.

【研究部事業】

危険物倉庫の管理.[主担当]

研究調査船の管理.[副担当]

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

守山湖岸再生部会:委員 (1999年 3月 3日～;草津土木事務所)

木浜内湖再生部会:委員 (2000年～;草津土木事務所)

早崎干拓地内湖機能復元に伴 う地域振興懇談会:委員 (2002年 2月 1日～;滋賀県総合研究所)

(社) 日本動物園水族館協会,種保存委員会,希少淡水魚種別調整者 (アユモ ドキ ･イタセ ンパ ラ ･ホ ト

ケ ドジョウ)

(社) 日本動物園水族館協会,教育 ･普及事業推進委員会委員 (2000年 7月 25日～)
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牧野 久美 MA K INO.Kumi 民族学 (文学修士)

主任 学芸員 (兼)事業部交流センター

印刷物

【専門分野の著作】

Makino,K,& M･Tat]1gaWa(2002)ElnGevDatabase,Vers10n･2･ T/teJapalleSeArchaeologt'caIProjectillI/te

BL'blt'caZLand･ Kusatsu,Shiga,1452pp

【一般向けの著作】

牧野 久実 (2001) 明治初期の木造船の分布 と特徴.琵琶湖百科編集委員会 (編).一細ってますか この

潮 を-びわ潮 を語 る 50章.サ ンライズ出版,彦根.257-262.

牧野 久実 (2001) は しかけさんと中世なんで も探検隊/特集.内藤 又一郎 ･他 (編). うみん ど (潜

入).琵琶湖博物館,(21):4-5.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

牧野 久実 (2001年 7月 1日)ヘ レニズム時代のエ ンゲヴ.ヘ レニズム ･イス ラム研究会.ヘ レニズム ･

イス ラム研究会.金沢大学 (石川県金沢市).[発表]

牧野 久美 (2001年 10月 26日)エ ンゲヴ発掘調査の最近の成果よ り.屠ぎ潮博物館研究 セミナー.琵

琶湖博物館.琵琶湖博物館.[発表]

【研究プロジェク ト等への参加】

文部科学省科学研究費調査 ｢土壌 に含 まれる有機遺物の採集 ･分析法の開発 一低湿地追跡出土の動植物

遺体 -｣研究分担者

文部科学省科学研究費調査 ｢イス ラエル国ガ リラヤ湖周辺地域の宗教文化についての総合研究｣研究分

担者

大畠学術基金 ｢エ ンゲヴ遣物データベースの作成｣研究代表者

博物館事業に関する業績

【交流 ･サー ビス活動】

貢ぎ湖博物館の主催行事

2001年度 は しかけ制度.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担当]

2001年度 フィール ドレポ一夕-.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

2001年 6月 10日 琵琶湖の伝統的木造船について.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物

館研究最前線｣,琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 6月 16日 ｢中世の遊びを探検｣.琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.

琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[運営]

2001年 7月 7 日 ｢中世の七夕を探検 一中世のそ うめんをつ くってみよ う-｣.琵琶湖博物館は しかけ

事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[運営]

2001年 8月 25日 ｢中世庶民のお しゃれを探検 一藍染めをしてみよ う-｣.琵琶湖博物館は しかけ事業

｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.手織の里 ｢金剛苑｣.秦荘町.[運営]
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2001年 9月 1日 ｢中世のお しゃれを探検 -へそ くりをしてみよう-｣.琵琶湖博物館はしかけ事業 ｢近

江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[運営]

2001年 9月 29日 ｢中世庶民のお しゃれを探検 一草木染めをしてみよう-｣.琵琶湖博物館は しかけ事

業 ｢近江のEg 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[運営]

2001年 10月 27日 ｢中世庶民の食事を探検 -みそ うずをたべよう-｣,琵琶湖博物館はしかけ事業 ｢近

江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.煎賀県草津市.[運営]

2001年 11月 4日 はしかけ登録講座.琵琶湖博物館会議室.滋賀県草津市.[講師]

2001年 11月 24 El ｢展示物 をつ くろう 11藁細工講結成 1.一足半をつくって履いてみよう-｣.琵琶

湖博物館はしかけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[運営]

2001年 12月 15日 ｢展示物をつ くろう2-機織 り講結成 !-中世の反物を織ろう-｣.琵琶湖博物館

は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[運営]

2002年 2月 23日 ｢展示物をつ くろう4-藁細工講再び !一勧請縄をつ くろう-｣.琵琶湖博物館はし

かけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[運営]

2002年 3月 10日 は しかけ登録講座.琵琶湖博物館会議室.滋賀県草津市.[講師]

2001年 7月 3El質問コーナー.琵琶湖博物館図書情報利用室.滋賀県草津市.[担当]

2001年 12月 6日 質問コーナー.琵琶湖博物館図書情報利用室.滋賀県草津市.[担当]

2002年 2月 21E]質問コーナ-.琵琶湖博物館図書情報利用室.滋賀県草津市.[担当]

他の博物館.題&､Lg件等の主催行事

夏期集中講議 ｢琵琶湖探究｣.石部高校 3年.

2002年 2月 15日 琵琶湖 と丸子船.文理系セミナー.東宇治高校.

研q会 ･##対応

2001年 11月 16日 歴史街道推進協議会.琵琶湖の文化について.琵琶湖博物館セ ミナ一室

テレビ ･ラジオ等への出虜 ･滋カ

6月 6日 関西ウオーカー.丸子船.

7月 18日 中 日新聞.丸子船.

7月 29日 毎 日新聞.丸子船.

7月 30日 NHK.丸子船.

8月 2日 京都新聞 ･NHK.丸子船.

11月 8日 京都新聞.丸子船.

1月 31日 いくよくるよのびわ こ放送.はしかけ制度.

【展示活動】

岸芦湖 博物Gの展示;'5動

2001年度 2002年度企画展基本設計.【担当]

2001年 8月 30日 交流員新人研修.B展説明.琵琶湖博物館 B展示室.[担当]

2001年 11月 8日 モーニングレクチャー.琵琶湖の伝統的木造船.琵琶湖博物館 B展示室.[担当]

2001年 11月 9日 モーニングレクチャー.琵琶湖の伝統的木造船.琵琶湖博物館 B展示室.[担当]

2001年 11月 13日 モ-ニングレクチャー.琵琶湖の伝統的木造船,琵琶湖博物館 B展示室,[担当]

【企画押整事業】

2001年度.研究部業績集作成.[主担当]

館内人事､館外活動等に関すること

【海外渡航】

2001年 7月 16日～8月24日 イスラエル.科学研究費による調査.
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【館外の活動】

2001年度 国立民族学博物館 研究協力者

2001年 2月 21日 学芸員資格取得
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芦谷 美奈子 ASHIYA.Minako 水生植物学 (理学修士)

学芸員 研究部湖沼研究系

(兼)事業部情報センター

印刷物

【専門分野の著作】

芦谷 美奈子 (2001) 博物館 と学校 をリンクさせるプログラム～Museum-in-Progress～.月刊ミュゼ.

(50):4.

芦谷 美奈子 (2002) 事業の主旨- ｢よみがえれ !写真たち｣のね らい-.琵琶湖博物館 ｢親 しむ博

物館づ くり事業｣実行委員会 (編).文 部科学省# しむ博物館 ゴ <り委賭事巣 rよみがえれ /写

真た ちJ実鹿瀬告書 :1-4.

【一般向けの著作】

芦谷 美奈子 (2001) 水草 ･ヨシと人々の くらし.琵琶湖百科編集委員会 (蘇).知 ってますか この瀞

を-びわ瀞 を誇 る 50章.サンライズ出版,彦根.1231128.

芦谷 美奈子 (2001) はじめ′はみんな､わか らなかった ! ｢漁師修行の旅｣でみつけた こと.第 45回

プリマ-デス研究会 rわか らないこと ?さがそ J122世定 に向か う動物園 ･博物館 で-J報告書.

芦谷 美奈子 ･中川 修 (2002) ｢よみがえれ !写真たち｣ 一子 どもたちとともに調べて見 ませんか -

/フィール ドへ出よう !.内藤 又一郎 ･他 (蘇). うみんど (潜入).琵琶湖博物館,(21):7

芦谷 美奈子 ･中西 美智子 ･野 口 比佐江 (2002) 琵琶湖博物館の図書資料について.図書資料 1逐

次刊行物 (園内定期刊行物 ･大学刊行物).窟宮潮博物館資料 El顔第 8号.琵琶湖博物館 :3-5.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

芦谷 美奈子 (2001年 7月 5 日) ｢漁師修行の旅｣で試 したハンズ ･オン. シンポジウム ｢みんなの

ためのノ1ンズオン これか らの博物屠 J. 海の中道海洋生態科学館.ホテル海の中道アクアホール

(福岡県福岡市).

芦谷 美奈子 (2001年 7月 6日) シンポジウム rみんなのためのハ ンズオン これか らの博物館J. 海

の中道海洋生態科学館.ホテル海の中道アクアホール (福岡県福岡市).[パネルディスカ ッショ

ン]

芦谷 美奈子 (2001年 9月 21日) ｢ヨシ帯｣研究の可能性を再考する (文献 レビュー).屠gi御博物

屠研究 セミナ-.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).

芦谷 美奈子 (2002年 2月 16 日) 事例 4 ｢滋賀県立琵琶湖博物館｣および座談会.めざせ !ミュ-

ジアムのライブラリアンー学芸員や市民に価値 あるライブラリをめざして -. アー ト ･ドキュメ

ンテーション研究会第 36回研究会/記顔管厚学会第 88回Oy会.東京国立博物館資料館 (東京都

台東区).

芦谷 美奈子 (2002年 3月 16 日) 博物館における ｢教育｣についての-学芸員の私見.博物館 の学

びをつ <る 2001-博物館教 育と教 育者養成 に厨する園僚会議～. 日本大学文理学部 ･博物館教育

国際シンポジウム実行委員会. 日本大学文理学部 100周年記念講堂 (東京都世田谷区).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館専門研究 ｢イバラモの雌雄比および雌雄分布 とシュー ト成長に関する研究｣
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文部科 学省委 嘱事 業 親 しむ博物館 づ く り事業 ｢よみが えれ !写真 たち｣企画 開発委 員 ･実行委員会幹

事

【大学での講寿 ･実習､学生の指導など】

日本 ミュ- ジアム ･マネー ジメン ト学会近畿支部.[幹事 ]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

Hぎ湖博物虜の主催行事

2001年 6月 24日 田の草取 り.第 2回田んぼ体験教室.琵琶湖博物館.[講師]

2001年 7月 8日 ハ ンズオ ンでひろが る博物館.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館

研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 8月 12日 湖辺の水草 を しらべよ う.琵琶湖博物館 フィール ド観察会.琵琶湖博物館および周

辺の湖岸 .[講師]

2001年 10月 7日 琵琶湖 の水 草の多様性.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最

前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 10月 14日 菅 山寺のブナ林.琵琶湖博物館 フィール ド観察会.滋賀県余呉町.[補助]

2001年 11月 18日 ｢よみがえれ !写真たち｣発表交流会.文部科学省親 しむ博物館づ くり委嘱事業.

琵琶湖博物館.[企画運営]

2001年 11月 20日 第 33回琵琶湖博物館特別研究セ ミナー ｢進化す る博物館 一博物館 と学校 とのつな

が りを創 る-｣ (講師 :ペグ ･ケア ッチ).[コーデ ィネー ト ･進行]

2001年 12月 24日 みんなではなそ う !昔の こと.ギ ャラリー展 ｢写真のナゾとき大作戦 一子 どもによ

る地域調査 -｣交流会.琵琶湖博物館.[企画進行]

2002年 1月 22日 第 34回琵琶湖博物館特別研究セ ミナー ｢博物館体験 と人の記憶 ～人は博物館で何を

体 験す るのか～ ｣(講 師 :リン ･D･デ ィア-キ ング､嘉 田 由紀子).琵琶湖博物館 .[コーデ ィ

ネー ト ･進行 ]

他の博物館,超& ･団体等の主催行事

2001年 5月 13 日 湖東町ため池探険.湖東町.湖東町立西堀柴三郎記念館および周辺のため池 (滋賀

県湖東町).[講師]

2001年 7月 15 日 (水 草観察) 琵琶湖淀川水質保全機構実験 (BIYO)セ ンター観察会.琵琶湖淀川

水質保全機構主催 .琵琶湖淀川水質保全機構実験 (BrYO)セ ンター.滋賀県草津市.[講師]

2001年 9月 1日 かわ りゆ く湖水 , 自治労女性交流会.琵琶湖博物館 [講師]

2001年 9月 8日 湖底の藻の観察会.新旭町主催 .新旭水鳥セ ンター.滋賀県新旭町.[講師]

2001年 10月 15日 水 草につ いて調べよ う.草津市立常盤小学校 5年生総合的な学習.琵琶湖博物館.

[講師]

2002年 1月 27日 開館か ら 5年たった琵琶湖博物館 -理念 にどう近づ いたか～. 日本 ミュー ジアム ･

マネー ジメン ト学会 ミュー ジアム文化研 究部会 ･近畿支部 合 同研 究会 .琵琶湖 博物 館.[コーデ

ィネー ト]

2002年 2月 19日 米原町地蔵 川の水 草 とその調べ方 .坂 田郡教育研究会理科部会.琵琶湖博物館.[講

師]

印RJJメディア (新J野 ･ガ諾 ･書籍等)への出演 ･協力

2001年 4月 25日 ｢新 びわ こ宣言 2001湖沼会議へ (13)｣.毎 日新聞滋賀版.

2001年 5月 29日 ｢いまき らり｣.京都新 聞滋賀版 .

【情報整備活動】

ft=夢湖博物館の停#整備活動

図書資料.[収集整備 ･運営](中西美智子 と共 同),
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文献資料.[収集整備 ･運営](中西美智子 と共同).

イ ンターネ ッ ト質問対応.[主担 当]

【資料整備活動】

岸ぎ湖好物膚の資料髪膚活動

琵琶湖博物館資料 目録第 8号 ｢図書資料 1 逐次刊行物 (国内定期刊行物 ･大学刊行物)｣.[発行](中

西美智子､野 口比佐江､後藤嘉治子 と共同).

植物収蔵庫.[維持管理](布谷知夫､草加伸吾､桑垣瑞穂 と共 同).

【展示活動】

岸ぎ湖好物虜の展示活動
2001年 12月 4日～2002年 1月 6日 ギ ャラリー展｢写真のナゾとき大作戦 -子 どもによる地域調査 -｣.

[企画 ･運営]

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

木浜地区保全整備地域協議会 守山湖岸再生部会 委員 (2000年 4月～)

木浜地区保全整備地域協議会 木浜内湖再生部会 委員 (2000年 4月～)
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里口 保文 SATOGUCHt,Yasufumi 層序学 (理学博士)

学芸員 研究部湖沼研究系

(兼)事業部情報センター

印刷物

【学術論文】

加 三千宣 ･吉川 周作 ･里 口 保文 ･小倉 博之 (2001) 岐阜県谷汲村深坂湿原の最終氷期以降の珪藻

群集変化 と古環境変遷.地質学顔蕗,107. 日本地質学会.451-460･

【専門分野の著作】

里 口 保文 (2002)安心 院町森地域の地質層序 と火 山灰層.高橋 啓一 ･北林 栄一 (編).安心院動物

化石# 庶ぎ潮 博物館研究謂査#苦,(18):12-20.

里 口 保文 (2002) 昭島市の多摩川河床 に露 出する上総層群か ら発見されたアケボ ノゾウ足跡化石 と

その年代 ･古環境.多摩川足跡化石調査団,昭 島市教育委 員会 (編).東京都昭島 市の多摩JII河

床か ら産出 した アケポノゾウ足跡化石の発粛粛査#芳書,4-15.

【一般向けの著作】

里 口 保文 (2002)琵琶湖 は自然の 日記帳.琵琶湖百科編集委員会 (編).知 ってますか この櫛 を-びわ

潮 を語 る 50章.サ ンライズ出版,彦根.19-24.

里 口 保文 (2002) 虫生野火 山灰の軽石/私の逸品.内藤 又一郎 ･他 (編), うみん ど (瀞人)･琵琶湖

博物館,(22):5.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

里 口 保文 ･山川 千代美 ･此松 昌彦 (2001年 8月 2日) 滋賀県伊吹町寺林に分布す る山麓堆積物の

年代.2001年 B本第四,#学会大 会. 日本第四紀学会.鹿児島大学 (鹿児島県鹿児島軒)･

里 口 保文 (2001年 8月 17 日) 滋賀県伊吹町等林に分布す る山麓堆積物 とその年札 屠ぎ潮博物館

研究 セミナー.琵琶湖博物館.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市)･

山川 千代美 ･此松 昌彦 ･里 口 保文 ･八尋 克郎 ･石 田 志朗 (2001年 9月 21日)阿蘇 l火山灰直上

における伊吹山麓周辺の古環境復元.B本地質学会第 108年学術大 会. 日本地質学会.金沢大学

(石川県金沢市).

里 口 保文 (2001年 9月 22 日) 三浦層群安野層上部に挟在す る火山灰の広域対比の検討･ 日本地質

学会第 108年学術大 会. 日本地質学会.金沢大学 (石川県金沢市).

長橋 良隆 ･吉川 周作 ･里 口 保文 ･吉田 武義 (2001年 9月 22 日)本州 ･九州の後期 中新世 一更新世

テフラ層序に基づ く大規模火砕流噴火の頻度. B本腰質学会第 108 年学術大 会. 日本地質学会.

金沢大学 (石川県金沢市)

【研究プロジェク ト等への参加】

申請専門研究 ｢房総半島の魚羊新統三浦層群 を主軸 とした､本州 中央部の鮮新続 に挟在す る火 山灰の広域

対比｣研究代表者

琵琶湖博物館総合研究 ｢博物館資料の収集 ･整理 ･保管 と利用 に関す る研究 -琵琶湖地域にある試料の

利活用の方法論 -｣副代表者

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖周辺域における過去 1万年間の 自然環境 と人間活動の変遷｣研究分担者
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【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

日本第四紀学会.第四紀研究.[論文査読.2件]

地学団体研究会.地球科学.[論文査読.1件]

日本地質学会.[生涯教育委員会 委員]2002年 2月～2003年 10月.

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

窟ぎ湖博物館の主催行事

2001年 5月 27日 琵琶湖がとらえた過去の火山噴火.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博

物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 9月 30日 ｢化石の観察会｣.簡素会.三重県大山田村服部川河床.三重県大山田村.[副担当]

2002年 2月 24日 ｢花粉 ･火山灰の碗察｣.観察会.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担当 ･副担当〕

その他の博物館.超& ･団件等の行事

2001年 8月 22日 ･29日 石部高等学校.｢琵琶湖探求｣.夏期集中講義.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.

[講義 ･指導]

テレビ ･ラジオ等への出演 ･滋カ
2001年 10月 3日 笑福亭晃瓶のはっかほかラジオ.KBS京都ラジオ.2001年 10月 3日 [出演]

【情報整備活動】

岸夢湖博物館の膚#塵粛清動

2001年度 琵琶湖博物館インターネ ッ トペー ジの更新 ･管理.多数.[更新 ･管理 :主担当]

2001年度 琵琶湖博物館内学芸員個人ページの更新 ･管理.多数.[更新 ･管理 :主担当〕

2001年度 静止画貸 し出し.数件.[貸 し出し :主担当]

【資料整備活動】

窟芦潮博物館のjq料髪膚,活動
堆積物はぎ取 り標本整理.139件.整理.[主担当]

【展示活動】

窟ぎ潮好物Gの展示溝動

2001年 3月 A展示室岩石鉱物展示 :展示替え.A展示室 [副担当]
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中藤 容子 NAKATO.Yoko 民俗学 (文学博士)

学芸員 研究部湖沼研究系

(兼)事業部資料科

印刷物

【専門分野の著作】

中藤 容子 (2001) 地域食文化を支える淡水魚流通ネ ッ トワークの形成過程 一輪 中地帯 におけるナマ

ズを中心 として1.宮本真二 (編).産ぎ瀞博物館 5周年記念企画展 農 9回企画展 『磨 -魚がむ

すぶ窟琶潮 と田んぼ』展示解説を pp145-153.

【一般向けの著作】

中藤 容子 (編著) (2001) 第 2回琵琶湖 博物館民俗資料展 r米 をつ<る道具 一着 ･夏腐 - J展示解

説 リーフレット p4.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

中藤 容子 (2001年 5月 25 日) 環境改変に伴 う淡水魚流通ネ ットワークの形成過程 一輪中地帯にお

けるナマズを中心 として-.第 6回窟晋瀞博物館地域社会研究会.琵琶湖博物館.

中藤 容子 (2001年 6月 9日) 輪中地帯におけるナマズ食 とその変化.窟青潮博物館 5周年記念企画

展常連行事 ｢ナマズ学ス門パー ト2J. 琵琶湖博物館.

中藤 容子 (2001年 8月 25日)水郷地帯における淡水魚食の維持基盤 とその変化一木曽三川合流部 と

霞ケ浦周辺でのナマズに着 目して-.第 7回雷管潮博物館磯城社会研究会.琵琶湖博物館.

中藤 容子 (2001年 11月 11日)水郷地帯における淡水魚食の維持基盤 とその変化-木曽三川合流部､

輪中地域のナマズを中心 として-.2001年度^文地理学会大会一腰研究発表.神戸大学.

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館専門研究 ｢琵琶湖水系における伝統的資源利用とその変化｣

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】
2001年 8月 6日 民俗資料の整理方法.琵琶湖博物館博物館実習.(国分政子 と共同).

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸ぎ潮博物虜の主催行事

2001年 6月 17日 漁具 ･漁法か ら探る水辺の生き物 と人々の関わ り.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と

人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.[講義]

2002年 1月 26日 民俗収蔵庫探検.博物館観察会および見学会.琵琶湖博物館.(橋本道範 と共同)･

研修会 ･裾寮対応

2001年 7月 26日 ワークブ ック作成委員.B展示室案内.

2001年 中国湖南省.展示室案内.

2001年 9月 12日 岐阜県.館内視察案内.

2002年 3月 20日 広島市交通科学館.館内視察案内.
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2002年 3月 27日 土浦市立博物館.館内視察案内.

2002年 3月 27日 葛飾 区郷土 と天文の博物館.館内視察案内.

【情報整備活動】

窟芦湖博物虜の拝辞登膚;'5動
琵琶湖博物館民俗資料 :収蔵資料データベース書式作成 とデータ入力.(国分政子 と共 同).

【資料整備活動】

岸夢湖好物膚の資料亜併;'5動

琵琶湖博物館民俗資料 :保存処理､整理 ･登録作業 (用田政晴 ･牧野久美 ･国分政子 と共同).

琵琶湖博物館民俗資料 :新規収集.

琵琶湖博物館民俗資料 :資料貸出.

民俗収蔵庫維持管理業務.【主担当】

環境収蔵庫維持管理業務.【副担当】

資料科 収蔵庫担当者会議担当 ･煉蒸担当 ･資料 目録担当 (資料 目録 6-8号刊行).

【展示活動】

岸芦湖博物館の展示,･'5動
2001年 7月 20日～11月 25日.琵琶湖博物館 5周年記念企画展 第 9回企画展 『飴 一魚がむすぶ琵琶潤

と田んぼ』.【副担当】

2000年 1月 26日～3月 15日.ギ ャラリー展 第 2回琵琶湖博物館民俗資料展 ｢米をつ くる道具 一春 ･夏

編 -｣ (用田政晴､牧野久実､図分政子 と共同).

常設展示B展示室 ｢湖 に生きる人々｣コーナー展示更新.

他の好物G等の展示,I.5動

平田町教育委員会 (岐阜県海津郡)主催 ｢ナマズ展 (仮称)｣展示協 力.

-441



芳賀 裕樹 HAGA.Hiroki 陸水化学 (理学博士)

学芸技師 研究部湖沼研究系

(兼)事業部交流センター

印刷物

【一般向けの著作】

芳賀 裕樹 ･大久保 卓也 (2001) 琵琶湖のモデルは赤野井湾.琵琶湖百科編集委員会 (編)･知 って

ますか この潮 を-びわ瀞 を語る 50着.サ ンライズ出版,彦根.135-140･

芳賀 裕樹 (2001)高度成長前か ら透明度低下.雷管耕 博物館庶上講座 r潮 と人FB7J2･読売新臥 4

月 11日 (夕刊)サイエンス欄.読売新聞大阪本社,大阪一

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

芳賀 裕樹 ･大塚 泰介 (2001年 10月 8日) 滋賀県水試のデータに見る琵琶湖北湖の透明度の 80年

の変化.第 66回B本俸水学会. 日本陸水学会.東北大学 (仙台市)･

樫井 秀明 ･中里 亮治 ･中井 克樹 ･芳賀 裕樹 (2001年 10月 8日) 琵琶湖赤野井湾水草帯に生息す

るユス リカ群集に対する魚類の捕食について (1)ユスリカ組成 と現存量.第 66回B本座水学会･

日本陸水学会.東北大学 (仙台市).

中里 亮治 ･樫井 秀明 ･芳賀 裕樹 (2001年 10月 8日) 琵琶湖赤野井湾水草帯に生息するユス リカ

群集に対する魚類の捕食について (2)魚類組成とその食性.第 66 回B本屡水学会･ 日本陸水学

会.東北大学 (仙台市).

辻彰洋 ･舘和展 ･大塚 泰介 ･芳賀 裕樹 (2001年 10月 9日) 琵琶湖南湖における植物プランク トン

の分布について.第 66回B本摩水学会. 日本陸水学会.東北大学 (仙台市).

芳賀 裕樹 ･大塚 泰介 ･辻 彰洋 ･中里 亮治 ･楠岡 泰 (2001年 11月 13日) 琵琶湖南湖の沈水植物

の動向 と､その増加による影響の予AEJ.第 9 回世界瀞沼会議.滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員

会.大津プ リンスホテル (大津市).

楠岡 泰 ･芳賀 裕樹 (2001年 11月 14日) ヨシ茎上の付着動物の個体数動態 と渡過速度の推定･第 9

回世界湖沼会議.滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会.大津プリンスホテル (夫津市)･

桑原 雅之 ･楠岡 泰 ･ 桑村 邦彦 ･芳賀 裕樹 (2001年 11月 15日) 地域の人々に身近な環境に目を

向けてもらうための新たな試み :琵琶湖博物館 フィール ドレポーター制度･第 9回世界湖沼会議･

滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会.大津プリンスホテル (大津市)i

芳賀 裕樹 (2001年 8月 18 日) 琵琶湖南湖の水草の増加について･ 日本生腰学会近畿支部会･ 日本

生態学会近畿支部会.琵琶湖研究所 (大津市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖南湖の富栄養化過程の解明｣研究代表者

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

日本陸水学会.陸水学雑誌.[査読 1件]

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年 5月～2002年 3月 琵琶湖南湖の沈水植物帯における溶存酸素 ･栄養塩の観測･馬場浩一 (近畿

大学).[卒業研究指導]

2001年 5月～2002年 3月 琵琶湖南潤沈水植物帯におけるミジンコの分れ 沼畑里美 (近畿大学上 [卒
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業研究指導]

2001年 5月～2002年 3月 タナゴが水質に及ぼす影響の研究.池谷孝男 (近畿大学).[卒業研究指導]

2001年 5月～2002年 3月 魚群探知機を用いた琵琶湖南湖における沈水植物の現存量の推定.桑原特典

(近畿大学).[卒業研究指導]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サ ー ビス 活動 】

岸芦湖博物館の主催行事

2001年度 フィール ドレポーター.琵琶湖博物館.草津市.[副担当]

2001年度 ヘチマクラブ (へちまたわ しに関する調査).フィール ドレポーター.琵琶湖博物館.草津

市.[主宰]

2001年度 体験学習の 日.[主担当]

2001年度 はしかけ.[副担当]

2001年度 はしかけ.[｢体験学習の 日｣グループ担当]

2001年度 体験学習の 日.[グル-プ担当]

2001年 7月 15日 琵琶湖の魚は何を食べているか.簡察会.琵琶湖博物館実習室 1.革津市.[運営]

2001年 6月 3日 田んぼのプランク トン観察会.観察会.琵琶湖博物館実習室 1.草津市.[運営]

2001年 4月 14日 ･23日 春を感 じてみよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 5月 12日 ･26日 琵琶湖のプランク トンを観察 しよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.革津市.

[運営]

2001年 6月 9日 ･23日 投網を打ってみよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 7月 14日 植物標本の作 り方.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 7月 28日 昆虫標本の作 り方.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 9月 8日 ･22日 ワラ縄をなってみよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.革津市.[運営]

2001年 9月 9日 琵琶湖の透明度 にまつわる話.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :ー琵琶湖博物館

研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 10月 13日 ･27日 ヨシ紙を作ってみよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.革津市.[運営]

2001年 11月 10日 ･24日 木の実で遊ぼう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 12月 22日 注連縄を作ってみよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2002年 1月 12日 ･26日 化石のレプリカづくり.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2002年 2月 9日 わ ら細工をやってみよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 2月 23日 足半を作ってみよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.革津市.[運営]

2002年 3月 9日 ･23日 ヨシ笛を作ってみよう.体験学習の 日.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 7月 1日 は しかけ登録講座.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 5月 26日 は しかけ ｢投網組｣講習会.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 6月 9日 は しかけ ｢投網組 ｣講習会.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 6月 23日 は しかけ ｢投網組｣講習会.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 7月 8日 は しかけ ｢投網組｣講習会.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 7月 1日 は しかけ ｢わ ら細工講習会｣.琵琶湖博物館.革津市.[運営]

2001年 9月 2日 は しかけ ｢わ ら細工講習会｣.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 11月 3日 はしかけ ｢わ ら細工講習会 ｣ .琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 12月 2日 はしかけ ｢わ ら細工講習会｣.琵琶湖博物館.革津市.[運営]

2002年 3月 17日 はしかけ交流会.琵琶湖博物館.革津市.[運営]

2001年 8月 12 日 ヘチマを食べてみよう :フィール ドレポーター交流会.フィール ドレポーター.琵

琶湖博物館.草津市.[運営]

2001年 12月 16日.ヘチマたわ しで洗ってみよう :フィール ドレポーター交流会.フィール ドレポー

ター.琵琶湖博物館.草津市.[運営]

2002年 3月 17日 身近な鳥の調査 :フイ-ル ドレポーター交流会.フィール ドレポーター,琵琶湖博

物館.草津市.[運営〕

-46-



その他の博物屠､凝滞 ･団体等の行事

2001年 11月 27E] 琵琶湖の環境問題 と滋賀県の取 り組みについて.近畿地 区高等学校通信制教育研究

会家庭部会.近畿地 区高等学校通信制教育研究会家庭部会.琵琶湖博物館,草津市.[講師]

2001年 8月 24日 実習 ｢琵琶湖探求｣.石部高等学校.琵琶湖博物館.革津市.[実習 ･講師]

2001年 7月 19日 琵琶湖の水 につ いて.草津市立草津公民館.女性学級.草津公民館.草津市.[講師]

研修会 ･#鼻対応

2001年 11月 17日 下水道な どと琵琶湖の環境に関す る研修.JICA研修 生.JICA研修 ｢集合処理 と個

別処理 による生活排水処理｣コース.[講師]

2002年 3月 5日 サ ンプ リング実習.湖沼水質保全研修.ILEC/JICA.琵琶湖 (セ ミナー船)/琵琶湖博

物館.草津市.[講師]

テレビ ･ラジオ等への出演 ･協力

2001年 11月 14日 湖沼会議発表 について.共同通信社.2001年 11月 6日.[取材]

2001年 12月 28日 KBS京都 .2001年 12月 28日.[ラジオ出演].

印BIJメディ7 (新H･#蕗 ･書方等) への出演 ･応力

2001年 平野小学校のヘチマ調査 について.朝 日新聞.2001年 11月 14日.[取材]
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亀田 佳代子 KAMEDA,KayOko

学芸技師 研究部湖沼研究系

(兼)総務部企画調整課

印刷物

【学術論文】

HobaraS.,OsonoT.,KobaK.,TokuchiN.,FujiwaraS.,andKamedaK.(2001) ForestmoorqualityandN

transformat10nSin atemperateforestaffectedbyavian-derivedN deposition. Wafer,Air,andSot'l

Pollution130. 679-684.

【専門分野の著作】

亀田 佳代子 (2001) 動物 を介 した生態系間の物質輸送.化学と生物 39.日本農芸化学会.245-251.

【一般向けの著作】

亀田 佳代子 (2001)鳥を通 してつながる世界.琵琶湖百科編集委員会 (編).男7ってますか この潜 を-

びわ瀞 を諮 る 50章.サンライズ出版,彦根.79-84.

亀田 佳代子 (2001) 水か ら陸 運搬担 うカワウ.雷管潮博物館腰上講座 rj卿と人GL'7J 3.読売新聞.4

月 18日 (夕刊)サイエンス欄.読売新聞大阪本社,大阪.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

亀田 佳代子 (2001年 10月 5 日) 生態系におけるカワウの役割 :物質輸送経路の解明とカワウの食

性.B本′烏学会 2001年度大会自由東会. 日本鳥学会.京都大学 (京都府京都市).

藤原 里美 ･高柳 敦 ･亀田 佳代子 (2001年 10月 7 日) カワウのコロニーにおけるヒノキ林分の衰

退速度. B本属学会 2001年度大会. 日本鳥学会.京都大学 (京都府京都市).

亀田 佳代子 (2001年 11月 14 日) 琵琶湖のカワウがもつ多様な役割 :湖､森､そ して人とのつなが

り.第 9回世界湖沼会議.第 9回世界湖沼会議実行委員会.大津プリンスホテル (夫津市).

保原 達 ･大圏 享司 ･藤原 里美 ･亀田 佳代子 (2002年 3月 26日) 水域EEl来の N ･Pが森林生態系

に与える生物地球化学的影響.B本生腰学会第 49 回大 会. 日本生態学会.東北大学 (宮城県仙

台市).

亀田 佳代子 ･川村 め ぐみ (2002年 3月 29日) カワウの採食行動によって形成される物質輸送経路

一琵琶湖地域におけるカ ワウの胃内容物分析か らの考察1.8本生腰学会第 49 回大 会. 日本生

態学会.東北大学 (宮城県仙台市).

亀田 佳代子 (2001年 6月 24日) カワウによる水域生態系か ら陸域生態系への物質輸送 とその影響 :

カワウを介 した物質循環経路 と研究成果の概要 1 2001 年度窟ぎ瀞博物館糸合研究 ･共同研究#

昏会.琵琶湖博物館.琵琶湖博物館 (草津市).

亀田 佳代子 (2001年 8月 11日) カワウの食性 と採食場所利用 一安定同位体比分析の結果を中心に

-.水辺の烏研究会.京都大学 (京都府京都市).

亀田 佳代子 (2001年 9月 21 日) 琵琶湖 とその周辺河川におけるカワウの食性比較.琵琶瀞博物館

研究 セミナー.琵琶湖博物館.琵琶湖博物館 (革津市).

亀田 佳代子 (2001年 10月 4 日) カワウによる水域か ら陸域への物質移動 とその影響.東大潜洋研

究所共 同fIJ用 シンポジウム r森 と港の荷互件用J. 向井宏 (北海道大学北方生物圏フィール ド科

学セ ンター厚岸臨海実験所).東京大学海洋研究所 (東京都中野区).

石田 朗 ･亀田 佳代子 (2001年 9月 2 日) ヨー ロッパにおけるカワウの生息状況 とカワウ問題への

取組み.カ ワウの研究集会 -カワウと人 との共存の現状 と課題 -. (財 )日本野鳥 の会研究 セン
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クー.(財) 日本野鳥の会研究セ ンタ- (東京都 日野市).

亀田 佳代子 (2001年 10月 5日) カワウを通 じて野生動物 と人 との共存の道 を探 る (その 4)｢関西

におけるカ ワウ問題 とカ ワウ研究の面 白さ｣. B本.烏学会 2001年度大 会自由集会. 日本鳥学会.

京都大学 (京都府京都市).[企画 ･運営]

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢｢カ ワウ問題｣解決 に向けての生態学的アプローチ｣研究代表者 (2001年 4月

～2004年 3月)

琵琶湖博物館総合研究 ｢琵琶湖沿岸帯の生物群集における生物 間相互作用に関す る研究｣研究副代表者

(2001年 4月～2008年 3月)

琵琶湖博物館専門研究｢水域 一陸域間の相互作用における鳥類の役割に関す る研究｣(2001年 4月～2004

年 3月)

トヨタ先端科学技術研究助成プログラム｢｢カ ワウ問題｣における IntegratedEcologicalEconomlCModellng

構築の試み｣研究代表者 (2001年 4月～2002年 3月)

日本学術振興会未来 開拓学術研究推進事業 ｢アジア地域の環境保全 地球環境情報収集 の方法の確立｣

研究協力者 (1999年 6月～2002年 3月)

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

2000年 1月～2003年 12月 日本鳥学会ホームペー ジ委員会 [委員]

2000年 9月～2003年 12月 日本鳥学会企画委員会 [委員]

2001年 3月～2001年 10月 日本鳥学会大会運営委員会 [委員]

日本生態学会.EcologicalResearch.[投稿論文の査読. l件ョ

【大学での講寿 ･実習､学生の指導など】
2001年 4月～2002年 3月 琵琶湖 におけるカ ワウの食性 に関す る研究.近畿大学農学部水産学科 4回生.

[卒業論文指導]

2001年 7月～2003年 3月 コンジョイン ト分析による ●̀カワウ問題"に対す る価値関係認識の定量評価.

京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻修士 1回生.[修士論文ア ドバイザー]

2001年度後期 生物社会共生論.滋賀県立大学大学院.[非常勤講師】

博物館事業に関する業績

【交流 ･サー ビス活動】

貢ぎ湖博物館の主催行事

2001年 10月 21日 琵琶湖のカワウがにな う役割 -湖 と森､そ して人とのつなが り-.開館 5周年記念 連

続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 9月～2002年 3月 ｢身近な鳥 を調べてみよ う｣.フィール ドレポーター.琵琶湖博物館.滋賀

県.[調査指導]

その他の博物館､超& ･団体等の行事

2002年 2月 17 日 滋賀野鳥懇談会.琵琶湖のカワウの食性解析.第 3回位賀野鳥懇談会.琵琶湖博物

館.滋賀県草津市.[講演]

2002年 2月 17 日 滋賀野鳥懇談会.第 3回滋賀野鳥懇談会.琵琶湖博物館.滋賀県草津市 [運営 ･進

行]

2002年 3月 10日 大阪鳥類研究ゲル-プ. ｢琵琶湖のカ ワウがにな う役割 一湖 と森､そ して人とのつな

が り- ｣.大阪鳥類研究グループ総会.大阪市立 自然史博物館,大阪府大阪市.[講演]

テレビ ･ラジオ等への出演 ･協力

2001年 12月 25日 ｢ニュースかんさい発｣.NHK.2001年 12月 10日.湖南省技術研修生の取材.
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印BIjメディ7 (新邸 ･藤吉 .書籍等)等への出虜 ･協力

2001年 12月 24日 毎 日新聞科学欄.毎 日新聞.2001年 12月 14日.琵琶湖および海外のカ ワウの現状

についての情報提供.

【展示活動】

fEg湖博物Gの展示;'5動

2001年 12月 14日 ･18･19日 展示交流員.[モーニ ング レクチ ャー]
2001年 1月～3月 展示交流員 と話そ う.[内容指導]6名.

【企画調整事業】

2000年 8月 5日 2001年度博物館実習.来館者反応調査.

2001年 8月 1日～8日 2001年度博物館実習.[主担当]

出版物 に関する全体調整.[主担当]

2001年 9月～2002年 3月 湖南省技術研修 生受入れ.[主担 当]

【博物館研究部に関する業績】

研究計画の策定 と調整.[副担当]

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

1997年 4月 1日～ 京都大学生態学研究セ ンター 協力研究員

1998年 6月 26日～2001年 5月 31日 京都放送番組審議会 委員

2000年 12月 22日～2002年 3月 31日 環境省 カワウ保護管理方策検討調査 ワーキンググループ 委員

2001年 5月 15日～2002年 3月 31日 兵庫県伊丹市 昆陽池カ ワウ調査指導員 指導員

2001年 7月 17日～2003年 6月 23日 滋賀県大津市 大津市環境影響評価専門委員会 委員

2001年 10月 1日～2002年 3月 31日 滋賀県立大学大学院 非常勤講師

2002年 2月 15日～2005年 2月 14日 滋賀県環境影響評価審査会 委員
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高橋 啓一 TAKAHASHl,Keiichi 舌脊椎動物学 (歯学博士)

専門学芸員 研究部集水域研究系

(兼)総務部企画調整課長

印刷物

【学術論文】

岡村 喜明 ･安野 敏勝 ･高橋 啓一 (2001) Ⅳ足跡化石.膚井原超藤村 の膚乳類足跡化石,16-401

松井 正文 ･北林 栄一 ･高橋 啓一 ･佐藤 真一 (2001) 鮮新統 ･津房川層か らの大サンショウウオ化

石.産琶瀞博物館研究謂査布告 18,72-78.

高橋 啓一 ･北林 栄一 (2001) 大分県安心院町森か ら産 出したゾウ化石およびその他の嘱乳類化石.

窟冒潮博物館研究粛査#告 18,126-163.

高橋 啓一 (2001) 津房川層の環境 と安心院動物化石群の意義.琵琶湖博物館研究謂査報告 18,1881

193.

【専門分野の著作】

高橋 啓一 (2001) ゾウ類の化石か らさぐるコイ科魚類のきた道.月刊地球 23,6,393-3991

高橋 啓一 (2001) 地域の人たちと共に調べる古琵琶湖層群の足跡化石･地学教育と斜単産軌 36,7-12･

高橋 啓一 (2001) 博物館紹介 ｢滋賀県立琵琶湖博物館｣. 日本地質学会 News,4,3,8-9･

高橋 啓一 (2001) 書評 :｢石になった足跡-へ こみの正体 をあぱく-｣･日本地質学会 News,4,3,

1ト12.

高橋 啓一 (2001) 琵琶湖博物館の 4周年記念事業｣.全科協ニュ-メ,31,5,6-7･

高橋 啓一 (2001) 琵琶湖博物館の創設か ら現在までの活動について･平成 13年度囲LLJ虞 博物館協議

会研修会報告書,2-10.

高橋 啓一 (2001) 滋賀県立琵琶湖博物館の事例発表<質疑応答>･平成 13年度周LLI頗 博物館協議会

研修会#芳書,1ト21.

【一般向けの著作】

高橋 啓一 (2001) 化石が語 る東アジアの中の琵琶も臥 琵琶湖百科編集員会 (編)･知 ってますか この

潮 を-びわ潮を語る 50着.サンライズ出版,彦根.25-30.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

Takahashl,K.,Chang,C.andChen,Y.(2001年 10月 16-20日) proboscldeanfossllsfromJapanandTalWan

lSlandsattheeastmarglnOftheAsianContltlent･1StInternal"natCongressTheWorldofElephants

(Roma,Italy).

高橋 啓一 (2001年 11月 13日) ｢琵琶湖の保全 と利用に関するアンケ- ト調査｣結果について･第

9 回世界瀞沼会議 琵琶湖セ ッション.滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会･大津プ リンスホテル

(夫津市).

高橋 啓一 ･張 鈎和 ･関 鍵 (2002年 1月 27 日) 後期更新世末に中国東部か ら台湾海峡に分布 して

いた大型長鼻類化石 とその動物相について.B本古生物学全篇 751回鍬会･鹿児島大学 (鹿児島

県).
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【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館総合研究 ｢東アジアの中の琵琶湖,その成立 と人間生態系の比較研究｣研究分担者

琵琶湖博物館共 同研究 ｢島の動物相の成立過程 一古琵琶湖時代の動物相の特殊性解明にむけて 一｣研究

代表者

琵琶湖博物館専門研究 ｢大分県安心院盆地か ら産出した鮮新世の脊椎動物化石｣

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

第 9回世界湖沼会議第 4部会.[委員]

第 9回世界湖沼会議.[琵琶湖セ ッション委員]

第 9回世界湖沼会議第 4分科会 (4-D).[座長]

地学団体研究会京都支部例会.[世話人]

日本第四紀学会.[編集委員]

化石研究会.[評議員]

全国科学博物館協議会ニュース編集委員.[委員]

第 9回世界湖沼会議第 4部会.投稿論文.[査読]

地球科学.[査読 1件]

第四紀研究.[査読 l件]

【受賞など】

2002年 3月 3日 地学団体研究会京都支部研究奨励賞

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

窟夢湖好物Mの主催行事

2001年 5月 27日 太古のほとりにいた獣たち.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研

究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 9月 30日 ｢古琵琶湖の化石の採集会｣.フィール ド観察会.三重県阿山郡大山田村.[案内]

その他の好物虜､題# ･団件等の行事

2001年 8月 21･22 ･29日 夏季集中講義 ｢琵琶湖探求｣.滋賀県立石山高校.[学習支援]

2001年 10月 1日 平成 13年度岡山県博物館協議会研修会 (岡山県岡山いこいの村).[講師]

研q会 ･##対応

2001年 5月 13日 視察対応.科学と社会を考える土曜講座 ･科学館プロジェク ト

2001年 9月 29日 湖南振興局一般研修.

2001年 12月 12日 視察対応.秋田県立博物館.

2002年 1月 24日 視察対応.岐阜県議会地域県民委員会の行政視察.

2002年 2月 2日 視察対応.御所浦町博物館基本構想計画検討委員.

2002年 2月 5日 視察対応.花巻市博物館建設推進室.

【資料整備活動】

岸芦潮好物膚のjf料着席;'5動
長井類化石標本.[購入]

鉱物標本.〔寄贈受入]

骨格標本.[整備]

- 52-



【展 示 活動 】

岸 夢湖 博物館 の展 示活動

2002年 5月 15日～6月 17日 鉱物化石展 ｢湖国の大地に夢 を掘る｣[ギ ャラ リー展開催支援]

他の博物館の展示;15動

2001年 12月 26日 花巻市博物館建設推進室花巻市博物館 (仮称)のゾウ足跡化石展示全般 [指導 ･助

言]

【企 画 調 整 事 業 】

年報 [作成]

中長期計画報告書 [作成]

博物館実習 [講義]

新任者研修 [講義]

館長対談

｢うみんど｣編集委員

館内人事､館外活動等に関すること

【海 外 渡 航 】

2001年 10月 16日～10月 21日 イタ リア (ローマ)国際学会 (lstInternat10nalCongressTheWorldof

Elepbants)での発表

2001年 10月 28･日～11月 7日 中国 (北京市,海南省.福建省,広東省,江蘇省)総合研究にかか る調

査

【館 外 の 活 動 】

2001年 5月 10日～2001年 3月 31日 大津市科学博物館運営協議会 副会長

2001年 4月 1日～2001年 3月 31日 第 9回世界湖沼会議琵琶湖セ ッション部会 委員

2001年 4月 1日～2001年 3月 31日 第 9回世界湖沼会議琵琶湖第 4部会 委員
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草加 伸吾 KUSAKA,Shingo 森林生態学 ･森林水文学 (学術博士)

主任学芸員 研究部集水域研究系

(兼)事業部交流センター

印刷物

【専門分野の著作】

Kusaka,S.at)dHamabata,E.(2001) TheInfluenceofforestclear-cuttingot" itrate-nitrogentoaddownstream

lnaLakeBiwawatershed. TowardsustaillablemoZlagementOflake-waters/ledecosysfems,ProceedL'ngs

oftheShiga-Micht'ganJoL'nESymposLLzJm2001,46-49･

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

Kusaka,S.atldHamabata,E.(2001年 11月 15日)TheIncreaseinntltrientloaddownstream from clear-cut

forestsandtentativeproposa一sforcountermeasuresl9EhInterllafL'onalCoTtferettCeOT=heCo71SerValt'on

andManagementofLakes･Otsu･

草加 伸吾 (2002年 1月 18日) 森林伐採による硝酸形成と主要イオンの動態.琵琶湖博物館研究 セミ

ナー.琵琶湖博物館 (草津).

草加 伸吾 (2002年 3月 11日) 斜面伐採実験を行 う上での計画 と問題点.雷管瀞集水域研究会.琵琶

湖研究所 (大津).

草加 伸吾 ･潰端 悦治 (2002年 3月 29日) 森林生態系の伐採管理が河川 ･湖沼生態系に及ぼす影響.

第 49回 B本生腰学会大会.東北大学 (仙台).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館専門研究 ｢植生 と水質調節 :降雨流出時の水質変化の組成解析｣研究代表者 (1995年度

LZJ

琵琶湖 フブスグル湖交流協会研究プロジェク ト ｢モ ンゴル ･フブスグル国立公園か らの環境情報発信 と

環境教育支援｣研究分担者

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

もよお しもの案内ち らし ･カ レンダー編集印刷業務主担当

｢うみっこ｣編集委託業務主担当

岸芦湖好物Gの主催行事

2001年 5月 6日 ｢朽木の春を訪ねよう｣.フィール ド観察会.滋賀県朽木村麻生.朝 日の森 溺み谷周

辺.

2001年 9月 23 日 森林 と琵琶湖.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.

琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

その他の博物M.題& ･Lg件等の行事

2001年 9月 12日 ｢環境か ら見た森林｣.草津老人クラブ.草津市立公民館.[講演]
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【資料整備活動】

ftZ夢潮博物館の資料髪膚活動

屋外展示植栽苗木 由来調査.

植物標本資料.[収集整理 (展示用)]

橋本忠太郎植物標本整理 :こけ 474種のデータベース入力整理.

植物収蔵庫.[維持管理 :副坦当]

実験温室.[主担当]

【展示活動】

岸芦湖博物館の展示活動

平成 13年度屋外展示植栽維持管理業務.(中川元男氏 と共同).

屋外展示 ｢太古の森｣補植用移植木 30本選定調査.根掘 りとり.運搬指示.

屋外展示植栽木 (高木､亜高木)ナンバ リング実施.(マ ッピングのため).

植栽空間管理用コ ドラ- ト杭設置.(中川元男氏 と共同).

館内人事､館外活動等に関すること

【海外渡航】

2001年 8月 21日～30日 モンゴル.フブスグル湖周辺の植生および水の調査.

【館外の活動】

滋賀県森林センター 委員

琵琶湖研究所 共同研究者

滋賀県博物館協議会研修委員会 委員
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八尋 克郎 YAHIRO,Katsuro 陸上昆虫学 (農学博士 )

主任学芸員 研究部集水域研 究 系

(兼)事業部資 料 科

印刷物

【学術論文】

八尋 克郎 ･武 田 滋 ･藤本 勝行 ･遠藤 真樹 ･柴栄 康雄 ･中川 優 ･杉野 由佳 (2001) 滋賀県 にお

けるオサムシ族 (甲虫 目 ･オサムシ科)の地理的分布.B本生物地厚学会報,56:1-14.

【専門分野の著作】

八尋 克郎 ･林 成多 ･北林 栄一 (ユool) 大分県安心院盆地の鮮新統津房川層か ら産出した昆虫化石･

高橋 啓一 ･北林 栄一 (編).窟冒瀞博物館研究粛査報告 18,47-52.

八尋 克郎 ･杉野 由佳 ･田中 多恵子 (2002) 焼蛤研究会 トンボ類 コレクション標本 目録 (2)･窟ぎ

瀞博物館資料 B顔第 7号,116pp.

【一般向けの著作】

八尋 克郎 (2001) 昆虫コレクション⑦ -滋賀県立琵琶湖博物館.昆虫 と自然,36 (6):16-19･

八尋 克郎 (2001) オサムシか ら見る琵琶湖の自然史.琵琶湖百科編集委員会 (編).知 ってますか こ

の潮 を-びわ潮 を語 る 50着.サンライズ出版,彦根.31-36.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

八尋 克郎 ･武 田 滋 ･藤本 勝行 ･遠藤 真樹 ･柴栄 康雄 ･中川 優 ･杉野 由佳 (2001年 9月 21日) 戟

賀県 におけるオサムシ族の地理的分布. B本屋虫学会第 61回大会,東北大学 (宮城県仙台市)･

Yahiro,K.(2001年 9月 24-27日) GeographicaldlStrlbut10nOfcarablnegroundbeetleslnShlgaPrefecture,

cet)tralJapanXEuropeanCarabidologlStMeeting,Zamek-Castle-Chateau-Schloss(Tuczno,Poland)

山川 千代美 ･此松 昌彦 ･里 口 保文 ･八尋 克郎 ･石田 志朗 (2001年 9月 21 日) 阿蘇 1火山灰直

上における伊吹山麓周辺の古環境復元.8本地質学会.金沢大学 (石川県金沢市).

八尋 克郎 (2002年 1月 27 日) 琵琶湖博物館の これか ら̀～中長期計画の検討～･ ミュージアムマネ

ージメン ト学会近畿支 部,琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).

八尋 克郎 (2002年 3月 3日) 滋賀県版 RDB-甲虫類 -,8本月旦学会近畿支部大会･琵琶湖博物館

(滋賀県草津市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館総合研究 ｢博物館資料の収集 ･整理 ･保管 と利用に関する研究｣研究代表者

琵琶湖博物館専門研究 ｢オサムシ上科甲虫の系統分類学的研究および生態学的研究｣

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

滋賀オサムシ研究会 【事務局]

2001年 9月 22日 地表性甲虫談話会.日本昆虫学会第 61回大会小集会.東北大学 (宮城県仙台市).[座

長]

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】
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2001年 10月 22日 ｢滋賀県 におけるオサム シの分布 とその形成過程｣.滋賀県立大 学/生物社会共生論.

【講義】

2001年 4月～2002年 3月 滋賀県立大 学環境科学部環境生態学科修士研究/l名 (武本大輔).【指導】

博物館事業に関する業績

【交流 ･サー ビス活動】

岸ぎ潮博物館の主催行事

2001年 7月 8日 博物館資料の役割.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.

琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 7月 22日 ｢虫のはな し｣.田んぼ体験教室. 琵琶湖博物館 (桝永 一宏 ･内藤 又一郎 と共同).

【講演】

2001年 7月 29日 ｢虫か ら見た里 山｣里山体験教室.日野町上駒 月 (桝永 一宏 ･長崎 泰則 ･楠岡 泰 ･

布谷 知夫 ･内藤 又一郎 ･山 口 幸江 と共 同).[指導〕

2001年 8月 26日 ｢ミ ドリセ ンチ コガネ を探 しに行 こう｣観察会.滋賀 県栗東町荒張 (桝永 一宏 ･山

口 幸江 と共 同).[指導]

2001年 8月 26-27日 夏休み相談室.琵琶湖博物館.【昆虫類の指導】

2001年 10月 7日 昆虫か ら見た琵琶湖集水域の 自然.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖 博

物館研究最前線｣.琵琶湖博物館,滋賀県 草津市.[講義]

2002年 1月 18 日 ｢琵琶湖 とその集水域の昆虫｣ 琵琶湖博物館実習.甲西高校 .琵琶湖博物館.【講

演】

その他の博物館.題& ･団件等の行事

2001年 4月 8日 ｢森 の小さな生き物探検 ｣.琵琶湖バ レイ.滋賀県志賀町.【指導】

2001年 5月 28日 ｢西 内沼観察会｣.マキ ノ東小学校.滋賀県マキ ノ町.【指導]

2001年 6月 16-17日 ｢夏の夜､甲虫の世界｣.朽木 いき ものふれあいの里.滋賀県朽木村柏.【指導]

【情報整備活動】

岸芦湖博物館の停#髪膚;'5動

琵琶湖博物館イ ンターネ ッ トホームペー ジ,電子図鑑 トンボ作成 (里 口 保文 と共 同).

琵琶湖博物館昆虫乾燥標本･データベースの構築 ･画面設計 (杉野 由佳 と共 同).

琵琶湖博物館画像デー タベースの作成 (太 EEl学 と共 同).

【資料整備活動】

H芦湖博物虜の資料髪膚活動

資料科所掌事務の総括 .【副主任】

資料整備の方針 ,計画の策定 .連絡調整.【副主任】

資料の収集 と利用.【主任】

収蔵施設等 の維持管理 .【主任】

収蔵庫担 当者会議.【副主任】

博物館資料 の利 用方 針,計画の策定 ,連絡調整.【副主任】

2001年 4月 20日 ｢博物館 の資料整備｣.博物館新任研修 .琵琶湖博物館セ ミナ一室【講師】

昆虫乾燥標本 (山 口幸江 ･杉野 由佳 と共 同).【資料の収集 ･整理 ･保管 と利用】

動物収蔵庫 .【維持管理業務】

昆虫乾燥標 本.受入 3000点.【受入】

昆虫乾燥標本.累計 20507件登録.【登録]

昆虫乾燥標本.1件.[購入】

トンボ幼虫成虫模型, 1件 .【貸 出】

【展示活動】
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岸ぎ潮好物虜の展示;芽動

2001年 4月 26日 ｢生き物 コレクション,C展示室の概要｣.博物館新任研修.【講師】

C展示室生き物 コレクション昆虫コーナー.【維持管理 ･展示品の更新】

ディスカバ特派員 ｢自然の贈 り物見つけた｣(山川 千代美 ･山中 裕子 ･松尾 知 と共同).[昆虫担当]

【研究部の活動】

C領域の研究推進.【主任】

研究施設 ･備品等の管理.【主任】･

【企画調整事業】
2001年 5月 23日 大津市.大津プ リンスホテル.平成 13年度 (社) 日本動物園水族館協会総会な らび

に協議会およびお成 り.[会場係]

2001年 10月 18日～19日 琵琶湖博物館 5周年記念シンポジウム ｢魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ｣.琵琶

湖博物館 (滋賀県草津市).【受付準備､講師を控室へ案内および受付】

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

滋賀県生き物総合調査 (2005年度版 滋賀県で大切にすべき野生生物)昆虫類部会 委員 (2001年度～,

滋賀県琵琶湖環境部 自然保護課)
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牧野 厚史 MAKINO,Atsushi

学芸技師 研究部集水域研究系

(莱)事業部交流センター

印刷物

【専門分野の著作】

牧野 厚史 ･大塚 泰介 (2001) 水 田漁勝は消滅 したか ?-ホ リとギロ (ン)のムラの過去 と現在･窟

ぎ瀞博物館 5周年記念企画展 農 9回企画展 『磨一鹿がむすぶ窟ぎ潮 と田/i/ぼ』展示解説書･琵

琶湖博物館,127-133,

官本 真二 ･渡遠 奈保子 ･牧野 厚史 ･前畑 政善 (2001) 日本列島の動物遺存体記録にみる縄文時代

以降のナマズの分布の変遷.動物考古学.(16):6ト73.

【一般向けの著作】

牧野 厚史 (2001) 田んぼに上がるナマズ.窟ぎ瀞博物館庶上講座 r潮 と人肌 71読売新聞･5月 16

日 (夕刊)サイエ ンス欄.読売新聞大阪本社,大阪.

牧野 厚史 ･前畑 政善 ･宮本 真二 (2001) 田んぼのゆくえ ;展示の 目的･屠宮潮 博物館 5周年記念

企画展 第 9回企画展 『磨 一点がむすぶ琵琶湖 と田んぼ』展示解詔書･琵琶湖博物館･171】8

牧野 厚史 (2001) ナマズ食の東臥 窟ぎ励博物館 5周年記念企画展 第 9回企画展 『磨 一点がむすぶ

窟曹潮 と田んぼ』展示解説書.琵琶湖博物館.154.

牧野 厚史 (2001) 暮 らしか らみた水利用の変遷.琵琶湖百科編集委員会 (編)･知 ってますか この潮

を-びわ瀞を語 る 50章. 201-206.サンライズ出版.彦根.

前畑 政善 ･宮本 真二 ･牧野 厚史 (2001)｢鮭｣一魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ-/特集･内藤 又一郎 ･

他 (編). うみんど (潮人).琵琶湖博物館,(19):4-5･

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

牧野 厚史 (2001年 10月 19EH 総合討論 ｢鮭か らみた琵琶湖 と田んぼ｣.H琶瀞博物館 開館 5周年

シンポジウム r薫がむすぶ屠ぎ瀞 と田んぼJ.琵琶湖博物館ホール.[司会]

前畑 政善 ･牧野 厚史 ･宮本 真二 (2001年 11月 13日) 琵琶湖博物館開館 5周年企画展 『幾一魚が

むすぶ琵琶湖 と田んぼ-』.滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会 大津プリンスホテル (大津市)･

[ポスターセ ッション]

牧野 厚史 ･大塚 黍介 ･矢野 晋吾 ･木浜自治会 (2001年 11月 15 日)水 Eg漁襟は消滅 したか ? :水辺

の遊びにみるホ ])とギ ロ (ン)の村の過去 と現在.第 9回世界湖沼会議.滋賀県 ･(財)国際湖

沼環境委員会.大津プリンスホテル (大津).[口頭発表セ ッション]

矢野 晋吾 ･牧野 厚史 (2001年 12 月 8 日) 漁業 と漁拶 一地域環境管理における副次的生業の意臥

第 43回地域漁業学会.地域漁業学会.水産会館 (福岡県福岡市)I

牧野 厚史 ′(2002年 1月 7日) 水田漁横は消滅 したか ?一地域環境問題に対するむ らの対応 一･東ア

ジア倉研 シ>ポジウム.琵琶湖博物館.博物館セミナー室.

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢水利形態の詳細復元 による地域環境史の総合的把握 -扇状地 ･滋賀県甲良町を

事例に-｣副代表者

高月町史編纂委員会 委員 (2001年)

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】
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2001年 10月～2002年 3月 関西学院大学.地域環境問題の社会学.[2年次配当】

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸ぎ潮博物膚の主催行事

2001年 5月 12日 ｢ナマズの産卵観察会｣,琵琶湖博物館フィール ド観察会.志賀町.[副担当]

2001年 7月 20日 企画展 『鎗』 レクチャー.展示交流員展示解説.博物館企画展示室.

2001年 7月 21日 企画展 『鎗』 レクチャー.展示交流員展示解説.博物館企画展示室

2001年 7月 28日 企画展 『鎗』 レクチャー.展示交流員展示解説.博物館企画展示室

2001年 9月 24日 ｢飴の料理を食べてみよう｣.琵琶湖博物館観察会.西浅井町 【主担当〕

2001年 10月 19日 琵琶湖博物館 5周年記念シンポジウム 『鎗 一魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ』.博物館

ホール [司会]

2001年 10月 28 日 水利用の変化 と人々の暮 らし.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物

館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

その他の好物虜､超& ･団体等の行事

2001年 6月 12日 遠野公民館.速野の水環境を考える.｢第 2回女性さわやか学級｣.守山市.[講師]

2001年 8月 23日 総務庁.｢企画展 『鎗』｣.総務庁行政評価委員ブロック会議.草津市.[講師]

2001年 12月 3日 遠野.水環境をいか したまちづ くり.遠野地区まちづ くり推進会議.守山市.[講師]

研修会 ･裾奈対応

2002年 3月 6日 葛川小学校 4年生.飴の料理について.琵琶湖博物館.

テレビ ･ラジオ等への出演 ･滋カ

2001年 8月 9-11日 ニュ-ス.読売新聞大阪メディア編集部.[展示室案内と説明]
2001年 10月 21日 ラジオ深夜便.NHK大津支局.[展示室案内と説明]

【資料整備活動】

他の好物M等の資料善m溝動

2000年 4月～2001年 5月 栗東市.大橋区三輪神社大祭 り (映像資料).6件.[調査およびコーディネ

ー ト･映像監修.監修]

【展示活動】

産声潮博物館の展示,者動
2001年度 第 9回企画展 『鎗 -魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ』[副主任]

館内人事､館外活動等に関すること

【海外渡航】

2001年 12月 4日～7日 オランダ.企画展借用資料返却.

【館外の活動】

2001年度～ 高月町史編纂委員会 委員
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山川 千代美 YAMAKAWA,Chiyomi 古植物学 (教育学博士)

研究部集水域研究系

(兼)事業部展示科

_印刷物

【学術論文】

斎藤 毅 ･百原 新 ･山川 千代美 (2001) 古琵琶湖層群 甲賀累層 (鮮新統)よ り cathaya (PluaCeae)

花粉の発見.地質学潜話. 日本地質学会,667-670.

【専門分野の著作】

山川 千代美 (2001) 書評 :岡村喜 明著 ｢石になった足跡 -へ こみの正体 をあぱく｣.化石. 日本古生

物学会.

山川 千代美 ･山中 裕子 ･松尾 知 ･瀬川 也寸子 (2002) ｢リピーターのための博物館プ ログラム ー

デ ィスカバ特派員 -｣.博物館研究. 日本博物館協会,vo1.37No.2P.31-35.

【一般向けの著作】

山川 千代美 (ユool) 夢 を探 しに一鉱物 ･化石の段 -/フィール ドへ出よ う !.内藤 又一郎 ･他 (編 ).

うみん ど (細入).琵琶湖博物館,(19):7.

瀬川 也寸子 ･山中 裕子 ･山川 千代美 (2001) デ ィスカバ特派員取材報告 -これがぼ くらのいちお

し展示だ.屠晋#博物館 D'うみ っこ』 (符EIJ号).琵琶湖博物館.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

山川 千代美 ･小西 省吾 (2001年 6月 30日) 後期鮮新世古琵琶湖層群か ら産出 したシダ植物の葉化

石.2001年年会. 日本古生物学会.国立オ リンピック記念青少年総合セ ンター (東京都).[ポス

ター発表]

山中 裕子 ･松尾 知 ･山川 千代美 (2001年 7月 5日) =ディスカバ特派員リ ーリピーターのための

博物館 プ ログ ラム, シンポ ジウム みんなのた めのハ ンズオ ン これか らの博物館.梅の中道海洋

生態科学館.マ リンワール ド海の中道 (福岡県).[ボスタ-発表]

里 口 保文 ･山川 千代美 ･此松 昌彦 (2001年 8月 2 日) 滋賀県伊吹町等林に分布す る山麓堆積物の

年代.2001年 日本第四,#学会大会. 日本第四紀学会.鹿児島大学 (鹿児島県鹿児島市).

山川 千代美 ･此松 昌彦 ･里 口 保文 ･八尋 克郎 ･石田 志朗 (2001年 9月 21日) 阿蘇 1火山灰直

上における伊吹山麓周辺の古環境復元.第 108年B本地質学会.金沢大学 (石川県).[口頭発表]

山川 千代美 (2001年 10月 19日) 古琵琶湖層群産の植物化石その 3-シダ植物の葉化石.第 6回窟

宮瀞 博物館研究 セミナー.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館総合研究 ｢博物館資料の収集 ･整理 ･保管 と利用に関す る研究｣研究分担者

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖堆積盆地の後期鮮新世約 250万年前前後の古環境変化 と古植生変化｣研

究副代表

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖の水生植物の種分化と生態分化｣研究代表者

琵琶湖博物館専門研究 ｢新生代における植物化石の研究｣研究代表者
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博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸夢湖博物虜の主催行事

2001年 6月 3 日 植物化石 を調べてみた ら.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究

最前線｣.琵琶湖博物館.草津.[講義]

2001年 9月 30日 ｢化石の採集会｣.フィール ド観察会.三重県上野市大 山田村町､服部川の河床.[副

主任]

2001年 9月 9日 第 8回地学研究発表会.琵琶湖博物館実習室.滋賀県草津市.【企画 ･運営]

2002年 2月 17日 第 9回地学研究発表会.琵琶湖博物館セ ミナー室.滋賀県草津市.[企画 ･運営]

2001年 8月 11日 ･9月 22日 ･10月 27日 ･11月 10日 ｢にんぎょうげき じょう｣の実演 (大崎省子

氏).琵琶湖博物館ディスカバ リールーム室.滋賀県草津市.[企画]

2001年 11月 18 日 にんぎ ょうげき ｢魔女っこひょっこりちゃん湖へいく｣(人形劇団にんた ま).企画

展共催.琵琶湖博物館ア トリウム.滋賀県草津市.[企画]

2002年 3月 21日 民族楽器 ｢音で伝える世界の人々｣(ロビン ･ロイ ド氏).琵琶湖博物館ア トリウム.

滋賀県草津市.[企画]

2001年 5月～6月 ディスカバ特派員 一自然の贈 り物みつけた.琵琶湖博物館屋外展示室.滋賀県草津

市 . [企画]

その他の好物虜､題& ･Bl体等の行事

2001年 10月 4 日 滋賀県総合教育セ ンター.展示について.平成 13年度教職経験者研修 I.琵琶湖博

物館セ ミナー室.滋賀県草津市.[講師]

2001年 11月 15日 近江八幡市立島小学校.化石 ･地層の体験学習.6年生理科 ･総合学習.琵琶湖博

物館実習室.滋賀県草津市.[講師]

【資料整備活動】

岸ぎ湖好物虜のjq料登M,･.5動

琵琶湖博物館地学資料 鮮新一更新続の植物化石.[標本.整理 と同定]琵琶湖博物館地学収蔵庫.

【展示活動】

窟芦湖好物虜の展示;昔動

2001年 5月 15日～6月 17日 ギ ャラリー展 ｢鉱物化石展湖国の大地に夢 を掘 る｣[企画 ･運営]琵琶湖

博物館企画展示室.[実行委員]

｢ザ リガニになろう｣餌製作 [企画 ･監修]琵琶湖博物館ディスカバ ーJ-ルーム.

｢石の下 ･水 の中ジオラマ｣補修 [企画 ･監修】琵琶湖博物館ディスカバ リールーム.

｢補充用生物 レプ リカ｣製作 [企画 ･監修]琵琶湖博物館ディスカバ リール-ム.

｢ディスカバ リーボ ックス｣製作 [企画 ･監修]琵琶湖博物館デ ィスカバ リール-ム.

｢土器パズル｣製作 [企画 ･監修]琵琶湖博物館ディスカバ リールーム.

｢にんぎ ょうげき じょう｣人形製作 [企画 ･監修]琵琶湖博物館ディスカバ リールーム.

｢音の部屋｣イ ラス ト製作 [企画 ･監修]琵琶湖博物館デ ィスカバ リールーム.

｢リビングギア｣製作 [企画 ･監修]琵琶湖博物館ディスカバ リールーム.

室内壁面塗装 [企画 ･監修]琵琶湖博物館ディスカバ リールーム.

館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

2001年 4月～ 昇任 .主任学芸員.
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桝永 一宏 MASUNAGA.Kazuhiro 水生昆虫学 (理学博士)

学芸員 研究部集水域研究系

(兼)事業部資料科

印刷物

【学術論文】

Yang,D･,Saigusa,T･& Masunaga,K･(2001)Twonew generaandtwonew speciesofDollChopodlnaefrom

china(Empidoldea:DollChopodldae)I ETllOmOlogicalSct'e71Ce,175-184･

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

桝永 一宏 (2001年 8月 17日) 日本産渓流性アシナガバエ Dt'Oslracus属 の生物地理(双廼 目:アシナガ

バ工科).若宮瀞博物館研究 セミナー･琵琶湖博物館･琵琶湖博物館 (滋賀県草津市)･

桝永 一宏 (2002年 2月 8日) 東 アジアにおける海浜性アシナガバ工の種分化と分散 基生研共同flJ

用研究会.蝶番 かM 研究会.岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所 (愛知県岡崎市)･

【研究プロジェク ト等への参加】

藤原ナチュラル ヒス トリー振興財団研究助成 ｢東アジアにおける海洋性アシナガバ工の種分化 と分散｣

岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所 平成 13年度個別共同研究 ｢タテハチ ョウ科群 (アゲハチ ョウ

上科)の系統発生学的研究｣

河川環境管理財団 河川整備基金助成事業 ｢淡水動物の分類基礎研究の組織化と情報の統合｣

財団法人 日本科学協会 笹川科学研究助成 ｢環境評価 に関わ る同定 困難 な水 生双週 目昆虫の図解検索 シ

ステムの確立のための研究｣

琵琶湖博物館専門研究 ｢双廼 目アシナガバ工科昆虫の系統分類 と生物地理｣

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】
2001年 8月 6日 動物標本整理 一昆虫標本作製 -.平成 12年度博物館実習･

【受賞など】

2002年 3月 25日 博士 (理学)九州大学論文タイ トル 『comparatlVeStudyofphylogelletlCrelat10nShlPSOf

mar.ne-Shore dollChopodld flies Inferred from morpholog"aldata and DNA sequences (DIPtera:

DolicllOpOdldae)』･

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

芹ぎ潮博物館の主催行事
2001年 6月 3日 DNA か ら探 る東アジアにおけるハエの進化.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 ‥

琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物臥 滋賀県草津fF･[講義]

2001年 7月 22日 ｢虫の話｣.たんば体験教室.琵琶湖博物臥 滋賀県草津軒 (八尋克郎 と共同分担).

2001年 7月 29日 ｢虫か ら見た里山｣里山体験教室. 日野町上駒 月･(八尋克郎 と共同分担上

2001年 8 月 25 日 ｢昆虫同定会｣.博物館体験学習.琵琶湖博物館.滋賀県草津市･(八尋克郎 と共同

分担).

2001年 8月 26日 ｢ミ ドリセ ンチ コガネを探 しに行 こう｣観察会･滋賀県栗東町荒張･(八尋克郎 ･山
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口幸江 と共同分担).

【情報整備活動】

貢ぎ潮博物虜の併有髪膚活動

昆虫液浸標本データベース構築.5000件.琵琶湖博物館.(上原 千春,染谷 岳彦 と共同分担),

【資料整備活動】

貢ぎ潮好物膚のjf料登傍,'5動
日本 ･韓国 ･台湾産の昆虫,[収集 ･整理 (液浸,乾燥 とも)].

【展示活動】

H芦湖博物館の展示活動

常設展示 C展示室の維持管理.琵琶湖博物館.(八尋 克郎 ･杉野 由佳 ･山口 幸江 と共同分担).

館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

2001年 4月 27日 滋賀県知事.職務に専念す る義務の免除 (平成 13年 5月 14日～18日 ･20日 ･18

日 ･22日～24日).

2001年 6月 25日 滋賀県知事.職務に専念する義務の免除 (平成 13年 7月 11日-13日 ･15日 ･17

日 ･18日～20日).

【海外渡航】
2001年 5月 14日～5月 24日 ｢台湾.東アジアにおける海洋性アシナガバ工の種分化 と分散｣の調査.

2001年 7月 11日～7月 20日 ｢韓国.東アジアにおける海洋性アシナガバ工の種分化と分散｣の調査.
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矢野 晋吾 YANO.Shingo 環境社会学 (人間科学博士)

学芸技師 研究部集水域研究系

(兼)総務部企画調整課

印刷物

【一般向けの著作】

矢野 晋吾 (2001) 都市化が押 し寄せる琵琶湖.琵琶湖百科編集委員会 (編).知 ってますか この瀞 を

一びわ潮 を語 る 50着.サ ンライズ出版,彦根.177-182.

【これまでの業績集に掲載されなかった 2001年 3月以前の印刷物】

矢野 晋吾 (2001) す っぽんの赤ちゃん/琵琶湖博物館収蔵品ギ ャラリー 私の逸品.内藤 又一郎 ･他

(編). うみ/I/ど (瀞人).琵琶湖博物館,(17):5.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

矢野 晋吾 (2001年 6月 15日) 農外労働の理論的整理 一生業複合論を踏 まえて -.琵琶湖博物館研究

セミナー.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).

牧野 厚史 ･大塚 泰介 ･矢野 晋吾 ･木浜 自治会 (2001年 11月 15日) 水 田漁傍は消滅 したか ? :水

辺の遊びにみるホ リとギ ロ (ン)の村の過去 と現在.農 9 回世界瀞沼会議.滋賀県 ･(財 )国際

湖沼環境委員会.大津プ リンスホテル (大津),[口頭発表セ ッション]

矢野 晋吾 ･牧野 厚史 (2001年 12月 8日) 漁業 と漁滞 一地域環境管理 における副次的生業の意味.

第 43回遡成虎男 学会.地域漁業学会.水産会館 (福岡県福岡市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館専門研究 ｢琵琶湖利 用をめ ぐる社会関係再構築に関す る基礎的研究 -いわ ゆる ｢外来魚問

題｣ を手がか りに- (2001年 へ )

琵琶湖博物館共同研究 ｢烏丸半島 とその周辺域における水 辺環境の保全に関する研究｣研究協力者 (2001

年～)

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸ぎ湖博物館の主催行事

2001年 6月 16日 ｢中世の遊びを探検｣.琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.

琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当〕

2001年 7月 7日 ｢中世の七夕 を探検 一中世のそ うめんをつ くってみよう-｣.琵琶湖博物館は しかけ

事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

2001年 7月 21日 ｢中世の遺跡を探検 一野路岡田遺跡 -｣.琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中

世なんで も探検隊｣.野路岡田遺跡.滋賀県草津市.[副担当]

2001年 7月 29日 水辺の魚 をつかんでみよ う.琵琶湖博物館観察会.大津市.大津市.[副担当]

2001年 8月 4 日 ｢中世庶民のお うちを探検 一模型 をつ くってみよう一｣.琵琶湖博物館は しかけ事業

｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

2001年 8月 25日 ｢中世庶民のお しゃれを探検 一藍染めをしてみよう-｣.琵琶湖博物館は しかけ事業

｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.手織の里 ｢金剛苑｣.秦荘町.[副担 当]

2001年 9月 1日 ｢中世のお しゃれを探検 -へそ くりを してみよう-｣.琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近
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江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

2001年 9月 24日 飴の料理 を食べてみよう.琵琶湖博物館観察会.西浅井町.西浅井町.[副担当]

2001年 9月 29日 ｢中世庶民のお しゃれを探検 一草木染めをしてみよう-｣.琵琶湖博物館は しかけ事

業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

2001年 10月 20日 ｢中世庶民のお しゃれ と食事を探検 一麻布を織 ってみよう ･土で器をつ くろう-｣.

琵琶湖博物館はしかけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副

担当]

2001年 10月 27日 ｢中世庶民の食事を探検 一みそ うずをたべよう-｣.琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近

江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

2001年 10月 28日 湖辺の環境 と生活の変化.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研

究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 11月 24 日 ｢展示物 をつくろう 1-藁細=講結成 !-足半をつくって履いてみよう一｣.琵琶

湖博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担

当]

2001年 12月 15日 ｢展示物をつ くろう2-機綴 り講結成 !一中世の反物を織ろう-｣.琵琶湖博物館

はしかけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

2002年 1月 26日 ｢展示物をつ くろう31竹細工講結成 !-ささらをつくって演奏 しよう-｣.琵琶湖

博物館はしかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

2002年 2月 23日 ｢展示物をつ くろう4-藁細工講再び !一勧請縄をつ くろう-｣.琵琶湖博物館はし

かけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[副担当]

テレビ .ラジオ等への出演 ･滋カ

2001年 10月 21日 ラジオ深夜便.NHK大津支局.地域社会､特に湖南地区の現状について解説.

2001年 4月 8日 あん ぐる.展示解説.[取材対応]

2001年 4月 15日 NHK.館 ･展示解説.[取材対応]

2001年 4月 18日 東海テレビ.展示解説.[取材対応]

2001年 5月 24日 関西テ レビ.展示解説.[取材対応]

2001年 5月 25日 琵琶湖放送.展示解説.[取材対応]

2001年 5月 26日 琵琶湖放送.展示解説.[取材対応]

2001年 6月 2日 琵琶湖放送.展示解説.[取材対応]

2001年 6月 2日

2001年 6月 6日

2001年 6月 8日

2001年 6月 11日

2001年 7月 4日

2001年 9月 19

朝 日放送.展示解説.[取材対応]

県広報プラスワン.展示解説.[取材対応]

関西テレビ.展示解説.[取材対応]

｢めざましテ レビ｣.関西テ レビ.展示解説.(2001年 6月 11日)[取材対応]

NHKメディア.展示解説.[取材対応]

21日-｢ラジオ深夜便｣.NHK大津支局.地域社会､特に湖南地区の現状について解

説.(2001年 10月 21日)[取材対応]

2001年 9月20日 NHKメディア.展示解説.[取材対応]

2001年 10月 28日 テレビ東京,展示解説.[取材対応]

2001年 11月 8日 千代田ソフ トプランニング.展示解説.[取材対応]

2001年 11月 12日 TBSビジョン.展示解説.[取材対応]

2001年 11月 24日 農林漁村文化協会.展示解説.[取材対応]

2002年 1月 31日 琵琶湖放送.展示解説.[取材対応]

2002年 3月 29日 ｢こどもプラスワン｣.琵琶湖放送.カミツキガメ.[取材対応]

印RIJメディ7 (薪M ･藤吉 ･書方等)への出演 ･協力

2001年 4月 11日 関西 1週間.展示解説.[取材対応]

2001年 4月 30日 滋賀県観光協会.展示解説.[取材対応]

2001年 5月 24日 関西ウオーカー.展示解説.〔取材対応]

2001年 6月 26日 朝 日新聞.展示解説.[取材対応]
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2001年 6月 26日 県広報課.展示解説.[取材対応]

2001年 8月 30日 県広報課.展示解説.[取材対応]

2002年 3月 7日 朝 日新聞.カミツキガメ,[取材対応]

2002年 3月 29日 子育てブック.展示解説.[取材対応]

【展示活動】

岸ぎ湖博物館の展示,活動

特別展 ｢中世のむ ら探検 近江の暮 らしのルーツを求めて｣[実施設計 :副担当]

2001年 3月 21日～5月 19日 水族企画展 ｢滋賀のカメたち｣.[副担当]

【企画調整事業】

広報.[主担当]

国内博物館交流担当.[副担当]

国外博物館連携 ･調整担当.[副担当]

館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

2000年 4月- 学芸技師

2001年 4月～ 企画調整課

【館外の活動】

2000年 11月～ 日本村落研究学会 研究委員会 研究委員

2000年～ 滋賀県琵琶湖環境部 琵琶湖総合保全推進部会 評価システム検討 ワーキング ワーキング担

当者

2000年～ 滋賀県琵琶湖環境部 琵琶湖総合保全推進部会 水辺エ コ トーン検討 ワーキング ワーキング

担当者

2000年～ 滋賀県農政水産部 農村整備課 みずす まし構想推進委員会 委員
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大塚 泰介 OTSUKA,Taisuke 陸上生態系学 (農学博士)

学芸技師 研究部集水域研究系

(莱)事業部情報センター

印刷物

【学術論文】

ohtsuka,T.& Fujita,Y.(2001)Diatom noraand-tsseasonalchangesinapaddyfieldinCentralJapan･Nova

Hedwt'gL'0,73(1-2)･JICramer･97-128･

中島 経夫 ･藤岡 康弘 ･前畑 政善 ･大塚 泰介.藤本 勝行 ･長田 智生 ･佐藤 智之 ･山田 康幸 ･演 口 浩

之 ･木戸 裕子 ･遠藤 真樹 (2001) 滋賀県湖南地域における魚類の分布パター ンと地形 との関

係.塵水草腰話.62:261-270.

【専門分野の著作】

宇野 誠高 ･田中 秀典 ･大塚 泰介 ･高安 克己 ･鮎川 和泰 (2001) 中海中浦水道における水質動向･

LAGUNA(汽水域研究),8.島根大学汽水域研究セ ンター115-22･

牧野 厚史 ･大塚 泰介 (2001) 水 田漁傍は消滅 したか ?-ホ 1)とギロ (ン)のムラの過去 と現在･窟

ぎ潮博物館第 9回企画展 『磨 一点がむすび窟ぎ瀞 と田んぼ』展示解説書.琵琶湖博物館,127-133･

【一般向きの著作】

大塚 泰介 (2001) 諌早干潟のケイソウ/私の逸品.内藤 又一郎 ･他 (編). うみん ど (瀞人).琵琶湖

博物館,(18):5.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

芳賀 裕樹 ･大塚 泰介 (2001年 10月 8日) 滋賀県水試のデータに見る琵琶湖北湖の透明度の 80年

の変化. El本摩水学会第 66回大会. 日本陸水学会第 66回大会実行委員会.東北大学 (仙台)･

辻 彰洋 ･舘 和展 ･大塚 泰介 ･芳賀 裕樹 (2001年 10月 9日) 琵琶湖南湖 における植物プランク ト

ンの分布について. B本慶水学会第 67回大会. 日本陸水学会第 67回大会実行委員会･東北大学

(仙台).

大塚 泰介 (2001年 11月 10日) 珪藻群落の季節変動の解析.2001年度藻類談話会.甲南大学平生記

念セ ミナーハウス (神戸).

芳賀 裕樹 ･大塚 泰介 ･辻 彰洋 ･中里 亮治 ･楠岡 泰 (2001年 11月 13日) 琵琶湖南湖の沈水植物

の動向と今後の予測.第 9 回世界瀞沼会鼠 滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会.大津プ リンス

ホテル (大津).

牧野 厚史 ･大塚 泰介 ･矢野 晋吾 ･木浜 自治会 (2001年 11月 15日) 水 田漁傍は消滅 したか ? :水

辺の遊びにみるホ リとギ ロ (ン)の村の過去 と現在.第 9 回世界潮解会議.滋賀県 ･(財)国際

湖沼環境委員会.大津プ リンスホテル (大津).[口頭発表セ ッション]

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館専門研究 ｢琵琶湖集水域における付着珪藻の分布について｣

琵琶湖博物館共同研究 ｢南湖の富栄養化過程 に沈水植物が及ぼす影響の解明 (沈水植物 の現存量の推

定)｣

-68-



【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

日本陸水学会.[査読 1件]

陸水学雑誌.[査読 1件]

【大学での講寿 ･実習､学生の指導など】

2001年度 ｢魚群探知機を用 いた琵琶湖南湖における水草現存量の推定｣.桑原靖典 (近畿大学).[指導

協力]

2000-2001年度 ｢アユ放流による付着珪藻群落への影響｣.平田晃久 (京都大学大学院).[指導協力]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸夢湖博物館の主催行事

2001年 10 月 14 日 琵琶湖の珪藻 とその暮 らし.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館

研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

【情報整備活動】

岸夢潮博物館の修辞整序活動

琵琶湖博物館情報 システム.情報 システム更新の計画作成.ニーズの取 りまとめおよび予算書類の作成

[主担当]

琵琶湖博物館情報システム.システム構成機器の部分更新.内部ニーズの取 りまとめ [主担当]

琵琶湖博物館情報システム.システムの運転管理.運用方針の策定 [主担当]

琵琶湖博物館情報 システム.インターネ ッ トページ.内容の更新 [副担当]

琵琶湖博物館情報システム.電子の質問箱 (query).質問の担当者への割 り当て [副担当]

【資料整備活動】

Hぎ湖博物館の資料髪膚活動

藻類.2001年 10月 1日-.珪藻写真資料の収蔵整理.約 3,000件.方針の決定および種の同定.[主

担当]

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

2001年 10月～ 島根大学汽水域研究センター 協力研究員

-69-



前畑 政善 MAEHATA.Masayoshi 水族繁殖学

専門学芸鼻 研究部応用地域研究系
(莱)交流センターリーダー

印刷物

【学術論文】

Maehata,M･(2001)ThephysicalfactorInducingspawningoftheBIWaCatflSh,siturusbiwae71Sis･Ichthyol.Res.
48:137-141.

Maehata,M (2001)Matingbehavioroftherockcatfish,SL'luruslithophilus.Ichthyol.Res.48‥283-287.

宮本 真二 ･渡連 奈保子 ･牧野 厚史 ･前畑 改善 (ユool) 日本列島の動物遭存体記録にみる縄文時代

以降のナマズの分布の変遷.動微考古学.(16):61173.

中島 経夫 ･藤岡 康弘 ･前畑 改善 ･大塚 泰介.藤本 勝行 ･長田 智生 ･佐藤 智之 ･山田 康幸 ･潰 口 浩

之 ･木戸 裕子 ･遠藤 真樹 (2001) 滋賀県湖南地域における魚類の分布パター ンと地形 との関

係.摩水草雅彦.62:261_270.

【専門分野の著作】

前畑 改善 小早川み どり (2001) ナマズ類の研究史.宮本真二 (編).窟ぎ瀞好勿居 5周年記念企画

展 弟 9回企画展 『虚-魚がむすぶ雷管瀞 と田んぼ』展示解詔書･pp79-82.

前畑 改善 (2001) ナマズ類の繁殖生態 と水辺エ コ ト-ン.宮本真二 (宿).産声潮 博物館 5周年記念

企画展 弟 9回企画展 6度 一点がむすぶ窟ぎ潜 とBlんぼ』展示解題書･pplO7-118.

前畑 政善 (2001) 水 田地帯 における魚類の生態･生態 ･土地利用 ･社会研究会 (編).瀞辺の景欝と

人びとのかかわ り2.pp1-24.

前畑 改善 長田智生 ･岡田隆 ･奥村正則 ･皿池伸夫 ･小林大輔 (2001) 水田地帯における魚類の生臥

生態 ･土地利用 ･社会研究会 (編)･潮辺の農欝と人びとのかかわ り2･pp187-241.

前畑 政善 内藤 又一郎 ･長田 智生 ･岡田 隆 (2001) 水 田で増える魚類の実態調査.生態 ･土地利

用 ･社会研究会 (蘇)･男窟宮地虜の生息 文化 と保存修景研究成果報告書 第 6 冊 潮iHの景欝と

人びとのかかわ り2.pp243-264.

【一般向けの著作】

前畑 政善 (2001) 消滅する幼魚の Hゆ りか ご".雷管潮 博物館庶上#座 r瀞 と^Fp7J6.読売新臥 5

月 9日 (夕刊)サイエンス欄.読売新聞大阪本社,大阪.

前畑 政善 (2001) 水 田とため池の動物,大型甲殻類.滋賀 自然環境研究会 (編).感賞の田園の生 き

#.110_lil.

前畑 改善 (2001) 水田とため池の動物,貝類.滋賀 自然環境研究会 (編).感賞の田園の生 き軌 日2ー114.

前畑 改善 (2001) 水 田とため池の動物,魚類.滋賀 自然環境研究会 (編).澄資の田園の生 き物.116_128.

前畑 改善 (2001) 水 田とため池の動物,水生生物の保全.泣賀 自然環境研究会 (編).感賞の田園の

生き物.129.

前畑 政善 ･宮本 真二 ･牧野 博史 (2001) ｢鮭｣ -魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ-/特集.内藤 又一

郎 ･他 (編)･ うみんど (潜入)･琵琶湖博物館,(19):415.

前畑 改善 (2001) ナマズ類の繁殖場 としての水辺移行帯 (湖岸､水 田)/研究最前線.内藤 又一郎 ･

他 (蘇)･ うみん ど (潮人).琵琶湖博物館,(19):6.

前畑 政善 (2001) 琵琶湖の魚 と水辺エコ トーン.琵琶湖百科編集委員会 (編).知 ってますか この潮

を-びわ潮 を諮 る 50着,73-78.サンライズ出版,彦根.

前畑 政善 (2001) ｢ナマズ､ ビワコオオナマズ､イ ワ トコナマズ｣がんばれ !琵琶湖の負.週間釣

りサンデー.11月 18日号.
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前畑 政善 (2002) ｢ムギツク､ ドンコ｣がんばれ !琵琶湖の魚.週間釣 りサンデー.1月 20日号.

前畑 政善 (2002) ｢ズナガニ ゴィ､ シマ ドジ ョウ｣ がんばれ !琵琶湖 の魚 .LGFpF釣 りサンデ-.3

月 10日号.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

前畑 改善 (2001年 6月 16日) ナマズはなぜ田んぼをめざすのか ? 田んぼ交務会 ｢共同研究成果発

表会).琵琶湖博物館セ ミナ-塞.

前畑 改善 (2001年 10月 19 日) ナマズはなぜ田んぼをめざすのか ?.琵琶潮博物館 開館 5周年 シ

ンポジウム r鹿がむすぶ窟ぎ瀞 と田んぼJ.琵琶湖博物館ホール.

前畑 政善 (2001年 11月 14日) 琵琶湖博物館 5周年記念企画展 ｢鮭｣ 一魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ

-.弟 9 回世界湖沼会議.滋賀県 ･(財)国際湖沼環境委員会.大津プ リンスホテル (大津市).

[ポスターセ ッション]

前畑 政善 (2001年 11月 12-16日) 水辺エ コ トーン.第 9回世界励沼会議厨連 イベン ト ピアザ淡

海 琵琶湖ルーム (大津市).

前畑 政善 (2001年 11月 12-16日) 琵琶湖博物館 5周年記念企画展 ｢飴｣一魚がむすぶ琵琶湖 と田

んぼ-.第 9回世界瀞沼会議 常連 イベン ト ピアザ淡海 琵琶湖ルーム (夫津市).【紹介]

前畑 政善 (2002年 3月 17日) ナマズの産卵行動 と産卵環境,性比との関連.第 34回磨 療 白,#史研

究 会.追手門学院中高等学校.

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢烏丸半島 とその周辺域における水辺環境の保全に関す る研究｣

琵琶湖博物館専門研究 ｢日本産ナマズ 3種の産卵生態の研究｣

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

魚類学雑誌.[査読 1件]

【大学での講寿 ･実習､学生の指導など】

2001年 10月 29日 琵琶湖 の魚 に未来はあるか ?.生物多様性論.滋賀県立大学大学院.

2001年 12月 2日 資料機能論 日本産希少魚 をなぜ保存す るのか ?.京都橘女子大学博物館実習.琵琶

湖博物館ホール.

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸ぎ湖博物館の主催行事

2000年 4月 14日 水族館展示の概要.展示交流員.

2001年 5月 12 日 ｢ナマズの産卵観察会｣.琵琶湖博物館 フィール ド観察会 (24名).志賀町小野の水

田地帯にて.

2001年 7月 20日 企画展 『鮭』 レクチ ャー.展示交流員に企画展示室にて説明 (15名).

2001年 7月 21日 企画展 『鮭』 レクチ ャー.展示交流員に企画展示室にて説明 (14名).
2001年 7月 28日 企画展 『鮭』 レクチ ャー.展示交流員に企画展示室にて説明 (3名).

2001年 7月 21日 企画展 『飴』 レクチ ャ-.展示交流員に企画展示室にて説明 (14名).

2001年 8月 1日 企画展 『鎗』モーニ ング レクチ ャー.展示交流員に企画展示室にて説明 (14名),

2001年 8月 2日 企画展 『飴』モーニング レクチ ャ-.展示交流員に企画展示室にて説明 (13名.).

2001年 8月 3日 企画展 『鮭』モーニ ング レクチ ャー.展示交流員に企画展示室にて説明 (15名 ).

2001年 8月 4日 企画展 『鮭』モーニ ングレクチ ャ-.展示交流員に企画展示室にて説明 (4名).

20Ol年 8月 9日 ｢湖岸の水草を観察 しよ う｣.観察会.博物館実習室 ･烏丸半島湖岸 (24名).

2001年 8月 26日 企画展 『鮭』.展示交流員に企画展示室にて説明 (15名 ).
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2001年 9月 30日 田んぼとナマズ.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.

琵琶湖博物館.滋賀県草津市 (約 40名).[講義]

2002年 2月 24日 投網修繕講習会.負 (うお)の会.琵琶湖博物館実習室 (15名).

2002年 3月 3日 水族館探検隊.琵琶湖博物館水族バ ックヤー ド (23名).

その他の博物虜.超& ･団体等の行事

2001年 4月 14日 ハ リヨについて.守山ハ リヨ研究会.琵琶湖博物館会議室 (10名).[講師]

2001年 5月 19日 ナマズの産卵観察会.志賀町.志賀町小野の水 田地帯 (参加 16名).[講師]

2001年 7月 26日 琵琶湖 の魚 と田んぼ.滋賀県 レイカデ ィア大学.レイカデアイア大学米原校 (参加 150

名).[講師]

2001年 7月 29日 川や沼の魚たち.甲西町.甲西町立図書館 (参加 50名).[講師]

2001年 8月 24日 魚 と田んぼ.滋賀県土地改良事業Efl体連合会.守 山市民ホ-ル (参加 200名).[講

師]

2001年 8月 30日 企画展 『飴』.総務庁ブロック会議.長浜市民セ ンター (参加 30名).[講師]

2001年 9月 5日 野外実習._大阪 自然保護協会.大戸川 (参加 58名).[講師]

2001年 9月 10日 日本の淡水魚.大阪自然保護協会.大阪生涯学習セ ンター (参加 60名).[講師]

2001年 9月 11日 日本の淡水魚.大阪自然保護協会.大阪生涯学習セ ンター (参加 60名).[講師]

2001年 9月 19日 野外実習.大阪 自然保護協会.大戸川 (参加 60名).[講師]

2001年 11月 2 日 たんばの生物か ら見えて くる環境の現状.甲賀郡環境教育部会.甲西北中学校会議

室 (参加 10名).[講師]

2001年 11月 17日 湖 と田んぼのナマズ.滋賀の食文化研究会.琵琶湖博物館会議室.(参加 20名).[講

師]

研修会 ･#穿対応

2000年 4月 7日 椙 山女学院大学 (180名).

2001年 8月 22日 夏季集中講義 ｢琵琶湖探求｣.石部高校.琵琶湖博物館実習室 (参加 3名).[講師]

2001年 8月 28El夏季集中講義 ｢琵琶湖探求｣.石部高校.琵琶湖博物館実習室 (参加 3名).[講師]

2001年 8月 29日 夏季集中講義 ｢琵琶湖探求｣.石部高校.琵琶湖博物館実習室 (参加 3名).[講師]

2001年 8月 29日 夏季集中講義 ｢琵琶湖探求｣.石部高校.琵琶湖博物館実習室 (参加 3名).[講師]

2001年 9月 7日 韓国ジャーナ リス ト 滋賀県観光政策課 (参加 18名).

2001年 9月 14 日 企画展飴の紹介.滋賀県琵琶湖環境部職員研修.琵琶湖博物館ホール (参加約 100

名).

2001年 12月 2日 博物館概要説明.名古屋市 中川保健所.琵琶湖博物館会議室 (参加 27名).

2002年 2月 19日 館内視察対応.県監査委員 (2名).

2002年 3月 3日 視察 につき博物館概要紹介.平泉公民館 (福井県).琵琶湖博物館会議室 (25名).

テレビ ･ラジオ等への出演 ･協力

2001年 4月 16日 オオサ ンショウウオ.NHKなど 10社.[取材対応]

2001年 5月 8日 水 田におけるナマズの産卵について. 日本テ レビ.[取材対応]

2001年 5月 11日 ナマズの産卵につ いて.びわ湖放送.[取材対応]

2001年 5月 30日 ナマズの産卵につ いて.毎 日放送 (馬場章夫).[取材対応]

2001年 8月 2日 企画展 『鎗』.中 日新聞社.[取材対応]

2001年 8月 22日 企画展 『飴』.NHK大津放送局.[取材対応〕

2001年 名月 28日 企画展 『鎗』.KBS京都 .[取材対応]

2001年 8月 29日 企画展 『飴』.毎 日新聞社.[取材対応]

2001年 8月 30日 企画展 『飴』.NHK大津放送局.[取材対応〕

2001年 8月 30日 企画展 『飴』.朝 日新聞社.[取材対応]

2002年 2月 6日 三方湖のハス.福井放送.[取材対応]

【展示活動】

- 72 -



Hg潮博物館の展示;'5動

琵琶湖博物館 5周年記念企画展 『鮫 一魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ -』.[企画 ･展示監修 ]

【企画調整事業】

琵琶湖博物館 5周年記念 シンポ ジュム 『鮫』.[企画]

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

環境省希少野生動植物保存推進員 (1997年 6月 9日～,環境庁 自然保護局野生生物課 )

滋賀県 生き もの総合調査委員会.専門委員 (魚貝類部会長) (1997年 6月 30日-,滋賀県琵琶湖環境部

自然保護課)

滋賀県 ･みずす ま し構想推進委員会 生態系保全専門部全 委員 (2001年 11月 20日-L滋賀県農政水産

部耕地課)

丹 生ダム生態系保全検 討委員会 委員 (1998年 4月-)

自然環境保全基礎調査検討会 検討員 (1998年 6 月 1日～, 環境庁 自然保護局野生生物課 )

日吉 ダム生態系保全検討委員会 委員 (1999年 6月～ )

日本魚類学会 自然保護委員会希少淡水魚 問題検討部会 委員 (2001年 2月へ )

- 7 3 -



用田 政晴 YODA.Masaharu 考古学

専門学芸員 研究部応用地域研究系

(兼)事業部展示科長

印刷物

【専門分野の著作】

用田 政晴 (2001)弥生時代年代論 ･揺藍期の学史.立命館大学考古学論集刊行会 (編).立 命館大 学

考 古学論集 H.立命館大学考古学論集刊行会,京都市.33-38.

用田 政晴 (2001) 川 と池の竪樋.西田弘先生米寿記念論集刊行会 (編).西田私見生米寿記念品農 産

irの考 古と歴史.真陽社 ,京都市.409-414.

用田 政晴 (2002) 前方後方墳の出現 と古墳時代のはじまり.人間文化 12 号.滋賀県立大学人間文

化学部.58-61.

【一般向けの著作】
川那部 浩哉 ･中野 晴生 ･用田 政晴 (2001) 日本列島の湖沼 とその伝説/館長対談.内藤 又一郎 ･

他 (梶). うみんど (潮人).琵琶湖博物館,(19):2-3.

用田 政晴 ･国分 政子 ･小宮 猛幸 ･畑本 政美 ･松村 浩 ･大東 悟 ･進藤 武 (2001) 湖の十字路 一

野洲川平野の弥生 ･古墳時代-.用田 政晴 ･図分 政子 (編).瀞の+字彪 一野洲/II平野の弥生 ･

古墳時代 1.琵琶湖博物館.1-8.

用田 政晴 (2002) 『湖の十字路』か らフィール ドへ/フィール ドへ出よ う !.内藤 又一郎 ･他 (編).

うみんど 〔瀞Ĵ).琵琶湖博物館,(22):7.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

2001年 10月 26 日.歴史的町並景観の崩壊.彦宮瀞博物館研究 セミナー.琵琶湖博物館.琵琶湖博物

館 (草津市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館専門研究 ｢近江の普遍性 と固有性に関す る考古学的研究｣

淡海学術研究フォーラム ｢環琵琶湖地域の生態､文化 と保存修景｣琵琶湖がつ くる近江の歴史研究会 共

同提案者.

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

アジア考古学研究機構.[代表]

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年度 基礎科 目 考古学.立命館大学理工学部.[立命館大学非常勤講師],

2001年 8月 2日 琵琶湖博物館の展示.琵琶湖博物館博物館学実習

2001年 4月 9日 近世城下町彦根の町並み崩壊過程.京都精華大学.

博物館事業に関する業績

【交流 ･サー ビス活動】

Hぎ湖博物館の主塔行事
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2001年 6月 10日 佐和山城 と湖上交通.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前

線 ｣.

その他の博物館､細& ･団体等の.主催行事

2001年 11月 23 日 能登川町教育委員会.歴史 シンポジウム 3世紀の動乱 邪馬台国 ′ヽS狗奴国.能登

川町公民館.能登川町.[進行]

研修会 ･瀕棄対応

2001年 5月 17日 JICA.

2001年 6月 1日 モ ンゴル国立育児院.

2001年 6月 27日 文化財保護課.

2001年 7月 11日

2001年 7月 12日

2001年 9月 28日

2001年 10月 3日

2001年 10月 26日

2001年 11月 21日

2001年 11月 30日

スウェーデン政府.

石部南小学校.

神奈川大学.

日本財団.

京都造形芸術大学

JICA.

JICA.

2002年 2月 22日 朝 日新聞.

2002年 3月 21日 韓国国立民俗博物館.

【資料整備活動】

H夢湖博物館の資料髪膚,I.5動

考古資料.配架整理.100件.[主担当]

民俗文化財資料.資料写真撮影.1000件 . [副担当]

【展示活動】

ft=芦湖博物館の展示;'5動

2001年 4月 1日～5月 6日 湖沼の伝説.ギ ャラリー展示.琵琶湖博物館.[主担当]

2001年 11月 10日～16日 湖沼の伝説.世界湖沼会議関連写真展示. ピアザ淡海.[主担当]

2002年 1月 25日-3月 3日 米をつ くる道具,ギ ャラリー展示.琵琶湖博物館.掴｣担 当]

2002年 3月 20日～31日 湖の十字路.ギ ャラリー展示.琵琶湖博物館.[主担当]

【企画調整事業】

2001年 6月 23日 ･24日 琵琶湖博物館総 合研究発表会.[準備 ･設営 ･撤収 :主担当1至琵琶湖博物館.

2001年 10月 18日 ･ 19日 宮様お成 り.[御土産お買上所準備 ･運営 ･撤収 :主担当j大津プ リンスホ

テル.

館内人事､館外活動等に関すること

【海外渡航】

2001年 7月 22日-31日 中央 ヨー ロッパ.博物館調査.

2001年 8月 4日-24日 イスラエル.発掘調査.

2001年 9月 15日-′22日 イ ン ド.遺跡調査.

【館外の活動】

能登川町神郷亀塚古墳発掘調査指導委員会 委員

秦荘町歴史文化資料館運営委員会 委員
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内藤 又一郎 NAITOU,Mataichiro

専門員 研究部応用地域研究系

(兼)事業部交流センター

印刷物

【専 門分 野 の著作 】

内藤 又一郎 (2001) 水路 とナマズ.宮本 真二 (編).窟琶瀞博物居 5周年記念企画展第 9回企画展

展示解誘き.琵琶湖博物館,草津.125-126.

【一 般 向 けの 著作 】

内藤 又一郎 (2001) ナマズのジャンプ/私の逸品.内藤 又一郎 ･他 (編)･ うみん ど (潜入)･琵琶

湖博物館,(19):5.

内藤 又一郎 (2001) 魚心水心

内藤 又一郎 (2001) 魚心水心

内藤 又一郎 (2001) 魚心水心

内藤 又一郎 (2001) 魚心水心
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研究活動に関する業紙

【学会 ･研 究会 で の発表 な ど】

2002年 1月 23 日 琵琶湖 と田んぼをつなぐ水路 と魚たち.好資展農業農flf整備技術研修会･滋賀県土

地改良事業EiI体連合会.滋賀県立女性センター (滋賀県近江八幡市)･

2002年 2月 15日 村のくらし.雷管潮博物館研究 セミナー.琵琶湖博物館･草津市･

【研 究 プ ロジ ェク ト等 へ の参加 】

琵琶湖博物館専門研究 ｢農村の圃場整備事業の前後 と環境に関する研究｣

博物館事業に関する業括

【交 流 ･サ ー ビス 活動 】

岸夢湖好紡膚の主催行事

2001年度 (年 4回) ｢里山体験教室｣(第 1-4回).蒲生郡 日野町上駒月･蒲生郡 日野町 [副担当 ]

2001年度 (年 10回) ｢田んぼ体験教室｣(第 1-10回).琵琶湖博物館･草津fF･[企画 ･実施]

2001年 8月 4日 ｢中世庶民のお うちを探検一模型をつくってみよう一･琵琶湖博物館はしかけ事業 ｢近

江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.乾賀県草津市･[助手]

2001年 8月 25 日 ｢中世庶民のお しゃれを探検一藍染めをしてみよう一･琵琶湖博物館はしかけ事業

｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.手織の里 ｢金剛苑｣･秦荘町･[助手]

2001年 9月 1日 ｢中世のお しゃれを探検-へそ くりをしてみよう-｣･琵琶湖博物館はしかけ事業 ｢近

江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市･[助手]

2001年 9月 20日 ･9月 28日 ･10月 4日 ･10月 5日 農村の暮 らし体臥 教職経験者研修 Ⅰ･琵琶湖

博物館.草津市 [講師]

2001年 9月 30日 琵琶湖周辺の圃場整備 と水田環境.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博

物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 10月 20日 ｢中世庶民のお しゃれ と食事を探検一麻布を織ってみよう ･土で器をつくろう~｣･
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琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[助

手]

2001年 11月 24 日 ｢展示物 をつ くろう 1-藁細工講結成 !一足半をつ くって履いてみよう-｣.Z.琵琶

湖博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.重吉琶湖博物館.滋賀県草津市.[助手]
2001年 12月 15 日 ｢展示物 をつ くろう2-機織 り講結成 !- 中世の反物 を織ろう-｣.琵琶湖博物館

は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.党琶湖博物館.滋賀県草津市.[助手]

2002年 1月 26日 ｢展示物 をつ くろう3-竹細工講結成 !- ささらをつ くって演奏 しよう-J.琵琶湖

博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[助手]

2002年 2月 23日 ｢展示物 をつ くろう4-藁細工講再び !-勧請縄 をつ くろう-｣.夏毛琶湖博物館は し

かけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊J.珪琶湖博物館.滋賀県草津市.[助手]

その他の博物館.超# ･団件等の行事

2001年 8月 18 日 さあ貝をもどそう.黒田田んぼの学校.湖北地域振興局田園整備課.伊香郡木之本

町黒田.伊香郡木之本町.[助手]

研q会 ･裾鼻対応

2001年 9月 18日 滋賀県の農業排水の現状.和歌山県農排協議会.

2001年 10月 12日 滋賀県の農業 と水田環境.農業大学校学生交流会研修会.

2001年 10月 23日 農村地域の水質保全. JICA環境保全研修.

2001年 11月 16日 滋賀県の農業 と水田環境.兵庫県上郡土地改良区.

2001年 11月 29日 滋賀県の農業 と水田環境.県立農業大学校.

2002年 2月 1日 滋賀県の農業 と水田環境.東海近畿農業大学校学生研修会.

【情報整備活動】

芹芦湖好物虜のM#登m;'i動

2001年度 琵琶湖博物館情報誌 ｢うみんど (湖人)｣.4回発行.[企画 ･編集 :主担当]

【展示活動】

岸芦湖博物虜の展示活動

2001年 7月 20日-2001年 11月 25日 企画展 ｢鎗｣.[展示期間中の管理 :副担当]

2001年度 企画展 ｢中世のむら｣.[企画 ･実施 :副担当]

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

2002年 3月 23日-2002年 5月 6日 ギャラリー展 (写真展),高月町立観音の里歴史民俗資料館.個展

｢消えたハ ンノキの里｣
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中Jtl 元男 NAKAGAWA,Motoo 河川工学

主任主査 研究部応用地域研究系

(莱)事業部展示科

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

中川 元男 (2001年 12月 20日) 堅田内湖における湖辺の環境 と魚類の生態について･第 23回i木

技術発表会.滋賀県建設技術センター (草津市).

中川 元男 (2002年 1月 18日) 琵琶湖の水位管理 と湖岸4.窟ぎ潮博物館研究 セミナー･琵琶湖博

物館 (草津市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢烏丸半島とその周辺における水辺環境の保全に関する研究｣研究代表

琵琶湖博物館共同研究 ｢堅田内湖における魚類の生態に関す る研究｣研究副代表

琵琶湖博物館専門研究 ｢琵琶湖岸の保全に関す る研究｣

【大学での謙蕪 ･実習､学生の指導など】

2001年 8月 1日 屋外展示について.琵琶湖博物館博物館実習生.[説明]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

芹ぎ湖博物虎の主催行事

2001年 9月 9日 琵琶湖の治水.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣･琵

琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 5月 6日 朽木の春を訪ねて.フィール ド観察会.滋賀県朽木村･

その他の博物館.超& ･団体等の行事

2001年 9月 11日 土木技術者の視点で考える生態学について.平成 13年度土木技術職員専門研修講師

滋賀県土木交通部.滋賀県建設技術セ ンター (草津市)･

研修会 .裾轟対応
2001年 5月 16日 韓国釜山発展研究員.[視察対応]

2001年 9月 13日 奈良県治水砂防協会.[視察対応]

2001年 9月 20日 バングラディシュ河川局 (JICA). [視察対応]

2001年 9月 26日 鹿児島県埋蔵文化センター.[視察対応]

2001年 10月 11日 フィリピン河川局 (JICA).[視察対応]

2001年 11月 2日 近畿ブロック砂防担当者会議,[視察対応]

2001年 11月 7日 ラオス､マレーシア河川局 (JICA).[視察対応]

2001年 11月22日 地方公共団体建設技術試験機関連絡協議会.[視察対応]

2001年 11月 30日 近畿府県水利権技術審査担当者会議.[視察対応]

【展示活動】

岸ぎ湖博物館の展示活動

琵琶湖博物館常設展示.[維持管理]
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琵琶湖博物館屋外展示植裁.[維持管理]

琵琶湖博物館環境絵馬展示 ソフ ト.[企画 ･制作]

琵琶湖博物館常設展示音声 ガイ ドシステム.[制作]

琵琶湖博物館屋外展示案内サイン.[制作]

琵琶湖博物館展示音声案内パネル.[制作]
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井戸本 純一 lDOMOTO.Jun-ichi

研究部応用地域研究系

(莱)事業部展示科

印刷物

【一般向けの著作】

井戸本 納一 ･吉川 真一郎 ･柴山 弘史 (2001) ｢おもしろナマズ大発見-さまざまな姿 と習性 -｣･

雷管潮博物館水族企画展 リーフレット 琵琶湖博物館,草津市･

井戸本 純一 (2001) がんばれ湖国のさかな (ゲ ンゴロウブナ ･ニゴロブナ ･ギンブナ)･週刊釣 りサ

ンデー,大阪市.

井戸本 純一 (2001) がんばれ湖国のさかな (イサザ ･ウキゴリ)･週刊釣 りサンデー,大阪市.

井戸本 純一 (2001) がんばれ湖国のさかな (カワムツ B 型 ･カマツカ)･週f/]釣 りサンデ-,大阪

市.

井戸本 純一 (2001) がんばれ湖国のさかな (ホンモロコ ･タモロコ)･週刊釣 りサンデー,大阪市･

【これまでの業績集に掲載されなかった 2001年 3月以前の印刷物】

井戸本 純一 ･上野 紘一 (1987) 魚類の雄性発生誘起に関す る基礎的研究-Ⅰ 卵核の遺伝的不活性化

のための適正紫外線照射量.昭和 62年度 日本水産学会軟季大会要 旨象 日本水産学会･

井戸本 純一 ･上野 紘一 (1987) 魚類の雄性発生誘起に関す る基礎的研究/I プロタミンによる精子

の接着.LW和 62年度 B本水産学会款季大会要 旨集. 日本水産学会.

井戸本 純一 (1988) 魚類における雄性発生誘導の基礎技術に関す る研究･題意大学大学院農学研究

科昭和 62年度修士諒文.

橋本 任樹 ･井戸本 純一 (1990) セタシジミ.平成元年度地域好摩摩増粛技術開発事業報告書 (二枚

月 グル ープ).水産庁.

井戸本 納一 ･橋本 任樹 (1990) セタシジミ受精卵の適正収容密度について･平成元年度盛資農水産

p就農場単年度試験研究調査だ男.滋賀県水産試験場,9110･

井戸本 純一 ･橋本 任樹 (1990) セタシジミ稚貝に対す る数種餌料の効果について･平成元年度感賞

膿水産封顔場単年度討顔研究粛査庶jF.滋賀県水産試験場,ll-12･

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 ･千葉 春樹 (1990) 松原漁場のセタシジミの分布 と特性 について･平成元

年度滋野農水産#巌場単年度試巌研究粛査庶男.滋賀県水産試験場,13-141

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 ･千葉 泰樹 (1990) 松原試験漁場 における放流試験について･平成元 年度

滋野児水産#顔場単年度#顔研究謂査農具.滋賀県水産試験場,15-16･

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 (1991) セタシジミ.平成 2年度地域特産産増感皮節併発事発報告書 (=枚

月 グル-プ).水産庁.

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 (1991) 松原試験漁場および周辺のセタシジミの分布.平成 2年度歯質展水

産#魚層単年度就農研究粛査虎男.滋賀県水産試験場,7-8･

井戸本 純一 ･橋本 佳樹 (1991) 平成 2年度のセタシジミの池中産卵について.平成 2年度感賞農水

産#顔場単年度##研究謂査農兵.滋賀県水産試験場,9-10･

井戸本 純一 ･橋本 任樹 (1991) セタシジミの大量産卵方法について･平成 2年度盛資農水産p試顔場

単年度#鼻研究粛査農兵.滋賀県水産試験場,ll-12･

橋本 任樹 ･井戸本 純一 (1992) セタシジミ.平成 3年度地域特産凄増感技術併発事農報告書 (=枚

月 グループ).水産庁.

井戸本 納一 ･橋本 佳樹 (1992) セタシジミ池中産卵の制御方法について.平成 3年度感賞農水産試

厳場単年度試顔研究粛査虎男.滋賀県水産試験場,751761

井戸本 純一 ･橋本 佳樹 (1992) セ ロ トニンによるセタシジミの産卵誘発について･平成 3年度滋野

児水産試顔場単年度#厳研究粛査庶男.滋賀県水産試験場,77-78.
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橋本 佳樹 ･井戸本 純一 ･高橋 誓 (1992) セタシジミD型仔貝放流試験.平成 3 年度滋資屠水産p-#

顔場単年度p就厳研究諸査庶男.滋賀県水産試験場,79-80.

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 ･高橋 誓 (1992) '89-'90年度セタシジミD型仔貝放流貝追跡調査.平成 3

年度感賞展水産試顔場単年度封厳研究謂査虎男.滋賀県水産試験場,81-82.

Ueno,K.andIdomoto,J. (1993) FusmnofFIShSpermatozoawlthPolyethylelleGlycol.Nt'pponSut'san

Gakkaishi,59(8). 日本水産学会,1355-1360.

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 (1993) セタシジミ.平成 4年度地域好摩超増感技術開発事業報告書 〔二枚

月 グループ).水産庁.

井戸本 純一 ･橋本 佳樹 (1993) セタシジミ種苗の安定量産技術.平成 4年度感賞展水産部顔場事業

報告.滋賀県水産試験場,38-39.

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 (1993) セタシジミD型仔貝の放流効果.平成 4年度歯質原水慶試顔場着果

報告.滋賀県水産試験場,40141.

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 (1993) セタシジミD型仔貝の減耗調査.平成 4年度滋賞虞水産上武厳場事業

報告.滋賀県水産試験場,42-43.

橋本 任樹 ･井戸本 純一 (1993) セタシジミ親貝の放流効果.平成 4年度滋穿原水慶喜顔場事業#昔.

滋賀県水産試験場,44-45.

橋本 佳樹 ･井戸本 純一 (1993) 琵琶湖におけるセタシジミ放流試験の現状.平成 5年度水産Z学研

究#進全国会議諾済集.水産庁水産工学研究所.

上野 紘一 ･井戸本 純一 (1994) 多精受精をめざしたプロタミンによるフナ精子の接着. 日本水産学

会5,60(3).,341-346.

井戸本 純一 ･氏家 宗二 (1994) セタシジミ.平成 5年度地域特産摩量産激務技術開発事業#告書 (二

枚月 グル-プ).水産庁.

井戸本 純一 (1994) セタシジミ種苗量産技術の向上.平成 5 年度盛穿腰水産試厳場事農務告.滋賀

県水産言式験場,36-37.

井戸本 純一 ･氏家 宗二 ･水谷 英志 (1994) セタシジミD型仔貝の放流効果 一三津屋地先 における

1年後の成長･生残および分散 -.平成 5年度滋資農水産試.験場事業報告.滋賀県水産試験場,38-39.

井戸本 純一 ･氏家 宗二 ･水谷 英志 (1994) 奥島試験漁場における放流セタシジミの生残 と分散.

平成 5年度滋背腰水産i試厳場事農報告.滋賀県水産試験場.40-41.

氏家 宗二 ･井戸本 純一 ･水谷 英志 (1994) セタシジミ親貝の適正放流密度.平成 5 年度感賞虞水

産試廉場事者報告,滋賀県水産試験場,42-43.

井戸本 純一 ･氏家 宗二 (1995) セタシジミ.平成 6年度地域特産産量産激務技術開発事業報告書 (二

枚月 グループ).水産庁.

井戸本 純一 (1995) 調温飼育によるセタシジミ採卵用親貝の成熱制御.平成 6 年度溶質頗水産試顔

場事業報告.滋賀県水産試験場,28-29.

井戸本 純一 (1995) セタシジミD型仔貝への添加餌料の検討.平成 6年度滋穿贋水産試厳場事業報

告.滋賀県水産試験場,30-31.

井戸本 純一 ･氏家 宗二 ･水谷 英志 (1995) 奥島試験漁場における放流セタシジミの生残 と分散.

平成 6年度感賞児水産喜一験場事業報告.滋賀県水産試験場,32133.

井戸本 純一 ･氏家 宗二 ･水谷 英志 (1995) 三津屋地先水域における放流セタシジミ資源量の増加.

平成 6年度滋■資虞水産威厳場寄算#告.滋賀県水産試験場.34-35.

氏家 宗二 ･井戸本 純一 ･水谷 英志 (1995) セタシジミの区画漁場内での漁獲強度と再生産力.辛

成 6年度溶質頗水産試厳場事業報告.滋賀県水産試験場.36137.

井戸本 純一 (編) (1996) 昭和 63年-平成 4年度磯城特産膚増感技術開発者_業報告書 ｢セタ シジミ).

滋穿原水産試験場研究報告第 45号.滋賀県水産試験場‥

井戸本 純一 ･氏家 宗二 (1996) セタシジミ.平成 7年度遡域特産膚量産激務技術原発事業務告書 (二

枚貝グル ープ).水産庁.

井戸本 純一 (1996) セタシジミ種苗量産技術向上試験.平成 7年度歯質農水産試顔場事業報告,滋

賀県水産試験場,24-25.

井戸本 純一 ･氏家 宗二 (1996) 三津屋地先におけるセタシジミの追跡調査.平成 7年度滋資農水産

武一験場事業藤吉.滋賀県水産試験場,26-27.
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井戸本 純一 ･氏家 宗二 ･的場 洋 (1996) セタシジミ種苗生産放流実証試験.平成 7年度感賞展水

産武巌場事煮報告.滋賀県水産試験場,28-29.

井戸本 純一 ･小林 徹 (1996) セタシジミの DNA 分析手法の検討.平成 7年度溶質腰水産試顔場事

巣報告.滋賀県水産試験場,30-31.

氏家 宗二 ･井戸本 純一 (1996) セタシジミの区画漁場内での漁獲強度 と再生産力 Ⅲ.平成 7年度

滋菅原水産封顔場事農報告.滋賀県水産試験場,32133.

小林 徹 ･井戸本 純一 (1996) ニゴロブナの遺伝的多様性検 出のための DNA 増幅の試み.平成 7年

度滋背腰水産#顔場事巣報告.滋賀県水産試験場,20-21.

井戸本 納一 ･西森 克浩 (1997) セタシジミ.平成 8年度地域特産膚量産激務技術厨.発事煮報告書 (二

枚月 グループ).水産庁.

井戸本 純一 (1997) セタシジミの体型別産卵量の推定.平成 8 年度歯牙農水慶喜顔場事果報葺.戟

賀県水産試験場,25-27.

井戸本 納一 ･西森 克浩 ･山中 治 (1997) 沿岸特定資源調査 (セタシジミ).平成 8年度感賞農水産

p試顔場事農務告.滋賀県水産試験場,28-32.

西森 克浩 ･井戸本 純一 (1997) 異なる曳網速度で採捕されたセタシジミの砂噛み率.平成 8年度滋

背腰水産対顔場事美辞告.滋賀県水産試験場,33-34.

井戸本 純一 (1998) 貝類.平成 7年度琵琶湖沿岸帯調査報告書.滋賀県水産試験場,23-34.

井戸本 純一 (1998) バイテク利用によるニジマス,アマゴの優良形質魚の育種および養殖 システム

開発に関する研究.平成 9年度バイテクflJ用善感 システム高度化事農報告書.滋賀県醒井養鱒場.

井戸本 納- (1998) 超肥育系ニジマスの全雌三倍体 にみ られた体型異常の遺伝的背景.平成 9年度

滋背腰藤井着岸場農務#告.滋賀県醍井養鱒場,36-37.

井戸本 純一 (1998) 氷温冷蔵によるアマゴ精子保存の試み.平成 9年度滋資原産#着席場業務報告.

滋賀県醒井養鱒場,38-39.

井戸本 純一 (1998) ハ リヨの県内生息状況調査 と増殖保存技術開発.平成 9年度滋質原産井着席場

農務顛告.滋賀県醒井養鱒場,44-45.

井戸本 純一 (1999) ニジマス精子 Uv処理技術の改良.平成 10年度滋背腰摩#着屠場業務報告.滋

賀県醒井養鱒場,36-37.

井戸本 純一 (1999) ニジマスおよびアマゴの完全ホモ化魚量産試験.平成 10年度感賞頗藤井着潜場

農務#啓.滋賀県醒井養肯場,38-39.

井戸本 純一 (1999) アマゴ精子の氷温での保存.平成 10年度盛者農産井着岸場業務報告.滋賀県醒

井養肯場,40-41.

高橋 醤 ･山中 治 ･井戸本 純一 ･井出 充彦 ･吉岡 剛 (1999) ｢琵琶湖沿岸帯調査報告書｣による

昭和 44年 と平成 7年の琵琶湖沿岸帯の比較.歯質虞琵琶瀞研究所 庶務第 16号.滋賀県琵琶湖

研究所,64-69.

井戸本 純一 (2000) 精子に対する紫外線照射量測定方法の改良.平成 11年度歯質原産#着屠場業務

報告.滋賀県醒井養薦場,42-43.

井戸本 純一 (2000) マス類における紫外線を用いた雄性発生誘導の試み.平成 11年度感賞原産井着

席場業務顛芹.滋賀県醒井養鱒場,44-45.

井戸本 純一 (2000) ｢人工輸精管｣による精子の冷蔵保存.平成 11年度感賞原産#養屠場業務報告.

滋賀県醒井養鱒場,46147.

井戸本 純一 (2001) 遺伝的不活性化精子の大量処理のための最適条件.平成 12年度滋資農水産試厳

場手鼻報告.滋賀県水産試験場,250-251.

井戸本 純一 (2001) アマゴ第一卵割阻止型雌性発生魚およびその性転換雄の成熟特性.平成 12年度

滋野農水産封顔場着果粛啓.滋賀県水産試験場,252-253.

井戸本 純一 (2001) ニジマス第-卵割阻止型雌性発生魚の性転換雄の成熟特性.平成 12年度盛穿贋

水産討厳場事農務告.滋賀県水産試験場,254-255.

井戸本 純一 (2001) アマゴ第一卵割阻止型雌性発生魚 とその性転換雄の交配成績.平成 12年度薗曹

農水産試巌場事業報告.滋賀県水産試験場,256-257.

井戸本 純一 (2001) 紫外線による雄性発生誘導技術の開発.平成 12年度感賞農 水産封厳場事業報告

滋賀県水産試験場,2581259.
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井戸本 純一 ･江竜 勝一 (2001) ビワマス種苗生産時の初期減耗原因の解明と対策.平成 12 年度滋

菅原水産試顔場事賞#告.滋賀県水産試験場,260-261

研究活動に関する業続

【学会 ･研究会での発表など】

井戸本純一 (ユool) 琵琶湖沿岸帯調査にみる貝類相の変化.第 1回琵琶湖博物館研究セミナー.琵琶

湖博物館.琵琶湖博物館会議室 (草津市)

井戸本純一 (2001) 琵琶湖沿岸帯調査にみる貝類相の変化.第 9回世界湖沼会議.第 9回世界湖沼会

議実行委員会.大津プ リンスホテル (大津市)

【これまでの業績集に掲載されなかった 2001年 3月以前の学会 ･研究会での発表など】

井戸本純一 ･上野紘一 (1987) 魚類の雄性発生誘起 に関す る基礎的研究-Ⅰ 卵核の遺伝的不活性化

のための適正紫外線照射量.昭和 62 年度 日本水産学会秋季大会. 日本水産学会.北海道大学水

産学部 (函館市)

井戸本純一 ･上野紘一 (1987) 魚類の雄性発生誘起 に関す る基礎的研究-Ⅲ プロタミンによる精子

の接着.昭和 62年度 日本水産学会秋季大会. 日本水産学会.北海道大学水産学部 (函館市)

井戸本純一 (1993) 琵琶湖におけるセタシジミ放流試験の現状.平成 5年度水産=学研究推進全国会

議.水産庁水産工学研究所.(銚子市)

井戸本純一 (1994) セタシジミの増殖技術開発-D型仔貝放流の効果-.平成 6年度前期 日本水産学会

近畿支部例会, 日本水産学会.京都大学 (京都市)

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢堅田内湖における魚類の生態に関する研究｣研究代表者

琵琶湖博物館専門研究 ｢水産生物における遺伝的多様性の管理に関する研究｣

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸芦潮博物館の主催行事

2001年 7月 20日～9月 30日 ｢おもしろナマズ大発見一さまざまな姿 と習性 -｣.第 10回水族企画展.

琵琶湖博物館水族企画展示室.草津市 [代表]

2001年前期 ･後期 開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館 (戟

賀県草津市).[資料集編集委員]

2001年 3月 3日 ｢水族展示の舞台裏｣.琵琶湖博物館観察会.琵琶湖博物館水族棟.草津市.[代表]
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長崎 泰則 NAGASAKl.Yasunori 林学

研究部応用地域研究系
(兼)事業部交流センター

印刷物

【専門分野の著作】

長崎 泰則 (2001)ヒノキ林 における降雨がもたらす土壌の酸性化等に関する研 究.滋宮原森林 センター業務 弁

舌,(34):30.

【-般向けの著作】

長崎 泰則 (2001)世界湖沼会議で森林をPR!.滋賓原森林 センターだより,(創刊号):3.

研究活動に関する業続

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館専門研究 ｢滋賀県における里 山の保全と利用方法｣

博物館事業に関する業続

【交流 ･サービス活動】
犀夢湖博物Gの主催行事

2001年 4月 30日 春の植物と山菜探し.里山体験教室 (春編).日野町上駒月.[企画 ･実施]

2001年 7月 1日 湖西の里山を探ろう!.里山観察会.志賀郡志賀町北比良.[企画 ･実施]

2001年 7月 29日 虫から見た里山.里山体験教室 (夏編).日野町上駒月.[企画 ･実施]

2001年 9月 23日 樹木の病 虫獣害.開館5周年記念 連続講座 ｢湖と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖

博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 10月 28日 木の実とキノコ.里 山体験教室 (秋編).日野町上駒月.[企画 ･実施]

2001年 12月 2日 柴刈り体験.里山体験教室 (冬編).日野町上駒月.[企画 ･実施]

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

1999年 4月 1日- 滋賀県森林センター.主査 (林業専門技術員)を兼務
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桑原 雅之 KUWAHARA,Masayuki 水族生理学

主任学芸員 研究部応用地域研究系
(莱)事業部交流センター

印刷物

【専門分野の著作】

桑原 雅之 ･楠岡 泰 ･桑村 邦彦 ･芳賀 裕樹 ･琵琶湖博物館 フィール ドレポ-タ- (2001) 地域の人々

に身近な環境に 目を向けて もらうための新たな試み一琵琶湖博物館 フィール ドレポーター制度一

第 9回世界#沼会議発表文集.第 2分科会 :291-294.

桑原 雅之 ･中井 克樹 ･中本 巨樹 (2001) ハゼ類による琵琶湖沿岸帯の利用について.平成 13年度 ゴ

リ研究 会諾済要 旨東 :12.

桑原 雅之 ･中本 巨樹 ･中井 克樹 (2001) 琵琶湖産 ヨシノポ リ類 R/H'770gObilLSSPP.による沿岸帯 に

おける生息場所利用.2001年度 B本魚類学会年会諸藩要 旨 :18.

【一般向けの著作】

桑原 雅之 (2001) がんばれ!湖国の魚 ｢ビワマス｣.週FF77釣 りサ>デー.2001年 12月 9日号 :130.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

桑原 雅之 ･中本 巨樹 ･中井 克樹 (2001年 10月 5日) 琵琶湖産 ヨシノポ リ類 Rllt-"OgObL''LSSPP.に

よる沿岸帯における生息場所利用.2001年度 B本魚類学会年会,鹿児島大学工学部 (鹿児島県

鹿児島市).

桑原 雅之 ･楠岡 泰 ･桑村 邦彦 ･芳賀 裕樹 ･琵琶湖博物館 フィール ドレポーター (2001年 11月 12

日～15 日) 地域の人々に身近 な環境 に目を向けて もらうための新たな試み一琵琶湖博物館 フィ

ール ドレポ-ター制度一.第 9回 世界潜沼会諾 第 2分科会.第 9回世界湖沼会議実行委員会.

大津プ リンスホテル (大津市).[ポスター発表]

桑原 雅之 ･中井 克樹 ･中本 巨樹 (2001年 5月 19日) ハゼ類による琵琶湖沿岸帯の利用について.

平成 13年度 ゴ リ研究 会,愛媛大学理学部 (愛媛県松山市).

桑原 雅之 ･中井 克樹 ･中本 巨樹 (2001年 6月 23 日) ハゼ類による琵琶湖沿岸帯の利用につ いて

-ヨシノポ リ類 を中心 に-.雷管瀞 博物館給合研究_発表会,琵琶湖博物館.

桑原 雅之 (2001年 4月 6日) 琵琶湖の魚 と水辺エコ トー ン.滋資県 レイカ ディア大学草津校.滋賀

県立長寿社会福祉セ ンター.[講演〕

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖 とその集水域における水生動物の寄生相に関する研究｣研究協力者

琵琶湖博物館専門研究 ｢琵琶湖水系に生息す るビワマスとアマゴの関係｣

博物館事業に関する業績

【交流∴ サービス活動】

岸ぎ潮博物館の主催行事

フィール ドレポーター.[運営]

2001年 7 月 29 日 ｢水辺の魚 をつかんでみよ う｣.フイ-ル ド観察会.滋賀県大津市.[企画 ･運営 ･

主担当〕
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2001年 8月 25 ･26日 夏休み相談室.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[企画 ･運営]

2001年 10月 7 日 ビワマス とサツキマス (アマゴ).開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博

物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 10月 16日 常磐小学校 ミュ- ジアムスクール ｢燐の研究｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[指

導]

2001年 11月 ll E] ｢ビワマスの産卵を観察 しよう｣.フィール ド観察会.滋賀県マキ ノ町知内 (知内

川 ).[企画 ･運営 ･主担 当]

2002年 3月 3日 水族展示の舞台裏博物館探検隊.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[指導]

その他の博物館､題& ･Lg体等の行事

2001年 4月 29日 ｢びわ こ地球市民の森 植樹祭｣.滋賀県土木交通部都市計画課.滋賀県守山市,[展

示]

2001年 6月 22日 ｢淡水魚 について｣東海大学付属仰星高校 中等部.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講

演]

2001年 8月 22 ･23日 夏期集 中講義 ｢琵琶湖探求｣.滋賀県立石部高等学校.琵琶湖博物館.滋賀県

草津市.[指導]

2001年 10月 5日 ｢魚類に親 しむ｣. 平成 13年度 教職経験者研修 I.滋賀県総合教育セ ンター.琵琶

湖博物館.滋賀県草津市.[指導]

2002年 2月 19日 ｢水族バ ックヤ- ド体験｣.坂田郡教育研究会中学校理科部会.琵琶湖博物館.滋賀

県草津市.[指導]

テレビ ･ラジオ等への出演 ･協力

2001年 10月 31日 ｢NHK ビワマス取材｣.NHKエデュケー ショナル (高島町鵜川)[取材協力]

【資料整備活動】

貢ぎ潮好物Gの資料登庁,･'5動
水族資料.[収集]

水族資料.[飼育管理 ]

他の好物G等のjf料塵M,者動

国立科学博物館用魚類標本収集.

【展示活動】

岸芦湖博物館の展示;15動

水族展示.[維持管理]

館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

琵琶湖総合保全整備計画 ワーキ ング担当

【館外の活動】

琵琶湖総合保全学術委員会小委員会 委員

琵琶湖総合保全整備計画推進部会 ワーキング担 当
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宮本 真二 MIYAMOTO,Shinji 微古生物学 (理学博士)

学芸員 研究部応用地域研究系

(莱)事業部展示科

印刷物

【学術論文】

官本 真二 ･渡遠 奈保子 ･牧野 厚史 ･前畑 政善 (2001) 日本列島の動物遺存体記録にみ る縄文時代

以降のナマズの分布変遷.動物考 古学 16.動物考古学研究会･61173･

【専門分野の著作】

宮本 真二 ･福滞 仁之 (2001) 最終氷期以降の琵琶湖の湖水位 ･汀線変動･地球 23(6)･海洋出版･

381-386.

宮本 真二 ･渡遺 奈保子 (ユool) 動物遺存体資料にみる縄文時代以降のナマズの分布の変化一東 日本

にナマズはいなかったか ?I.宮本 真=･窟冒瀞博物館 5周年記念企画展 ･第 9回企画展展示

解説書.滋賀県立琵琶湖博物館.27-34･

宮本 真二 (編) (2001) 鮭一魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ-.雷管瀞 博物館 5周年記念企画展 ･第 9

回企画展展示解説書.滋賀県立琵琶湖博物館1164p･

宮本 真二 (2001) 野洲川下流域平野,下長遺跡の基本層序 と年代･守LLJ市文化財務査#芳書 ･下長

遺跡発粛調査報告書IV.守 山市教育委員会.71-731

官本 真二 (2001) 近江盆地南東部,五条遺跡における中世庭園成立期の古環境･中主町埋蔵文化財

調査報告書 ･名腰兵主神#庭園保存髪膚報告書.中主町教育委員会･15-24･

【一般向けの著作】

前畑 政善 ･宮本 真二 ･牧野 厚史 (2001)｢飴｣二魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ-/特集.内藤 又一郎 ･

他 (編). うみん ど (瀞人).琵琶湖博物館･(19):415･

宮本 真二 (2001) ナマズの東進 と人間活動一遺跡の魚類遺体か ら一･順 が むすぶ窟ぎ潮 と田ん ぼ』

(窟ぎ瀞博物館 5周 年記念 シンポジウム#演要 旨集).滋賀県立琵琶湖博物館･滋賀県･10-11･

宮本 真二 (梶) (2001) 順 がむすぶ琵琶湖 と田んぼ』(窟宮瀞博物館 5周年記念 シンポジウム講演

要 旨集).滋賀県立琵琶湖博物館.滋賀県 ･ 22･p.

宮本 真二 (2002) 人 と人の ｢交流｣ -琵琶湖博物館の展示交流員/特集･内藤 又一郎 ･他 (編 )･ う

みん ど (潮人 ).琵琶湖博物館,(22):4-5･

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表な ど】

宮本 真二 (2001年 5月 26 日) 環境考古学か らみた森 ･地形 ･魚 と人間活動･地厚教材研究 会･地

理教材研究会.滋賀県立琵琶湖博物館 (革津市)･

宮本 真二 (2001年 7月 7日) 花粉分析か らみた森林改変 と人間活動･第 24回民族 自J#話研究 会I

民族 自然誌研究会.京大会館 (京都市)･

宮本 真二 (2001年 11月 12日～15日) 遺跡の魚類遺体 にみる縄文時代以降のナマズの分布変化 第

9回世界瀞沼会#.第 9回世界湖沼会議実行委員会･大津プ リンスホテル (夫津市)･[ポスター

発表]

前畑 政善 ･牧野 厚史 ･宮本 真二 (2001年 11月 12日-15日) 琵琶湖博物館 5周年記念企画展 『鮭

一魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ--』･弟 9回世界湖沼会議.第 9回世界湖沼会議実行委員会･大津
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プ リンスホテル (大津市).[ポスター発表]

宮本 真二 (2002年 3月 15 日) 遭跡の魚類連体 にみる 日本列島の主要淡水魚の分布変遷 と人為.窟

ぎ潮 博物膚研究 セミナ-.滋賀県立琵琶湖博物館 (草津市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖周辺域における過去 1万年間の自然環境 と人間情動の変遷｣研究代表者

琵琶湖博物館総合研究 ｢東アジアの中の琵琶湖,その成立 と人間生態系の比較研究｣研究分担者

琵琶湖博物館専門研究 ｢近江盆地 における遺跡の立地環境の解析｣研究代表者

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

2000年～.人文地理学会地理学文献 目録編集委員会 委員.人文地理学会編 ;地理学文献 目録第 11号.

【大学での講恭 ･実習､学生の指導など】
2001年 8月 2日 A展示室の説明.琵琶湖博物館博物館実習生.[実習]

2001年 10月 13日 立命館大学文学部博物館実習.立命館大学文学部学生.[講議]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

貢ぎ湖好物Gの主虐行事

2001年 6月 10日 最終氷期遺構 の気候 ･森 ･土地の変化 と人類.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :

琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.草津.[講義]

2001年 9月 8日 第 8回琵琶湖博物館地学研究発表会.滋賀県立琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[企画 ･

運営]

2001年 9月 30日 ｢化石 の採集｣.博物館観察会.三重県大山田村.三重県大 山田村.[企画 ･運営]

2002年 2月 17日 第 9回琵琶湖博物館地学研究発表会.滋賀県立琵琶湖博物館.滋賀県立琵琶湖博物

館.[企画 ･運営]

2001年 8月 4日 ｢遺跡 とナマズ｣.博物館観察会.滋賀県立琵琶湖博物館 .滋賀県草津市.[講議 ･企

画 ･運営]

その他の好物M､題& ･団体等の行事

2001年 10月 5日 滋賀県教育委員会.｢琵琶湖博物館の展示概要｣.釣賀県教職経験者研修 .滋賀県立

琵琶湖博物館.草津市.[講議]

2001年 4月 19日 滋賀県 トラック厚生年金基金.｢琵琶湖のおいたちを探 る｣.全国 トラ ック厚生年金

基金全国大会.琵琶湖ホテル.大津市.[講議]

研併合 ･##対応
2001年 12月 22日 島根県立三瓶 自然館.展示交流員説明.

2002年 2月 28日 三方町立縄文博物館.展示交流員説明.

【展示活動】
岸夢湖博物Mの展示溝動
｢河原の石はどこか ら｣剥ぎ取 り資料補修. 1件.[維持管理 :主担当]A展示室.

｢亜熱帯の湖｣実施設計.1件.[主担当]A展示室

展示交流員に関する研修.新人研修 ･定例懇談会 ･定例研修 .[企画 ･運営 :主担 当]

平成 13年度企画展示.[進行管理担当 :副担 当]

【展示活動】

研究部 a領域の研究推進にかかわ ること.[副担 当]

研究部研究発表 に関す ること.[副担当]

- 88-



電子顕微鏡 ･暗室.[維持管理 :主担当]

地学標本製作室.[維持管理 :主担当]

館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

1997年- 中主町教育委員会 ･兵主神社庭園保存整備委員会 委員

【館外の活動】

2001年 8月～ 高月町町史編集員 編集委員
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布谷 知夫 N U NOTA Nl.Tomoo 博物館学 (農学博士)

総括学芸員 研究部博物館学研究系

(莱)事業部長

印刷物

【学術論文】

布谷 知夫 (2001) 博物館内の図書室の役割.博物館研究. 日本博物館協会･36(8)29-33･

布谷 知夫 (2001) 守山市下長遺跡か ら出土 した木材遣物･ 下長遭跡発M謬査報告5･65-69･

布谷 知夫 (2002) 博物館資料 としての情報.全 B本博物館学会粛･27(1)1111･

布谷 知夫 (2001) 琵琶湖博物館の現状 と評価の課題.村山 暗 (編).魔窟 と しての博物館 の実践釣

評価 [彦曹瀞博物虜 による産済軌 文化Gg､#会69効果 の研究].雄山闇,東京 :ll-24･

布谷 知夫 (2001) 博物館への評価か らの展望.村山 絶 (編)･魔窟 としての好物膚 の実践の評価 [窟

宮潮博物館 による超済99､文化館､社会99効果 の研究].雄山闇,東京 :153-159･

【専門分野の著作】

布谷 知夫 (2001) 博物館は地域 とどう結びつ くか.雷管潮博物館研究最前虜 r潮 と人肌 責料兵 :70-74･

布谷 知夫 (2001) 琵琶湖博物館のはしかけ制度.学会ニュ-ス･全 日本博物館学会･(60):3-4･

布谷 知夫 (2002) 日本の総合博物館の場合 博物館経営の実際･全国大学博物館学講座協議会西 日本

部会 (蘇).鹿諾博物館学.芙蓉書房出版,東京:177-179.

【一般向けの著作】

布谷 知夫 (2001) 博物館はワンダ-ラン ド.潮国 と文化･滋賀県文化振興事業臥 (95):80-83･

布谷 知夫 (2001) 街 中の巨木 をさがす 自然観察のテ-マ･41lNacs-J 白,##粛清導貞大原遵#会併

願5,(43):2-4.

布谷 知夫 (2001) 事例 和泉葛城 山ブナ林の保全.生農学か らみた身近な盾物#蕗の尿者･大洋雅彦

(監修).(財) 日本 自然保護協会編集.講談社,東京 :78-79･

布谷 知夫 (2001) ソヨゴの情熱を.そよごの会 10周年記念誌･

布谷 知夫 (2001) 初夏の季節をさが して 自然観察のテ-マ･42lNacs-J 白,#粛賓措導貞大慶遵超会

席Bg蕗,(44):2-4.

布谷 知夫 (2001) 学校 と博物館 との連携事業のあ りかた･教育新聞 (9月 3日)･

布谷 知夫 (2001) タケの成長の早さ 自然観察のテーマ･43.Nacs-J 自然密寮清孝貞夫厨遵彪会虜厨

蕗,(45):2-4.

布谷 知夫 (2001) 博物館評価 という怪物がやって くる･ ドームインタビュー

布谷 知夫 (2001) 自然保護インタビュー 琵琶湖博物館の布谷知夫さん･B本 自然傑屠場会･自然保

# (459):9.

布谷 知夫 (2001) 雄の花 と雌の花 自然観察のテーマ144.Nacs-J自戯粛崇拝者貞大慶遵超会磯厨鼠

(46):2-4･

布谷 知夫 (2001) ｢地域 らしさ｣にこだわる.園西自然保者機構会話･23(2)89190･

布谷 知夫 (2001) 地域 とむすびついた博物館をめざして.弟 9回世界湖沼会議発表文集第 2分科会 :

145-148.

布谷 知夫 (2001)琵琶湖研究の流れ と住民の役臥 琵琶湖百科編集委員会 (編)p知 ってますか この瀞

を-びわ潮 を語 る 50着.サンライズ出版,彦根.323-328.

布谷 知夫 (2001) フォーラムの総括.近江富士男山 フォーラム報告邑 滋賀森林管理署 :14-16･

布谷 知夫 (2001) 豊作年 と凶作年 自然観察のテ-マ･45.Nacs-J白,#節黍措導貞夫原産府会#厨鼠

(47):2-4･
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布谷知夫 (2002) 1本の茎か ら始 まったクロー ン集団 ? ! 琵琶湖四方 山話(1).励園 と文 化.滋賀県

文化振興事業団,(99)94-95.

布谷 知夫 (2001) こんな交流が したか った.展示交 涼月 って知 ってる ?.琵琶湖博物館展示交流員

倶楽部 :4-7.

布谷 知夫 ･桑垣 瑞 (2002) 桑島正二植物 コレクション目録の編集にあたって.桑 島正二膚物原本 目

顔.琵琶湖博物館.

布谷 知夫 (2002) 黄色い花 と白い花. 自然観察 のテーマ･46.Nacs-J自然静索清孝貞大阪遵超 会楼

蘭蕗,(48):214.

布谷 知夫 (2002) 自然生態系.京都府 レッ ドデ-タ ブック 下巻.232-266.

布谷 知夫 (2002) 博物館 と地域 と.親 しむ博物館 つ <り事農 rよみがえれ 写真た ちJ報告書.133-

134.

川嶋 宗継 ･川崎 睦夫 ･布谷 知夫 ･土 田 和義 ･堤 幸一 (2002) 20世紀の教訓 新たな世紀 の環境

学習の創造.第 4回全国原産学習フェア報告富.文部科学省 ･滋賀県 ･滋賀県教育委員会.16-20,

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

布谷 知夫 (2001年 9月 7日) 地域 こそが博物館.エコミュージアム ･シンポジウム.甲西エ コミュ

ージアム ･フォー ラム. 日本エコミュー ジアム研究会 ･甲西文化ホール (甲西町).

布谷 知夫 (2001年 10月 25日) 利用され る博物館 を目指 して.北港道 B腰地区博物館等達磨 協議会

ミュージアム ･マネージメン ト研修会.北海道 日胆地 区博物館等連絡協議会.史跡北黄金貝塚情

報セ ンター.

布谷 知夫 (2001年 11月 14日) 地域 とむすびついた博物館 をめざして.第 9回世界湖沼会議第 2分

科会.大津プ リンスホテル コンベンションホール.[ポスター発表]

布谷 知夫 (2002年 1月 21日) 事例紹介 琵琶湖博物館の利用者 との学び.博物館教 育Lg僚 シンポ ジ

ウム rB由な学 びを支 度 するには 英米 の博物館草餅 に探 るJ.国立 民族学博物館.国立 民族学博

物館.

布谷 知夫 (2002年 1月 27 日) 琵琶湖博物館の到達点 と今後の課題.開館か ら 5年た った窟夢瀞博

物館.理念 にどう近 づいたか. 日本 ミュージアム ･マネー ジメン ト学会近畿支部研究会.

布谷 知夫 (2002年 2月 7日) 利用される ことで成長 ･発展する博物館.近畿地区公共図書館研修.

文部科学省 ･滋賀県教育委員会.琵琶湖博物館ホール.

布谷 知夫 (2002年 3月 19 日) 古 い写真で地域 を調べ る.題 しむ博物館 つ <り事業 シンポ ジウム.

文部科学省.東京国立博物館平成館.

布谷 知夫 (2002年 3月 30 日) 博物館の交流活動.九州国立 博物館竣=記念 シンポジウム.アジア

の博物館ネ ットワ-クと市民参加.九州国立博物館誘致推進本部.アク ロス福岡国際会議場.

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館総合研究 ｢博物館資料の収集 ･整理 ･保管 ･利用に関す る研究｣副代表

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

日本生態学会 自然保護専門委員会 委員

全 日本博物館学会 委員

関西 自然保護機構 理事

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年 6月 24日 琵琶湖博物館の概要 と利用者.奈良大学博物館学実習.琵琶湖博物館会議室.

2001年 8月 1日 博物館 とは.琵琶湖博物館博物館実習.琵琶湖博物館セ ミナー室.

2001年 11月 27 日 琵琶湖博物館の設立の考え方.愛知学院大学博物館過程現場研修.愛知学院大学.

琵琶湖博物館セ ミナ-室.

2001年 12 月 1 日 博物館 には何が期待 されて いるのか.京都橘女子大学博物館学現場実習.至芭琶湖博
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物館実習室.

2001年 12月 25日 博物館学各論A.滋賀県立大学集中講義.滋賀県立大学.[非常勤講師]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サ ー ビス 活動 】

産声湖好物虎の主催行事

2001年 4月 30日 ｢春の植物 と山菜探 し｣.里山体験教室 (春編). 日野町上駒月.

2001年 5月 6日 ブナ科の花を確かめる.フィール ドレポーター臨時観察会.近江神宮.

2001年 6月 17日 ｢初夏の里山を歩 こう｣.大津市堅田.

2001年 7月 1日 ｢身近な里山の親祭会｣.志賀町北比良.

2001年 7月 8 日 博物館は地域 とどのように結びつくか.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶

湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 7月 29日 ｢虫か ら見た里山｣.里山体験教室 (夏編). 日野町上駒月.

2001年 10月 14日 菅山寺のブナ林を見る.余呉町菅山寺.

2001年 11月 3日 ドング リ拾い.は しかけ ｢体験学習｣グループ.近江神宮.

2001年 11月 4日 はしかけ登録講座.琵琶湖博物館会議室.

2001年 12月 2日 ｢芝刈 り体験｣,里山体験教室 (冬編). 日野町上駒月.

2001年 2月 17日 植物図鑑の使い方.は しかけ研修会.琵琶湖博物館会議室

学G遵#行事

2001年 8月 10 日 植物に親 しむ.自然調査ゼ ミナール.滋賀県中学校理科教育研究会.琵琶湖博物館

実習室

2001年 9月 20日 琵琶湖博物館の概要について.教職程験 6年次教員研修.琵琶湖博物館セ ミナー室.

2001年 9月 20日 植物 に親 しむ体験.教職経験 6年次教員研修.琵琶湖博物館屋外展示.

2001年 9月 28日 琵琶湖博物館の概要について.教職経験 6年次教員研修.琵琶湖博物館セミナー室.

2001年 9月 28日 植物に親 しむ体験.教職経験 6年次教員研修.琵琶湖博物館屋外展示.

2001年 10月 4日 琵琶湖博物館の概要について.教職経験 6年次教員研修.琵琶湖博物館セミナー室.

2001年 10月 4日 植物に親 しむ体験.教職経験 6年次教員研修.琵琶湖博物館屋外展示.

2001年 10月 5日 琵琶湖博物館の概要について,教職経験 6年次教員研修.琵琶湖博物館セミナー室.

2001年 10月 5日 植物に親 しむ体験.教職潅験 6年次教員研修.琵琶湖博物館屋外展示.

その他の好物G.朗& ･団体等の行事

2001年 4月 3日 環境 とはなんだろう,長岡京市市民環境委員会.琵琶湖博物館会議室.

2001年 4月 5日 琵琶湖博物館が考える環境.芦田ゼ ミナール (浪漫塾)研修会.琵琶湖博物館会議室.

2001年 4月 26 日 琵琶湖博物館の概要.北海道開拓記念館 ･開拓の村文化振興会.琵琶湖博物館セミ

ナー室.

2001年 5月 17 日 琵琶湖博物館の利用者 との係わ り方.静岡文化芸術大学産業考古館準備室.琵琶湖

博物館応接室.

2001年 5月 29日 琵琶湖博物館建設の経緯 と理念.長崎県博物館建設準備室.

2001年 5月 30日 タンポポの花か らわかること.玉津公民館さわやか女性学級.玉津公民館.

2001年 5月 31日 琵琶湖博物館における参加型の実践.今市市教育研究所県外研修.琵琶湖博物館.

2001年 6月 19 日 琵琶湖博物館の活動概要 とボランティアや地域住民との交流活動について.石川県

能美郡社会教育振興会.琵琶湖博物館会議室.

2001年 7月 27日 琵琶湖博物館の展示の考え方.滋賀 JASS会研修会.琵琶湖博物館実習室.

2001年 7月 31日 琵琶湖博物館の交流活動の考え方. 日本万国博覧会記念協会.

2001年 8月 11日 ヨシのくらしぶ り.愛媛県立博物館活性化研修会.愛媛県立博物館.愛媛県立図書

館視聴覚ホール.

2001年 8月 26 日 インス トラクター養成講座.大阪自然環境保全協会そよ ごの会.光明池センター ビ

ル.
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2001年 9月 3日 飴.魚がむすぶ琵琶湖 と田んぼ.滋賀行政評価事務所相談員研修会.滋賀行政評価事

務所.八 日市勤労者総合福祉セ ンタ-.

2001年 9月 19日 琵琶湖博物館 と水利用.大阪市地域振興会研修会.琵琶湖博物館会議室.

2001年 9月 21 日 館内展示のコンセプ ト 全国公害研協議会東海 ･近畿 ･北陸支部総会.琵琶湖博物

館会議室

2001年 9月 23日 足下の環境について考える. 日本技術士会関西大会.琵琶湖博物館会議室.

2001年 10月 11日 環境学習シンポジウム.第 4回全国環境学習フェア.滋賀県立文化産業交流会館.

2001年 10月 17日 琵琶湖博物館の概要.近畿地区国際化連絡協議会.琵琶湖博物館会議室.

2001年 10月 18日 琵琶湖博物館が考えてきた環境.関西科学技術セミナー.琵琶湖博物館セミナー室.

2001年 10月 18日 博物館見学のポイン ト.京都新聞インター ンセミナー.京都新聞滋賀本社.琵琶湖

博物館会議室.

2001年 10月 23日 琵琶湖 と水.神戸市水道労働組合研修.神戸市下水道組合.琵琶湖博物館会議室.

2001年 10月 27日 里山の保全に関する問題点 と課題 (コ-ディネ一夕ー).近江富士里山フォ-ラム

滋賀森林管理署.野洲町立三上社会教育セ ンター

2001年 11月 3 日 琵琶湖の水の話.スミセイわ くわ くスクール.蒲生野考現倶楽部 ･住友生命健康財

団.琵琶湖博物館ホール.

2001年 11月 20日 琵琶湖博物館 と利用者.向 日市民憲章推進協議会研修会.琵琶湖博物館会議室

2001年 11月 21日 湖北 ･菅山寺のブナ林を見る.宇治市さわやか歩 こう会.湖国 21世紀記念事業協

会.余呉町菅山寺.

2001年 11月 23日 成長する博物館のひみつ.札幌市博物館活動センター開館記念講演会.札幌市市民

局生活文化部. リンケージプラザ.

2001年 11月 27 日 琵琶湖博物館の展示.兵庫県芸術文化協会研修会.兵庫県芸術文化協会.琵琶湖博

物館セミナー室.

2002年 1月 15 日 琵琶湖博物館 と林業技術者.滋賀県林業技術者特技研修.滋賀県林務課/琵琶湖博

物館セミナー室.

2002年 2月 14日 琵琶湖のおいたちについて.NHK大阪歴史研修会.琵琶湖博物館実習室.

2002年 2月 15日 琵琶湖博物館の考え方.司法研修生研修.会議室.

2002年 2月 16日 植物図鑑の使 い方.そよ ごの会研修会.大阪自然環境保全協会会議室.

【展 示 活動 】

ftzg湖博物虎の展示活動

2001年 4月 15日 ｢琵琶湖を考えるコンサー ト｣.[実施].琵琶湖博物館ホール.

2001年 韓国川原道ウオーターシンフォニー.[展示指導]

世界湖沼会議琵琶湖ルーム.[展示協力]

親 しむ博物館事業 ｢よみがえれ.写真たち｣.[企画委員長]

親 しむ博物館事業 ｢写真のナゾとき.大作戦｣.[展示実施]

企画展示会 ｢(仮)外来生物｣プロジェク トチーム.[副担当]

館内人事､館外活動等に関すること

【館 内の人事 】

総括学芸員 ･事業部長

｢うみんど｣編集委員会 委員

【館 外 の 活動 】

田園空間博物館整備地方委員会 委員

教材 ｢郷土 と文化｣製作編集委員 会員

天然記念物和泉葛城山ブナ林保護増殖検討委員会 委員 (会長代行)

持続可能な 21世紀の里地づ くり検討会 委員

滋賀県文化情報誌 選定委員
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｢湖国と文化｣編集談話会 委員

｢博物館運営の活性化 ･効率化に資する評価の在 り方に関する調査研究委員会｣ 特別委員

湖西里山ミュージアム構想検討会 委員

滋賀県棚 田地域等保全検討会 委員

京都 レッ ドデータブック調査委員会 委員 (生態系調査部会長)

滋賀県生き物調査委員全 委員 (植物部会代表)
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秋山 虞光 AKIYAMA.Hiromitsu 魚類病理学

専門学芸員 研究部博物館学研究系

(莱)事業部交流センター科長心得

印刷物

【一般向けの著作】

秋 山 廉光 (2001) コイ､ニ ゴイ ｢がんばれ !湖国の魚｣､.週刊釣 りサ ンデー, 10月 28日号 ･

秋山 贋光 (2001) ウツセ ミカジカ､ カジカ ｢がんばれ !湖国の魚｣.週flj釣 りサ ンデー, 10 月 28 日

号.

秋 山 廉光 (2002) ギギ､カワ ヨシノポ リ ｢がんばれ !湖国の魚｣.週flJ釣 りサ ンデー, 1月 27日号･

秋 山 簾光 (2002) タカハヤ､アプラハヤ ｢がんばれ !湖国の魚｣.題 flJ釣 りサ ンデー,2月 17日号 ･

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

芹芦湖博物館の主催行事

2001年 4月 5日 質問 コーナー.｢ヒゲオヤジの ミニ ･水族展示解説 ツアー｣.水族展示室･

2001年 4月 14日 質問 コーナー.

2001年 6月 5日 自然調査 ゼ ミナール実習室.

2001年 7月 1 日 博物館 における映像資料 の保存 と活乱 開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶

湖博物館研 究最前線｣.琵琶湖博物館 .滋賀県草津市 .[講義]

2001年 7月 4日 信楽 中学校魚の解剖.実習室.

2001年 7月 6日 南郷 中学校魚の解剖 .実習室.

2001年 7月 21日 質問 コーナー.｢産卵期 を迎 えた琵琶湖の魚たち上 水族展示室･

2001年 8月 7日

2001年 8月 9日

2001年 9月 14日

2001年 9月 18日

2001年 9月 18日

2001年 9月 19日

理科教育講座.

自然調査 ゼ ミナール夜の博物館

モーニ ングレクチ ャー.

モーニ ングレクチ ャー.

付属中学校魚の解剖 .実習室.

モーニ ングレクチ ャー.

2001年 10 月 7 日 魚の鳴 き声.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣･琵

琶湖博物館.滋賀県草津市 .[講義]

2001年 10月 12日 質問 コーナー,

2001年 10月 16日 常磐′ト学校 ミュージアムス クール.セ ミナー室･

2001年 11月 16日 質問 コーナー.｢秋 に産卵する タナ ゴの仲 間｣.水族展示室･

2002年 2月 3日 水族展示探検隊.[展示解説].水族展示室.

2002年 3月 10日 フロアー トーク ｢琵琶湖の環境 と冬の魚 について｣.水族展示室･

その他の博物館.題& ･団休等の行事

2001年 5月 12日 メダカの住める湖国水環境づ くりの会.[講義].会議室.

2001年 7月 10日 ｢池の魚 について｣.平安神官.[講演]

2001年 8月 22日 ｢滋賀の水生生物の今昔上 高島町公民館.[講演]

2001年 8月 24日 石部高校.｢魚の感覚器官 とギギについて｣セ ミナー室.

2001年 8月 25日 亀 岡市.[講演]

2001年 8月 28-29日 石部高校 .魚の話 と解剖 .実習室,
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2001年 10月 14日 琵琶湖に学ぶ～水 と暮 らし-.同志社大学.高島.[パネラー]

2001年 11月 3日 住友生命.体験学習.[講師]ホール.

2001年 11月 15日 ｢映像データベースについて｣.世界湖沼会議 ワークシ ョップ.プリンスホテル [講

師]

2001年 11月 18日 親 しむ博物館事業 ｢よみがえれ写真たち｣発表交流会.ホール.

2002年 1月 16日 甲西高校.｢琵琶湖固有種の話｣.[講師】.セ ミナー茎.

研q会 .凍棄対応

2001年 5月 30日 彦根研修.[講師]

2001年 10月 23日 河港課.[講義]

2001年 12月 7日 琵琶湖博物館.中国 [視察対応]

テレビ ･ラ､ジオ等への出演 ･協力

2001年 4月 24日 (秩)ジェイワークス TV放送環境 2点.[撮影]

2001年 5月 8日 読売新聞大阪本社科学部新聞掲載.寄託 (環境系) 1点.[デジタル対応]

2001年 5月 14日 NHK番組制作局ハイビジョン展開.TV放送展示 cGl点.[デジタルダビング]

2001年 5月 26日 日本放送協会番組制作局 TV放送魚類 4点.[フイルム]

2001年 8月 2日 NHK衛星ハイビジョン.TV放送魚類 2点.[デジタル対応]

2001年 8月 2日 日本テレビTV放送企画展用 ビデオ作品.[vHS]

2001年 11月 13日 毎 日新聞大津支局.報道取材.魚類 1点.[デジタル対応]

2001年 12月 7日 NHK大津放送局.TV放送用.寄託 (環境系) 3点.[撮影]

2002年 1月 22日 朝 日放送報道情報局.報道用寄託 (環境系) 2点.[web上撮影]

jf封貸出;'5動

2001年 4月 1日 山と渓谷社.図鑑用魚類 l点

2001年 4月 13日 京都大学籍合人間学部.雑誌用寄託 (環境系) 28点.[デジタル対応]

2001年 4月 18日 (秩)エム ･シー ･アン ド･ピー.雑誌用魚類 l点.[フイルム]

2001年 4月 19日 アルス-ル編集室.雑誌用魚類､水生生物､漁拶 12点,[デジタル対応]

2001年 4月 19日 (有)ユープリン ト.パ ンフ魚類 2点.[webか らダウンロー ド]

2001年 4月 21日 (財)河川情報センター.広報誌魚類 l点.[デジタル対応]

2001年 4月 21日 水のめ ぐみ館 アクア琵琶広報誌環境 1点.[転載]

2001年 5月 1日 (樵)新興出版社啓林館.教科書副読本.魚類 3点.[webか らダウンロー ド]

2001年 5月 21日 水のめ ぐみ館 アクア託琶広報誌魚類 l点.[フイルム]

2001年 5月 29日 滋賀県農政水産部.広報誌寄託 (環境系) 5点.[デジタル対応]

2001年 5月 29日 講談社雑誌.魚類 1点.[フイルム]

2001年 5月 29日 (社)農山漁村文化協会雑誌用寄託 (環境系) 1点.[転載]

2001年 5月 29日 大津市立唐崎小学校教材用寄託 (環境系) l点.[プリン ト]

2001年 6月 8日 明治図書出版株式会社.教科書副読本.環境 5点.[フイルム]

2001年 6月 8日 滋賀県土木交通部.広報誌寄託 (環境系) 3点.[プリン ト]

2001年 6月 14日 滋賀県議会事務局.議員セ ッシ ョン用湖 6点.[デジタル]

200)年 6月 23日 浜島書店.教科書副読本.魚類 3点.[フイルム]

2001年 6月 23日 滋賀県農政水産部.広報誌オリジナルポスター l点.[デジタル]

2001年 7月 4日

2001年 7月 6日

2001年 7月 11日

2001年 7月 11日

2001年 7月 16日

2001年 7月 16日

びわこ銀行広報誌オリジナルポスターより魚類 5点.[転載]

(秩)ワークスコーポレーシ ョン.著作者利用図鋒デザイン.[撮影]

滋賀県広報課.広報誌オリジナルポスター l点.[デジタル]

龍谷大学短期大学部教材.企画展用 ビデオ作品.[vHS]

滋賀県琵琶湖環境部広報資料.魚類 6点.[転載]

(有)テラ.世界湖沼会議発表資料.寄託 (環境系) 2点.[デジタル]

2001年 7月 18日 み どりと絵本の企画舎.湖国 21世紀記念事業 カルタ制作.寄託 (環境系) 2点.[デ

ジタル]
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2001年 8月 8日 滋賀県琵琶湖環境部湖沼会議パ ンフレッ ト用寄託 (環境系) 6点､魚類 8点 [プリ

ン ト]

2001年 8月 2日 勉誠出版株式会社.書籍用寄託 (環境系) 1点.[プリン ト]

2001年 8月 2日 (財)河川情報センター.広報誌魚類 30点.[デジタル]

2001年 8月 2日 国土交通省中国地方整備局.教材用魚類 4点 [webよりダウンロー ド]

2001年 8月 31日 水資源開発公団パ ンフレッ ト用.魚類解説文 2点.[テキス ト]

2001年 8月 31日 サ ンライズ出版書籍用企画展資料 5点.[デジタル]

2001年 9月 13日 (財)河川情報センター.世界水 フォーラムパ ンフレッ ト用.図版 ･魚類 15点.[デ

ジタル]

2001年 9月 13日 びわ湖を守る水環境保全県民運動広報誌用.貝類 12点､湖沼 15点 [デジタル]

2001年 9月 29日 (財)河川情報センター.広報誌用.魚類 1点.[貸出資料の転用]

2001年 10月 6日 守山市立教育研究所教材用魚類 5点､企画展 5点.[デジタル]

2001年 10月 16日 八 日市市教育研究所教科書副読本用魚類 25点.[デジタル]

2001年 10月 25日 昭和堂書籍用寄託 (環境系) 6点.[デジタル]

2001年 10月 26日 (秩)Lが ぎん経済文化セ ンター.広報誌魚類 2点.[デジタル]

2001年 10月 26日 国土交通省近畿地方整備局.教材用魚類など 8点.[デジタル]

2001年 10月 26日 パ シフィックコンサルタンツ(秩)大阪本社パ ンフレッ ト用.魚類 1点.[webより

ダウンロー ド]

2001年 10月 26日 滋賀県土木交通部河港課長.パ ンフレット用.魚類 2点.[デジタル]

2001年 10月 29日 サ ンライズ印刷株式会社 21世紀記念事業印刷物用寄託 (環境系) 24点､魚類 4

点､オリジナルポスター 1点.[デジタル]

2001年 10月 31日 (秩)フォ ト･オリジナル教科書副読本用魚類など 3点.[フイルム]

2001年 11月 1日 滋賀県託琶湖環境部湖沼会議ポスター用魚類 6点.[デジタル転載]

2001年 11月 6日 八 日市教育研究所長教材用寄託(昆虫写真)2点.[デジタル]

2001年 11月 9日 滋賀県茸琶湖環境部国際水環境 フォーラムプレゼ ン用.寄託 (環境系) 2点.[デジ

タル]

2001年 11月 9日 全国農業協同組合連合会滋賀県本部.広報誌用.企画展資料 1点.[デジタル]

2001年 11月 12日 (財)完琶湖淀川水質保全機構湖沼会議展示用湖沼 9点.[デジタル]

2001年 11月 15日 滋賀県広報課.県広報誌用 オリジナルポスター 1点.[デジタル]

2001年 11月 26日 守山市教育研究所.教材用魚類 5点.[デジタル]

2001年 11月 27日 (樵)エ トレ県広報誌用鳥類 6点､魚類 6点.[デジタル]

2001年 11月 27日 東京法令出版株式会社.教科書副読本用魚類 2点､漁拶 1点.[デジタル]

2001年 12月 3日 志賀町教育委員会.町史発行用微生物 [デジタル]

2001年 12月 8日 (秩)週刊釣 りサ ンデー.学芸員執筆記事用.魚類 45点.[デジタル]

2001年 12月 8日 岩波書店.雑誌用寄託 (環境系) 2点.[デジタル]

2001年 12月 1日 (有)オフィスルーチェ.教科書副読本用魚類 1点.[デジタル〕

2001年 12月 18E]守山市教育研究所,教材用寄託 (環境系) 4点､魚類 1点.[デジタル]

2001年 12月 18日 (秩)光文社書籍用魚類など 46点.[デジタル]

2001年 12月 18日 守山市教育研究所.教材用魚類 l点.[デジタル]

2001年 12月 19日 国土交通省出雲工事事務所.広報用魚類 1点.[デジタル]

2002年 1月 3日 パシフィックコンサルタンツ株式会社国土交通省内部資料用魚類 4点.[デジタル]

2002年 1月 9日 東近江地域振興局建設管理部計画書用.魚類 17点.[デジタル]

2002年 1月 14日 うおの会.冊子用魚類 4点.[デジタル]

2002年 1月 15日 滋賀県環境政策課.冊子用オリジナルポスター 1点､水生昆虫 l点､魚類 2点.[デ

ジタル〕

2002年 1月 15日 (秩)エム ･シー ･アン ド･ピー.広報用魚類 3点.[デジタル]

2002年 1月 18日 (有)ヴイソブス図鑑用化石 2点.[デジタル]

2002年 1月 18日 東京書籍株式会社.教師用指導春用魚類 6点.[デジタル]

2002年 1月 22日 湖北地域振興局環境農政部.冊子用魚類 8点.転載

2002年 2月 5日 甲賀地域振興局環境農政部.冊子用魚類 l点.[デジタル]

-97-



2002年 2月 5日 守 山市立教育研究所教材用寄託 (環境系) 3点.[デジタル]

2002年 2月 6日 京都府企画環境部環境企画課教材用魚類 な ど 18点.[デジタル]

2002年 2月 13日 びわ湖 を守 る水環境保全県民運動広報誌用 .魚類 11点.[デジタル]

2002年 2月 15日 豊 中市立桜井谷東小学校教材用研究報告 1点.[転載]

2002年 2月 21日 (秩)平凡社雑誌用寄託 (環境系) 6点.[プ リン ト]

2002年 2月 21日 三推社 FENEK編集部雑誌用魚類 l点.[デジタル]

2002年 2月 26日 亀 岡市役所冊子用魚類 1点.[デジタル]

2002年 3月 1日 (杜)日本河川協会.広報誌用.寄託 (環境系)2点､湖写真 l点.[webよ りダウンロ

ー ド]

2002年 3月 1日 (秩)映光.教材用環境 1点.[デジタル]

2002年 3月 5日 長浜み～な編集室.冊子用寄託 (環境系) 2点.[流用]

2002年 3月 11日 (財)滋賀総合研究所雑誌用寄託 (環境系) 4点.[転載]

2002年 3月 13日 (財)鹿児 島県環境技術協会.図鑑用魚類 2点.[デジタル]

2002年 3月 13日 滋賀県環境政策課長 web用 .魚類 2点､オ リジナルポス ター l点､水生昆虫 l点.

【デジタル]

2002年 3月 18日 国土交通省福 山工事事務所 .冊子用魚類 12点.[デジタル]

2002年 3月 2日 [デジ タル] ソリューシ ョン(秩)冊子用魚類 2点.[デジタル]

地膚展示滋力

2001年 4月 27日 養父町常設展示.魚類 1点.[フイルム]

2001年 7月 16日 亀 岡市教育委員会.企画展展示 ･図録 な ど.魚類 18点.[プ リン ト]

2001年 8月 2日 滋賀県土地改良事業団体連合会.展示解説用魚類 22点.[プ リン ト]

2001年 8月 8日 海の中道海洋生態科学館広報パ ネル用.魚類 な ど 8点.[フイルム]

2001年 9月 7日 湖 国 21世紀記念事業協会 イベ ン ト用魚類 29点.[デジタル]

2001年 9月 13日 滋賀県茸琶湖環境部世界湖沼会議展示用寄託 (環境系) 4点.[デジタル]
2001年 10月 6日 守 山市立河西公民館展示用魚類 な ど一式.環境教育教材

2001年 10月 16日 湖東地域振興局 田園整備課.展示解説用魚類 6点.[webよ りダウンロー ド]

2001年 10月 24日 亀 岡市役所展示解説用魚類 11点.環境教育教材 1式 として

2001年 10月 26日 千丈川蛍兄 の会文化祭展示用 .魚類 7点.環境教育教材 よ り

2002年 3月 18日 滋賀県立水環境科学館 .展示用魚類 2点.[デジタル]

2002年 3月 28日 志摩マ リンラン ド.展示用魚類 6点.[フイルム]

【企画調整事業】
2001年 5月 22-25日 大津市 .大津 プ リンスホテル.平成 13年度 (社) 日本動物 園水族館協会総会 な

らびに協議会お よびお成 り.

2001年 8月 24日.滋賀県博物館協議会 シンポジウム.究琶湖博物館 ホール.

2001年 12月 14日.滋賀県博物館協謙会研修会.琵琶湖博物館 セ ミナー室.

館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

うみん ど 編集委月

【館外の活動】
2001年 5月9-10日 近畿 ブロ ック園館長会議 .和歌 山 自然史博物館

2001年 6月 15日 資料保存協議会ゼ ミ東京

2001年 6月 19日 日動水協近畿 ブロ ック飼育技術者研修会.鳥羽水族館

2001年 8月 10日 資料保存協議会ゼ ミ.東京

2001年 10月 12日 日本写真学会画像保存 セ ミナー.東京

2001年 11月 13-14日 日本動物園水族館協会近畿 ブロ ック園館長会議 .鳥羽水族館
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2002年 1月 31-2月 1日 日動水協近畿ブロック園館長会議神戸市

日本動物園水族館協会 魚名検討委員
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グ ラ イ ガ - .マ ー ク ･ジ ョセ フ GRYGIER.MarkJoseph 生物多様性学 (Ph.D.)

専門学芸員 研究部博物館学研究系

(莱)事業部資料科長

印刷物

【学術論文】

Martit),J.W.,Davis,G.E.(2001)AnupdatedclassificatlOnOftheRecentCrustacea･NaturalHJ'sloryMuseumof

LosAngelesCountyScienceSerL'es,39:x+1-124lGrygler,MIJ･:contrlbutor]･

【専門分野の著作】

Grygier,M.J.(2002) 学術雑誌 zoosystematlCaRossicaの紹介･タクサ,12=35-36･

【一般向けの著作】

楠岡 泰 ･マーク J グライガ- (2001) は しか けによる r田んぼの生 きもの調査J マニュアル･琵

琶湖博物館,草津.10pp.

研究活動に関する業続

【学会 ･研究会での発表など】

olesen,J.atldGrygier,M.J. (2001年 7月 12日) cotnparativelarvaldevelopmentofconchostracanfamllleS

from Japan FLfthInternatL'071alCrustaceanCongressand Summer 2001MeetingofTheCrustacean

Society･UniversltyOfMelbourne,Melboun)e,Australla.

Janz,H.,Grygier,M.J,,Martens,K.atldRossetti,G･(2001年 8月 2日) ostracoda(Crustacea)ofLakeBiwa

(JapaT)).141hInternationalSymposiumonOstracoda･静岡大学 (静岡市)･

マーク ･J･グライガ- (2001年 7月 20日)カイエ ビ類のノ-プリウス幼生について･ 窟夢潮博物館

研究 セミナー.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).[発表]

マーク ･J ･グライガ- (2001年 5月 8日) Tom五言scholzによる#水無脊椎動物における寄生虫 とそ

の幼虫の ワークショップ.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).[運営 ･司会]

マーク ･J ･グライガ- (2001年 5月 9日)Tom畠言Scholz ･内川隆一による琵琶湖博物臥 第 32回窟

ぎ瀞好物居符BrJ研究 セミナー.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).[運営 ･司会]

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館総合研究 ｢博物館資料の収集 ･整理 ･保管 と利用に関する研究｣研究協力者 (2001年～)

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖 とその集水域 における水 生動物 の寄生虫相に関す る研究｣研究代表者

(2000年～)

琵琶湖博物館共同研究 ｢たんばにおける大鯉脚類 (ホウネンエ ビ ･カブ トエ ビ ･カイエ ビ類) に関する

研究｣研究代表者 (2000年～)

琵琶湖博物館専門研究 ｢甲殻類の系統分類学 ･海洋無脊椎動物の寄生虫に関する研究｣(1997年 ～)

【学会等の役職 ･運営､論文の査読など】

日本動物分類学会.specleSDiversity.lEditorlalCot)sultant]

日本ベン トス学会.Bet)thosResearch.[編集委員 (EngllSheditor),2001年 7月 1日更新】

日本ベン トス学会.JapaneseJournalofBenthology (日本ベン トス学会誌)･[編集委員 (EugllShedltOr),

2001年 7月 1日更新】
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日本付着生物学会.sesslleOrganlSmS.[編集委員 (Et)gllSheditor),査読 3件】

ZoologlCalInstitute,RusslanAcademyofSclenCeS･ZoosystematicaRossICa･lInternat10nalAdvISOryBoard]

日本陸水学会.LlmnOlogy.【査読 2件】

日本陸水学会.陸水学会誌.[査読 1件】

日本ベン トス学会.BenthosResearcb.【査読 1件】

MarineBiologlCalAssociatIOnOftheUnitedKlngdom･JournaloftheMarineBIOloglCalAssoclatlOnOfthe

UnitedKlngdom.【査読 l件】

UnlVerSityofBergen.Sarsla.【査読 1件 (この原稿の 2回 目)】

HydroblOloglalStudiesonLargeBranchlOPOdBIOlogyvolt4(ProceedingsoftheFourthlnlernatlOnalLarge

BranchlOpOdSymposium)】.[査読 2件】

BuHetinofMarlneSclenCe(InternationalPolychaeteConference).[査読 1件】

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年 8月 6日 資料科の全体説明.平成 13年度博物館実習.[講義]

【受賞など】

Beesley,P.L.,Ross,G.J.B.andGlasby,C.J.ヒeds.] (2000) polychaetes&AllleS‥TheSouthernSyntbesIS

Fauna orAustralia.Vol.4A Polycbaeta,Myzostolmda,Pogonopbora,EcbluTa,SlpunCula･CSIRO

publishlng,Me一bourne(Grygler,M.J.の ｢ClassMyzostomida｣,pp･2971329 を含む)IcertiflCateOf

Commendationfb∫BestZoologlCalCompendium,WbitleyCommltteeOrtheRoya一ZoologlCatSocletyOr

NewSouthWales

博物館事業に関する業績

【交流 ･サー ビス活動】

岸芦湖博物館の主虐行事

はしかけ :田んぼの生き物調査グループ.【副担当】

2001年 8月 25日～26日 ｢プランク トン (その他の生物)｣.平成 13年度夏休み相談室.琵琶湖博物館

(滋賀県草津市).[担当者]

2001年 9月 30日 たんばにおける ｢エビ｣の仲間の分布 と幼生.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :

琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 11月 13日 大津市立平野小学校の ｢湖沼会誌英語話動 (ヘチマ調査隊)｣,大津プリンスホテル

(滋賀県大津市).[翻 ･通訳者 ･アンケー ト編集者]

研修会 ･裾寮対応

2001年 7月 27日 研修会.第 3回 JICA 国別特設フィリピン環境管理 コース.

2001年 7月 27日 視察対応.滋賀県教育委員会事務局 ｢国際青年育成交流事業｣.

2001年 8月 7日 視察対応.ミシガン州友好親善使節団.

2001年 11月 8日 研修会.平成 13年度 JICA衛生 ･環境分析技術者研修.

2001年 11月 15日 視察対応･Ms･MargaretCatley-Karlsoll(Chalr,GlobalWaterParlnershlP)

2001年 11月 17日 研修会.JICA 生物多様性報告システム研修.

2002年 3月 8日 研修会.ミシガン州立大学連合 日本センター

2002年 3月 21日 視察対応.第 3回世界水 フォーラム プレシンポジウムのスタディツアー

【資料整備活動】

岸ぎ湖博物館の資料髪膚活動

無脊椎動物 (昆虫､貝類以外)46件 (770点).パラタイプ標本の 1点を含む.【標本受入】

甲殻類約 380点.【標本同定]

寄生虫 226点.ヒル 50点､甲殻類 22点.[標本同定依頼】

寄生虫 295枚 .【標本スライ ドプレパ ラー ト作 りと作製依頼]
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寄 生虫 289点,ハ リガネムシ 20点,甲殻類 133点.【標本仮データ入力】

他の好物虎等の資料登膚活動

ハ リガネムシ 20点.ピー レフェル ト大 (ドイツ).【貸出】

大型鯉脚類 4点.Jones& Stokes環境コンサルタン ト (米国).【貸出】

淡水 ゴカイ 2 点. ノ-ザ ン ･テ リトリー博物館 ･アー トギャラリー (オース トラリア).[貸出 1点 ･

譲与 1点】

【展示活動】

岸ぎ湖博物虜の展示;'5動
2001年 8月 14日 琵琶湖博物館.夏季開館時間延長.【展示室等1

2001年 10月 18 日～19 日 琵琶湖博物館 5周年記念シンポジウム ｢魚がむすぶ琵琶湖 とEElんぼ｣.琵琶

湖博物館 (滋賀県草津市).【受付準備 ･講師を控室へ案内および受付]

第 10回水族企画展 ｢お もしろナマズ大発見 -さまざまな姿 と習性 -｣.[パンフレッ ト 英語訳]

【企画調整事業】

2001年 5月 23 E] 平成 13年度 _(社) 日本動物園水族館協会総会ならびに協議会およびお成 り.大津

プリンスホテル (夫津市).[会場係]

館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

2001年 4月 1日 専門学芸員の辞令.

2001年 4月 1日 事業部資料科長の辞令.

【館外の活動】

スミソニアン研究所国立 自然史博物館 (無脊椎動物研究科) 協力研究員 (米国)

ロサ ンゼルス郡立 自然史博物館資料 ･研究部 (無脊椎動物学研究科) 協力研究員 (米国)
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森田 光治 MORITA,Mitsuji 教育学 :高校生対象

主査 (教員)併任 研究部博物館学研究系
(兼)事業部交流センター

印刷物

【一 般 向 けの 著作 】

森田 光治 (2001) 博物館でできる環境学習.感賞科学 2001.滋賀県理科教育研究会.

研究活動に関する業績

【学会 ･研 究会 で の発表 な ど】

森田 光治 (2002年 3月 15日)地域の特色を生か した生物教材の開発 生態観察池を使 った環境学習･

屠夢瀞博物館研究 セミナー.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).[発表]

【研 究 プ ロジ ェク ト等 への参 加 】

琵琶湖博物館専門研究 ｢地域の特色を生か した生物教材の開発 生態観察地を使った環境学習｣

博物館事業に関する業績

【交 流 ･サ ー ビス 活動 】

窟ぎ湖博物館の主摩行事
2001年 4月～2001年 3月 (22日間) 体験学習の 日.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).[主任]

2001年 4月～2002年 3月 体験学習の受け入れ 県内外小中高等学校.118校･

2001年 6月 14日～26日 エコ草津体験隊体験学習の受け入れ.12校.

2001年 7月 15日 地域の特色を活か した生物教材の開発.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶

湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

2001年 8月～2002年 3月 親 しむ博物館づ くり事業.琵琶湖博物館.

その他の博物館.超& ･団体等の行事

2001年 5月 17日 ｢煎賀県理科教育研究会総会｣｢滋賀県理科教育研究会生物部会｣,琵琶湖博物館･

2001年 6月～12月 (4日間) エコスクラム ｢水の旅｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主任]

2001年 10月 11日～12日 全国環境学習フェア.琵琶湖博物館.滋賀県草津市･

2001年 11月 1日～2日 全国理科教育センター物理部会.琵琶湖博物館.煎賀県草津市･

2001年 11月 28日 学社連携 ･融合について考えるつどい.情報屋台村出店.ハーティーセンター秦荘･

滋賀県愛知郡秦荘町.[出展者]

研修 会 .裾棄対応

2001年 4月 5日 研修会.成安造形大学.

2001年 4月 17日 研修会.酌賀県立大学環境科学部.

2001年 5月 17日 総会および各教科部会.滋賀県高等学校理科教育研究会.

2001年 5月 30日-11月 16日 研修会.フローティングスクール.21校･

2001年 7月 13日 研修会.大津赤十字看護専門学校.

2001年 7月 25日 研修会.平野小学校教員.

2001年 7月 27日 湖南A地区県立 ･市立高等学校初任者研修会.学校教員･

2001年 8月 1日 研修会.草津市小学校 リ-ダー
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2001年 8月 7日 理科教育講座 Ⅲ.学校教員.

2001年 8月 10日 研修会.甲西町社会福祉協議会障害児童.

2001年 8月 18日 研修会.近江八幡市水環境生活推進協議会.

2001年 8月 23日 研修会.岐阜市中学校理科教員.

2001年 9月 20日～10月 5日 教職経験者研修 Ⅲ.学校教員.

2001年 9月 21日 研修会.滋賀県理科教育研修会環境教育委員会.

2001年 10月 11日～12日 研修会.全国環境学習 フェア.学校教員.

2001年 12月 6日 徳島市連合小学校.視察.

2002年 3月 12日 研修会.奈良県教育委員会生涯学習課.

テレビ ･ラジオ等への出演 ･協力
2002年 1月 18日 朝 日放送テ レビ ｢ワイ ドABCDE～す｣,なれ鮪 と琵琶湖の魚 につ いて (収録 :2002

年 1月 14日).[出演]

2002年 3月 22日 フジテ レビ ｢とくダネ｣.総合的学習 と博物館の利用について (収録 :2002年 3月 12

日).[出演]

館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

2001年 6月 20日～2002年 3月 29日 琵琶湖博物館 ｢親 しむ博物館づ くり｣実行委員.
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中川 修 NAKAGAWA.Osamu 教育学 :中学生対象

主任主事 (教員)併任 研究部博物館学研究系
(莱)事業部交流センター

印刷物

【学術論文】

中川 修 ･森 幸一 ･松 田 征也 (2001) r自戯謂査 ゼミナールJ 窟 g潮 博物館 に盾宿 して行 うフィー

ルドワークの報告 "NalzJreL'nvestigatio〃∫emL'nar""A reportoflheover1"'ghtj7eldvI,OrkaTtheLake

BL'waMuseum".環境教育学会.

【専門分野の著作】

中川 修 (2001) 私 の環境教育.岸境技術 4月号.環境技術研究協会.233.

中川 修 (2001) 博物館 ･美術館 と学校 をつな ぐもの.感賞 の超済 と社会 No.100.財団法人 滋賀総

合研究所,大津市.59.

中川 修 (2001) 博物館 と総合的な学習 一体験学習 を通 して -. Lが虞 挿絵だよ り 粛 J3 号.滋賀県

博物館協議会.草津市.3.

【一般向けの著作】

中川 修 (2001) 体験学習で感動の場.窟ぎ瀞博物館庶1講座 r瀞 と人間j 10.読売新聞.6月 13 日

(夕刊)サイエ ンス欄.読売新聞大阪本社 ,大阪.

中川 修 (2001) 学校教育 と博物館 ･動物 園の これか ら.動物園稚話 r季刊 リラテイオJ. チクサ ン出

版,東京.42-43.

中川 修 (2001) 博物館 ･美術館 と学校 をつな ぐもの.月fljミュゼ 47号.(秩) ミュゼ,東京.10.

中川 修 ･芦谷 美奈子 (2001) ｢よみがえれ写真たち｣. うみん ど (潜入)(琵琶湖博物館).(21):6.

中川 修 (2001) 琵琶湖博物館 と学校のいい関係 ? 日特集.内藤 又一郎 ･他 (栴). うみん ど (瀞人 ).

琵琶湖博物館,(18):4-5.

【これまでの業績集に掲載されなかった 2001年 3月以前の印刷物】

中川 修 (2002) 各論 教材貸 し出 し. 日本動物園水族館協会 (編).薪 ･顔 育ハン ドブック 第 4兵･

日本動物園水族館協会,東京.

中川 修 (2002) 琵琶湖博物館にお ける学校教育 との連携. 日本動物園水族館教育研究会 (編). 日本

動物園水厳粛教 育研究会蕗. 日本動物園水族館教育研究会.

中川 修 (2002) 自由な学び と琵琶湖博物館 における学校 との連携.小長谷有紀 (編).博物館教 育囲

原 シンポジウム顛穿き,国立民族学博物館.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

中川 修 (2001年 10月 11日～13日) 博物館 を活用 した環境学習 - ｢びわ湖 ･ミュージアム スクール｣

よ り-.第 4回全国環境学習フェア.文部科学省 ･滋賀県 ･滋賀県教育委員会.滋賀県立大学 (戟

賀県彦根市).

中川 修 (2001年 10月 13日へ14 日) 琵琶湖博物館における学校教育 との連携.第 42回B本動物園

水厳粛教 育研究 会. 日本動物園水族館教育研究会.ヴィア- レ大阪 (大阪市上
中川 修 (2001年 11月 1日-2日) 琵琶湖博物館における学校教育 との連携.平成 13年度全国理科

教 育センター研究 協議会並 びに研究発表 会物産 部会 ｢第 39 回 )感賞大 会.全国理科教育セ ンタ
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一研究協議会 ･滋賀県総合教育センター.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).

中川 修 (2002年 1月 27 日) 学校 との連携のプロセス. B本 ミュージアム ･マネ-ジメン ト学会近

戎支部主催研修会. 日本 ミュー ジアム ･マネージメン ト学会近畿支部.琵琶湖博物館 (滋賀県草

津市).

中川 修 (2002年 2 月 15 日) 学校 と博物館の連携.窟ぎ潮博物館研究 セミナー.琵琶湖博物館.琵

琶湖博物館 (滋賀県草津市).

中川 修 (2001年 5月 21 日) 効果的な博物館活用について.定併社会教 育主事研修会.滋賀県教育

委員会.大津合同庁舎 (滋賀県大津市).

中川 修 (2001年 10月 16日) 琵琶湖博物館の利用 と体験学習のあ り方,滋背腰小学佼理科教 育研究

発表鯵議会.滋賀県小学校教育研究会理科部会.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).

中川 修 (2001年 12 月 4 日) 琵琶湖博物館の利用 と体験学習のあ り方.近&.地区国立大学附属学佼

連盟小学皮膚科部会.滋賀大学教育学部附属小学校.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).

中川 修 (2001年 11月 27 日) 琵琶湖博物館の利用 と体験学習のあ り方.近畿地区国立大学附属単座

連盟 中学佼理科部会.滋賀大学教育学部附属 中学校.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).

中川 修 (2002年 2月 22 日) 学校の環境学習を支援する取組事例.rエコスク-ルJ セミナー.滋賀

県環境政策課 ･滋賀県教育委員会.大津合同庁舎 (滋賀県大津市).

【研 究 プ ロジ ェク ト等 への参 加 】

琵琶湖博物館専門研究 ｢博物館を利用 した環境学習教材の作成｣

博物館事業に関する業績

【交 流 ･サ ー ビス 活動 】

房曹ガ好勅Gの主併行雷

2001年 4月～2002年 3月 体験学習の受け入れ.県内外小中高等学校.118校.

2001年 4月 25日 東草野中学校 総合的な学習 ｢テレビ会議｣.体験学習.琵琶湖博物館.革津市.

2001年 4月 25日 彦根中学校 総合的な学習受け入れ.体験学習.

2001年 5月 9日 牛津中学校.

2001年 5月 30日～11月 16日 フローティングスクール体験学習の受け入れ.21校.

2001年 6月 14日～26日 エコ草津体験隊体験学習の受け入れ.12校.

2001年 7月 15日 学校教育 と博物館.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.

琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[講義]

研q会 ･#鼻対応

2002年 3月 8日 京都市教育委員会,博物館学習プログラムについて.

2002年 2月 20日 宮崎市教育委員会.体験学習プログラムについて.

2002年 2月 1日 韓国初等中等教育教員.概要及び体験学習について.

2001年 11月 27日

2001年 11月 22日

2001年 11月 20日

2001年 8月 25日

2001年 8月 21日

2001年 8月 18日

2001年 11月 28日

2001年 4月 29日

東京都練馬区教育委員会 ･校長会.概要及び体験学習について

米国ポンティアック市教育代表団.概要及び体験学習について

大阪府中河内地区管内教育長.概要及び体験学習について.

大阪教育大学技術教育研究会.枕要及び体験学習について.

茨城県生活環境部霞ケ浦対策課.概要及び体験学習について.

国立科学博物館.ミュージアムスクールのその後.

瀬戸内資料館.概要及び体験学習について.

兵庫県教育委員会.枚要及び体験学習について.

2001年 6月 22日 竜王町社会教育推進員.概要及び体験学習について.

2001年 6月 22日 アメリカミシガン州バー ミンハム市派遣団.概要及び体験学習について

印BIJメディ7 (新邸 ･.措定 ･雷席等)への出虜 ･協力

2002年 3月 1日 月刊 レジャー産業.総合ユニコム株式会社.[収録 :2002年 1月 31日]
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館内人事､館外活動等に関すること

【館内の人事】

2001年 6月 20日-2002年 3月 29日 葦毛琶湖博物館 ｢親 しむ博物館づ くり｣実行委員会 代表者

【館外の活動】

1999年 4月 1日-2002年 3月 29日 滋賀県教育研究会特別活動部会 研究員

2001年 4月 1日-2002年 3月 29日 びわ湖 フローティング運営協議会 運営委員
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橋本 道範 HASHIMOTO.Michinori 文献史学 (文学修士)

学芸技師 研究部博物館学研究系

(莱)事業部展示科

印刷物

【専門分野の著作】

嘉田 由紀子 ･橋本 道範 (2001) 漁労と環境保全 一琵琶湖の殺生禁断と漁業権 をめ ぐる心性の歴史か

ら探 る-.鳥越暗之 (蘇).講座 (岸虜社会学 ･第 3着)白,#窮境 と環境文化.有斐閣,東京･47-461

橋本 道範 (2001) 中世 における琵琶湖漁傍 の実態 とその歴史的意義 -湖辺エコ ト- ンの漁傍を申 し

に-.月刊遡球,vol.23,No.6:413-417.

橋本 道範 (2001) 歴史学の存在意義を問われ続けた 日々 一就職八年 目､開館五年 目を迎えて-･月

歴史学 と博物館 のあ りかたを考える会 設立 +周年記念蕗 屠場か ら.歴史学 と博物館のあ りかた

を考える会,111-112.

【一般向けの著作】

橋本 道範 (2001) 魚 と人の一万年～琵琶湖漁滞史～.琵琶湖百科編集委員会 (編).知 ってますか こ

の瀞 を-びわ潮 を語 る 50章.サ ンライズ出版,彦根.245-250.

橋本 道範 (2001) 漁労 鎌倉 時代に大規模化.窟ぎ潮 博物館庶1講座 r瀞 と人間J4･読売新 臥 4

月 25日 (夕刊)サイエンス欄.読売新聞大阪本社,大阪.

研究活動に関する某紙

【学会 ･研究会での発表など】

橋本 道範 (2001年 5月 13日) 対間引用型の裁許状について.中世裁許状研究会･

橋本 道範 (2001年 8月 23 日) 滋賀県における地籍図の保存 と活用.中世史 サマーセミナー･中世

史サマーセ ミナー実行委員会.

橋本 道範 (2001年 9月 23 日) 鎌倉幕府裁許状の歴史的位置 一対問裁許型裁許状について一･中世

裁許状研究会.

橋本 道範 (2001年 11月 15 日) 博物館活動 と地域社会-滋賀県立琵琶湖博物館の模索か ら-･措定

文化M (美術L芸晶)企画 ･展示 セミナー.文化庁文化財部美術学芸課.

橋本 道範 (2001年 12月 6 日) 滋賀県における ｢集落誌｣の編纂 について.第 4回滋背腰歴史資料

担当者研修会.

橋本 道範 (2001年 12月 21日) 近江中世村落の歴史的位置 一野洲郡兵主細 と安治村を中心 として一

彦ぎ瀞博物館研究 セミナー.琵琶湖博物館 (滋賀県草津市).[発表]

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館総合研究 ｢博物館資料の収集 ･整理 ･保管 と利用に関する研究｣研究分担者

琵琶湖博物館総合研究 ｢東アジアの中の琵琶湖 -コイ科魚類の展開を軸 とした一環境史に関す る研究｣

研究分担者

琵琶湖博物館共 同研究 ｢琵琶湖集水域における中世村落確立過程の研究 一考古資料の分析を中心 として

一 ｣研究代表者

琵琶湖博物館共同研究 ｢琵琶湖周辺域における過去 1万年間の自然環境 と人間活動の変遷｣研究分担者

琵琶湖博物館専門研究 ｢琵琶湖関係古文書に関する歴史的評価 -日本列島における 13 世紀の社会 ･経

済構造の転換 と琵琶湖地域-｣
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【大 学で の講 義 ･実 習 ､学生 の指導 な ど】
2001年度前期 環境 と文化.立命館大学経営学部 (夜間).[講師]

2001年 11月 19日 生物社会共生論.滋賀県立大学大学院.[講師]

博物館事業に関する業績

【交 流 ･サ ー ビス 活動 】

岸芦湖博物館の主催行事

2001年 6月 16日 ｢中世の遊びを探検｣.琵琶湖博物館はしかけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.

琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担当]

2001年 6月 17 日 人間は魚 とどのようにかかわってきたか-琵琶湖の漁滞,一万年の歴史を振 り返 る

-.開館 5周年記念 連続講座 ｢湖 と人間 :琵琶湖博物館研究最前線｣.琵琶湖博物館.滋賀県草

津市.[講義]

2001年 7月 7日 ｢中世の七夕を探検一中世のそ うめんをつ くってみよう-｣.琵琶湖博物館は しかけ

事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担当]

2001年 7月 21日 ｢中世の潰跡を探検-野路岡田遺跡-｣.琵琶湖博物館はしかけ事業 ｢近江の国 中

世なんでも探検隊｣.野路岡田遺跡.滋賀県草津市.[主担 当]

2001年 8月 4日 ｢中世庶民のお うちを探検一模型をつ くってみよう1.琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近

江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担当]

2001年 8月 25日 ｢中世庶民のお しゃれを探検一藍染めをしてみよう-.琵琶湖博物館はしかけ事業

｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.手織の里 ｢金剛苑｣.滋賀県秦荘町.[主担 当]

2001年 9月 1日 ｢中世のお しゃれを探検-へそ くりをしてみよう一｣.琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近

江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担 当]

2001年 9月 29日 ｢中世庶民のお しゃれを探検一草木染めをしてみよう-｣.琵琶湖博物館はしかけ事

業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担当]

2001年 10月 20日 ｢中世庶民のお しゃれ と食事を探検一麻布を織ってみよう ･土で器をつくろう-｣.

琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主

担当]

2001年 10月 27日 ｢中世庶民の食事 を探検-みそ うずをたべよう一｣.琵琶湖博物館は しかけ事業 ｢近

江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.郎賀県草津市.[主担当]

2001年 11月 24 日 ｢展示物をつ くろう 1一藁細工講結成 !一足半をつ くって履いてみよ う-｣.琵琶

湖博物館は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担

当]

2001年 12月 15日 ｢展示物 をつ くろう2-機織 り講結成 !-中世の反物を織ろう-｣.琵琶湖博物館

は しかけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担当]

2002年 1月 26日 民俗収蔵庫探検.博物館観察会および見学会.琵琶湖博物館.(橋本道範 と共同)

2002年 1月 26日 ｢展示物 をつくろう3-竹細工講結成 t.-ささらをつ くって演奏 しよ う-｣.琵琶湖

博物館はしかけ事業 ｢近江の国 中世なんで も探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担 当]

2002年 2月 23日 ｢展示物をつ くろう4一藁細工講再び !一勧請縄をつ くろう-｣.琵琶湖博物館はし

かけ事業 ｢近江の国 中世なんでも探検隊｣.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[主担当]

【資料整備 活動 】

岸芦湖博物館の資料髪膚活動

特別 収蔵 庫 ･一 時保 管庫 . [維 持 管理業務 ]

歴史 資 料 購入 ･文 献群 1件 ,絵 図 2舗.

歴史 資 料修 復保 存 処 理委 託業務 .｢館 蔵 東 寺 文書｣30点,

【展 示 活動 】

岸夢湖博物館の展示活動

企画展 ｢中世のむ ら探検 -近江の暮 らしのルーツを求めて -｣実施設計 [主担当].
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2001年 3月 4 日～ 常設展示 B展示特別陳列 は しかけ事業 ｢近江国 中世なんで も探検隊活動紹介

展示｣

館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

学校法人立命館大学 非常勤講師

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 ｢長命寺文書調査事業｣ 調査員
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桑垣 瑞 KUWAGAKl.Mizuho 教育学 :中学生対象

嘱託員

印刷物

【専門分野の著作】

布谷 知夫 ･桑垣 瑞 (2002) 植物標本 1桑島正二植物標本 目録･琵琶湖博物館資料 目録 (6)

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

桑垣 瑞 (2002年 11月 9日) 砂防ダムは必要か.琵琶湖博物館研究 セミナー.琵琶湖博物館 (滋賀県

草津市).

【研究プロジェク ト等への参加】

琵琶湖博物館共 同研究 ｢屋外展示生態簡察池および水路における生物 モニタ リングに関す る研究｣研究

分担者

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸ぎ湖博物Mの主催行事

2001年 4月 30日 ｢春の植物 と山菜探 し｣.里山体験教室 (春編). 日野町上駒 月.[指導]

2001年 6月 17日 ｢初夏の里山を歩 こう｣.大津市堅田.[指導]

2001年 7月 1日 ｢身近な里山の観察会｣.志賀町北比良.[指導]

2001年 7月 14日 ｢標本をつ くろう｣.体験学習.琵琶湖博物館.[指導]

2001年 7月 29日 ｢虫か ら見た里山｣.里 山体験教室 (夏編). 日野町上駒 月.[指導]

2001年 8月 26日 夏休み相談室.琵琶湖博物館.[協力]

2001年 10月 28日 ｢木の実 とキ ノコ｣,里山体験教室 (秋編). 日野町上駒 月.[指導]

2001年 12月 2日 ｢柴刈 り体験｣.里山体験教室 (冬編). 日野町上駒月.[指導]

その他の好物虜､超& ･団体等の行事

2000年 7月 15日 ｢平成 13年度 第 1回 自然観察会｣ (財)琵琶湖 ･淀川水質保全機構 .琵琶湖 ･

淀川水質浄化共 同実験セ ンター (草津市志那町).[指導]

【情報整備活動】

窟琶#博物館の借報整備潜動

桑島 正二氏 植物 さく葉標本データ 19,809点.[情報更新]

【資料整備活動】

窟ぎ瀞博物館の資料整備潜動

桑島 正二氏 植物 さく葉標本 19,809点.[整理 ･点検]

2001年 9月 12日 水 生植物標本 (志賀町小野～大津市雄琴沖 ･守山市木浜町沖 ･近江八幡市沖島町沖)

[収集]

植物 さく菓標本 約 5,000点.[旗蒸]

【企画調整事業】

2001年 8月 6日 博物館実習.琵琶湖博物館.[指導]
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館内人事､館外活動等に関すること

【館外の活動】

2000年 10月-2002年 3月 滋賀県企画県民部企画課.持続可能な 21世紀の里地づ くり検討委員会 検

討委員
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松尾 知 MATSUO.Tomo

嘱託員

印刷物

【専門分野の著作】

山川 千代美 ･山中 裕子 ･松尾 知 ･瀬川 也寸子 (2002) ｢リピーターのための博物館 プログラムー

ディスカバ特派員 一｣.博物館研究.博物館研究.vol.37No,2P.31-35.

【一般向けの著作】

山中 裕子 ･松 尾 知 (2001) 自然の贈 り物見つけた !-デ ィスカバ特派員 屋外編 -/フィール ドへで

かけよ う !.内藤 又一郎 ･他 (編). うみん ど (瀞人).琵琶湖博物館,(20):7.

研究活動に関する業績

【学会 ･研究会での発表など】

山中 裕子 ･山川 千代美 ･松尾 知 (2001年 7月 5日 ･6日) ｢リピーターのためのプログラム試行｣.

｢みんなのた めのノ＼ンズ ･オン これか らの博物館｣ シンポ ジウム.海の中道海洋生態科 学館.

海の中道海洋生態科学館 (福岡県).[パネル発表]

【大学での講義 ･実習､学生の指導など】

2001年 8月 2 日 ｢ディスカバ リー ･ボ ックス製作ガイダンス｣.琵琶湖博物館博物館実習.[講議 (製

作方法説明他)]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

H芦潮博物館の主催行事

2001年 5月 19-6月 17日 (計 10日間) ディスカバ特派員 ｢自然の贈 り物見つけた !｣.展示利用,

博物館屋 ア トリウム及び屋外展示.革津市.[企画 ･運営]

2001年 8月 11日 ｢うりぼうくん 夏だ ピンチだ ナマズ博士｣.大崎省子氏指人形劇場演会.滋賀県

内.草津市.[企画]

2001年 9月 22日 ｢こまった こまった ナマズ くん｣.大崎省子氏指人形劇場演会.琵琶湖博物館.草

津市.[企画]

2001年 10月 27日 ｢秋 ウ リボウ くんは大 いそが し｣.大崎省子氏指人形劇場演会.琵琶湖博物館.草

津市.[企画 ･準備]

2001年 11月 10日 ｢ナマズパーティー｣.大崎省子氏指人形劇場演会.琵琶湖博物館.草津市,[企画 ･

準備]

2001年 11月 18日 ｢魔女っ子ひ ょっこりちゃん 湖へ行 く｣.人形劇団にんた ま指人形劇場演会.琵琶

湖博物館.革津市.[企画 ･運営]

2002年 3月 21日 ｢音がったえる｣.民俗楽器演奏会.琵琶湖博物館ア トリウム.琵琶湖博物館,草津

市.[運営]

2002年 3月 31日 ｢にんぎょうげき じょう｣ コーナー紹介.｢人形 まつ り inあかね｣.蒲生町あかね.

蒲 生町.[展示]

【展示活動】

ft=芦湖博物館の展示;'5動
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2001年度 ディスカバ リー ･ルーム.[維持管理 ･運営 :副担当]

指人形製作委託.8件.[監修]ディスカバ リー ･ルーム.

ディスカバ リー ･ボックス ｢きぶんはようちゅう｣. [制作]
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山口 幸江 YAMAGUCHl.Yukie

嘱託員 事業部資料科

博物館事業に関する業績

【交流 ･サービス活動】

岸ぎ湖博物館の主催行事

2001年 4月 30日 ｢春の植物 と山菜探 し｣里山体験教室 (春編). 日野町上駒 月.[補助]

2001年 7月 28日 ｢標本をつ くろう (昆虫)｣ ∴体験学習.琵琶湖博物館.滋賀県草津市.[指導]

2001年 7月 29日 ｢虫か ら見た里山｣里山体験教室 (夏編). 日野町上駒 月.[補助]

2001年 8月 26日 ｢ミ ドリセ ンチコガネを探 しに行 こう｣観察会.穀賀県粟東町荒張.[補助]

2001年 10月 28日 ｢木の実 とキ ノコ｣里山体験教室 (秋編). 日野町上駒 月.[補助]

2001年 12月 2日 ｢柴刈 り体験｣里山体験教室 (冬編). 日野町上駒 月.[補助]

【資料整備活動】

岸ぎ湖博物館の資料整膚,活動

昆虫乾燥標本資料 [収集 ･整理 ･保管]

資料の受け入れ 181件.[採集 ･提供]

昆虫乾燥標本 132点.[収集]

昆虫乾燥標本 甲虫 1010点.[標本作製]

昆虫乾燥標本 蝶 ･蛾 200点.[標本作製]

昆虫乾燥標本 C展示室展示用 蛾 100点.[標本作製]

昆虫乾燥標本 オサム シ ･ゴミム シ.[た とう整理]

昆虫乾燥標本 暁輪 ･甲虫.[た とう作製]

河端 政一氏標本 1429点.[修復 ･整理]

中井 克樹氏標本 863点.[修復 ･整理]

収蔵庫の地図 ･標識.[作製]

収蔵施設.[維持管理]

生物環境調査 3回 (2001年 6月 ･11月 ･2002年 3月)

トラップ [設置 ･回収 ･同定 ･集計]

昆虫乾燥標本.[燥蒸]

小型煉蒸 1回.(2001年 5月)

億蒸庫煉蒸 3回,(2001年 6月 ･日 月 ･2002年 3月)

収蔵庫億蒸 1回.(2001年 9月)

【展示活動】

岸ぎ湖博物館の展示;tS動

C展示室 ｢川の生き物 を調べる｣ ライ トトラップの展示の更新.

2001年度 常設展示 C展示室.[維持管理]

【企画調整事業】

2001年 8月 6日 博物館実習.琵琶湖博物館.[補助]
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山中 裕子 YAMANAKA.Hiroko

嘱託員

印刷物

【専 門分 野 の著 作 】

山川 千代美 ･山中 裕子 ･松尾 知 ･瀬川 也寸子 (2002) ｢リピーターのための博物館プログラムー

ディスカバ特派員 -｣.博物館研究. 日本博物館協会.vol.37No.2P31-35.

【一般 向 けの著作 】

瀬川 也寸子 ･山中 裕子 ･山川 千代美 (2001) ディスカバ特派員取材報告 -これがばくらのいちお

し展示だ.窟雷瀞博物館 『うみつこ』 (符EIJ号).琵琶湖博物館.

山中 裕子 ･松尾 知 (2001) 自然の贈 り物見つけた !-ディスカバ特派員 屋外編 -/フィール ドへで

かけよう !.内藤 又一郎 ･他 (蘇). うみん ど (潮,A).琵琶湖博物館,(20):7.

山中 裕子 (2002) ｢親 しむ博物館づ くり事業｣実行委員会 (編).文 部科学親 しむ博物館 づ <り委嘱

事巣 rよみがえれ J写真た ちJ実腐報告書.草津市.

研究活動に関する業績

【学会 ･研 究会 で の発表 な ど】

山中 裕子 ･山川 千代美 ･松尾 知 (2001年 7月 5日 ･6日) ｢リピーターのためのプログラム試行｣.

rみんなのためのノ＼ンズ ･オン これか らの博物館J シンポジウム.梅の中道海洋生態科学館.

海の中道海洋生態科学館 (福岡県).[パネル発表]

山中 裕子 (2002年 1月 27日) ｢ディスカバ リー ･ルーム とリピーター｣. 日本 ミュジアムマネ -ジ

メン ト学会 ･ミュ ージアム分化研究会近畿支部合同研究会.日本 ミュジアムマネージメン ト学会.

琵琶湖博物館 (革津市).[研究会発表]

【研 究 プ ロジ ェク ト等 への参加 】

琵琶湖博物館共同研究 ｢ディスカバ リー ･ルーム来室者アンケー ト.ハ ンズ ･オンに関する研究｣研究

分担者 (2001年 9月 15-24日)

琵琶湖博物館共同研究 ｢ディスカバ リー ･ルームの リピ-タ一に関す る調査.ハンズ ･オンに関す る研

究｣研究分担者 (2002年 1月 3-4日)

【大 学で の講 蕪 ･実 習 ､学 生 の指導 な ど】

2001年 8月 2 日 ･ 8 日 ｢ディスカバ リー ･ボ ックス製作ガイダンス｣･｢実習成果発表｣琵琶湖博物館

博物館実習.[講議 (製作方法説明他) と成果発表評価]

博物館事業に関する業績

【交流 ･サ ー ビス 活動 】

岸芦湖好物虜の主催行事

2001年 5月 19-6月 17日 (計 10日間) ディスカバ特派員 ｢自然の贈 り物見つけた !｣.展示利用.

博物館屋ア トリウム及び屋外展示.草津市.[企画 ･運営]

2001年 8月 11日 ｢うりぼうくん 夏だ ピンチだ ナマズ博士｣.大崎省子氏指人形劇場演会.滋賀県

内.草津市.[企画 ･運営]

2001年 9月 22 日 ｢こまった こまった ナマズくん｣.大崎省子氏指人形劇場演会.琵琶湖博物館.草

津市.[企画 ･準備]
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2001年 10月 27日 ｢秋 ウ リボウくんは大 いそが し｣.大崎省子氏指人形劇場演会.琵琶湖博物館.草

津市.[企画 ･準備]

2001年 11月 10日 ｢ナマズパーティー｣.大崎省子氏指人形劇場演会.琵琶湖博物館.革津市_[企画 ･

準備]

2001年 11月 18日 ｢魔女っ子ひ ょっこりちゃん 湖へ行 く｣.人形劇団にんた ま指人形劇場演会.琵琶

湖博物館.草津市,[運営〕

2002年 3月 21日 民族楽器 ｢音で伝える世界の人々｣(ロビン ･ロイ ド氏),琵琶湖博物館 ア トリウム.

滋賀県草津市.[企画 ･運営]

2002年 3月 31日 ｢にんぎょうげきじょう｣コーナー紹介.｢人形 まつ り 1nあかね｣.蒲生町あかね.

蒲生町.[展示]

その他の博物館､顔G ･団体等の行事

2002年 8月～ 1月 ｢親 しむ博物館づ くり事業｣実行委員会.文部科学親 しむ博物館づ くり委嘱事業 ｢よ

みがえれ !写真たち｣.文部科学親 しむ博物館づ く り委嘱事業,琵琶湖博物館.革津市.[企画 ･

準備]

【展示活動】

琵琶湖博物館の展示活動

2001年度 ディスカバ リー ･ルーム [維持管理 ･運営 :副担 当]デ ィスカバ リー ･ルーム

土器パズル製作委託.2件.[監修]デ ィスカバ リー ･ルーム.

｢石の下 ･水 の中の生きもの｣生物 レプ リカ製作委託 [監修]デ ィスカバ リー ･ルーム,

｢音の部屋｣楽器解説グラフィック製作委託.12件 [監修]ディスカバ リー ･ルーム.

ディスカバ特派員屋外編報告パネル展示. 1件.[企画 ･展示 :主担当]C展示室.

ディスカバ リーボ ックス製作委託. 5件 [監修]デ ィスカバ リー ･ルーム.

2001年 12月 4日～2002年 1月 16日 ｢親 しむ博物館づ くり事業｣企画開発委員会.ギ ャラリー展 ｢よ

みがえれ !写真たち｣[共同企画運営者]企画展示室.
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