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large scale in Japan. Forth Asia Marine Biology
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Symposium (AMBS 2019). Taipei（2019 年 11
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月４日～７日）
）．
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ウチク林と森林における土壌の温室効果ガス発
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小泉 尚嗣（2019）日本地球惑星科学連合は，優

よび亜リン酸の定量（要旨発表），日本陸水学

先する手段を理由と共に明示すべきである，日

会近畿支部会第 31 回研究発表会，彦根市（2020

本地球惑星科学連合 2019 年大会，千葉市（2019

年２月 29 日，新型コロナウィルスにより中止）．
辻一 真，丸尾雅啓，小畑元 (2019) 陸水中に存在

年５月 26 日～ 30 日）．
小泉尚嗣，箕手慎介，田中達也（2019）2016 年

する各種ホスホン酸および亜リン酸の定量，日

熊本地震後の河川流量変化，日本地球惑星科
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月 27 日～ 30 日）．

栄養的質を総合的に評価する～，日本環境動物

辻一 真，丸尾雅啓，小畑元（2019）湧水中懸濁
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放飼頭数，半数に減らしても大丈夫？（要旨発

年３月 15 日～ 17 日，新型コロナウィルスに

表），第 64 回日本応用動物昆虫学会大会，名

より中止）．

古屋（2020 年３月 15 日〜 17 日，新型コロナ

本間 淳，安藤さやか，日室 千尋，池川 雄亮，原

ウィルスにより中止）．

口大（2020）沖縄県に侵入したミ カンコミバ

古川真莉子，北村立実，小室俊輔，志村隆二，湯

エ種群の外部形態 および DNA 配列による種同

澤美由紀，福島武彦 (2020) 付着珪藻による霞

定（要旨発表），第 64 回日本応用動物昆虫学

ヶ浦流入小河川の水質評価（要旨発表），第 54

会大会，名古屋（2020 年３月 15 日～ 17 日，

回日本水環境学会年会，盛岡，（2020 年３月

新型コロナウィルスにより中止）．
池川 雄亮，伊藤公一，日室千尋，本間淳 (2020)

16 日～ 18 日，新型コロナウィルスにより中

不妊メスは不妊虫放飼法の防除効果を促進する

止）．

か？（要旨発表），第 67 回日本生態学会大会，

古川真莉子，西田隆義 (2019) イラガの繭の形状
と形成場所との関係：繭の形状コストを探る，

名古屋（2020 年３月４日～８日，新型コロナ

日本環境動物昆虫学会第 31 回年次大会，土浦

ウィルスにより中止）．
池川雄亮，伊藤公一，日室千尋，本間淳（2020）

（2019 年 11 月 30 日～ 12 月１日）．
原口大，松山隆志，本間淳，川津一隆，佐渡山安

雌雄の交尾相手選好性が不妊虫放飼法の防除効

常（2020）津堅島におけるアリモドキゾウム

果に与える影響の数理モデル（要旨発表），第

シ根絶防除－外部からの飛来侵入抑制の試み―

64 回日本応用動物昆虫学会大会，名古屋（2020

（要旨発表），第 64 回日本応用動物昆虫学会大

年３月 15 日～ 17 日，新型コロナウィルスに
より中止）．

会，名古屋（2020 年３月 15 日～ 17 日，新型

芳賀 弘和，勝山正則，尾坂兼一 (2020) 中国山地

コロナウィルスにより中止）．
日室千尋，池川雄亮，本間淳 (2020) 私，イモゾ

中部の森林小流域における降雨時の水文・水質

ウムシ雌の交尾間隔はだれが決めるの？私？あ

応答（要旨発表），第 131 回日本森林学会，名

なた？（要旨発表），第 67 回日本生態学会大会，

古屋市（2020 年３月 27 日～ 30 日，新型コロ

名古屋（2020 年３月４日～８日，新型コロナ

ナウィルスにより中止）.
Ish ibashi T., K. Osaka, K. Koba,T. Nakamura and

ウィルスにより中止）．

K. Nishida (2019) Isotopic study on seasonal ni-

日室千尋，本間淳，池川雄亮，熊野了州（2020）

trogen dynamics at Lake Biwa, JpGU-AGU Joint

イモゾウムシ雌の交尾間隔，実は雌が決めてい
た！？（要旨発表），第 64 回日本応用動物昆虫

Meeting 2019, Chiba（2019 年 ５ 月 26 日 ～ 30

学会大会，名古屋（2020 年３月 15 日～ 17 日，

日）．
石橋孝晃，尾坂兼一，木庭啓介，中村高志 , 西田

新型コロナウィルスにより中止）．
久岡知輝，S. Santoso，北野大輔，西田隆義（2020）

継 (2019) 窒素安定同位体比を用いた琵琶湖水

マンゴーは文句なしの最適寄主植物～天敵圧と

における窒素循環構造の検討，日本陸水学会
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2019 年 大 会， 金 沢 市（2019 年 ９ 月 27 日 〜

都大学防災研究所地震火山研究グループ研究

30 日）．

会，宇治市（2019 年 11 月 29 日）．

Kat suyama, M., H. Haga, K. Fukushima, T. Oda,

木本裕也，渡部恵司，山下博康，齊藤光男，西田

M. Fujimoto, K. Osaka, R. Nagano and T. Egusa

隆義（2019）京都府亀岡市におけるトノサマ

(2019) Comparison of hydrological control in

ガエル属（Pelophylax）の保全生態学的研究：

streamwater residence time across headwater

ロガーを用いた広範囲鳴き声調査，第 10 回琵

catchment, AGU Fall Meeting, San Francisco

琶湖地域の水田生物研究会，草津（2019 年 12

（2019 年 12 月９日〜 13 日）.

月 15 日）．

尾坂兼一 , 肥田嘉文 , 國松孝男 , 大手信人 (2019)

中西 康介（2019）農薬は水生動物群集に影響を

降雨時期と降雨規模が森林集水域からの懸濁

及ぼすか，第 10 回琵琶湖地域の水田生物研究

態，溶存窒素流出に与える影響：大規模降雨の

会，草津（2019 年 12 月 15 日）．

増加が森林からの窒素流出に与える影響，日本

中西 康介，北野大輔，大久保卓也（2020）中干

陸水学会 2019 年大会，金沢市（2019 年９月

しが水田を利用する水生動物群に及ぼす影響―

27 日〜 30 日）．

実験圃場を用いた３年間の調査報告，第 10 回

横澤 賢，西田 継，中村 高志，尾坂 兼一 (2019)

琵琶湖地域の水田生物研究会，草津（2019 年

窒素化合物の安定同位体比に関する動力学的

12 月 15 日）．
石田卓也 , F.C. Ramirez, 上原佳敏，尾坂兼一，藤

な基礎検討：ネパールカトマンズの地下水に

吉麗，O.L.A. Privaldos, R.D.S. Papa, 陀安一郎，

対するケーススタディ，日本地球惑星科学連合
2019 年 大 会， 千 葉 市（2019 年 ５ 月 26 日 〜

奥田昇 (2019) リン酸酸素安定同位体比を用い

30 日）．

た人為かく乱影響下にあるフィリピンの河川に

前田陽也 (2020) 琵琶湖円盤に生息するエビノコ

おけるリン起源の特定，同位体環境学シンポジ

バン Tachaea sinensis の宿主利用 ( 要旨発表 )，

ウム，京都（2019 年 12 月 20 日）．
Marcaida, A. J. B and M. urabe (2019) phylogeog-

日本生態学会第 67 回全国大会，名城大学（2020

raphy of parasitic nematodes recoverd from

年３月４日〜７日，新型コロナウィルスにより

Bufo species in Japan．大学院研究交流会 2019，

中止）．

長浜バイオ大学（2019 年９月２日）
７．研究会等、講演会、特別講義での発表
２) 講演会

１) 研究会等における発表
大賀 雄介，後藤直成（2019）近年の琵琶湖北湖

伴修 平（2019）外来水生植物のメタン発酵処理

におけるクロロフィル a 濃度の変動傾向．大

等に関する研究：発酵消化液を用いた微細藻類

学院研究交流会 2019，長浜バイオ大学（2019

および野菜栽培試験，2019 年度 水陸両生の侵

年９月２日）．

略的外来植物の管理に関するワークショップ，
滋賀県琵琶湖博物館（2019 年８月 26 日）.

大賀 雄介，後藤直成，石坂丞二（2019）琵琶湖
北湖における SGLI のリモートセンシング反射

伴修平，畑直樹 (2020) 外来水草のメタン発酵処

率データの検証．日本リモートセンシング学会

理等に関する研究．水陸両生の侵略的外来植物

海洋・湖沼リモートセンシング研究会，名古屋

の管理に関する国際ワークショップ，大阪市立
自然史博物館 (2020 年３月 26 日，新型コロナ

（2019 年９月 11 日）．

ウィルスにより中止）.

細井 祥子（2019）いらないものを利用する―海
洋性廃棄物を利用した環境保全―．大学院研究

後藤 直成（2019）琵琶湖の大規模貧酸素水塊と

交流会 2019，長浜バイオ大学（2019 年９月

温暖化，東アジアとドイツ学生のための多文化

２日）．

共学短期受入れ留学プログラム（京都大学），
滋賀県立大学（2019 年８月５日〜６日）．

小泉 尚嗣，箕手慎介，田中達也，森あずみ，安

小泉 尚嗣（2020）水環境と火山・活断層～琵琶

食 拓 海， 佐 藤 努， 高 橋 浩， 松 本 則 夫（2019）

湖西岸の地下水・河川水と活断層および御嶽山

2016 年熊本地震後の河川水・湧水の変化，京
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噴火前後の地下水変化～，第８回トークセッシ

Li-mnology，JICA 課題別研修「水資源の持続

ョン「水環境と災害～多発する自然災害と地下

可能な利用と保全のための統合的湖沼・河川・

水の関わりを考える～」，NPO 法人地中熱＆地

沿岸流域管理」，滋賀県立大学（2019 年８月

下水資源活用 NET, 岐阜市
（2020 年１月 25 日）．

29 日）．
西田隆義（2019）彦根中央中学 校外学習「ふる

小泉尚嗣（2020）滋賀県の活断層と震災リスク，

さと探求」，滋賀県立大学（2019 年 10 月 29 日）．

滋賀県営繕主務者会議技術研修会，長浜市都市

西田隆義（2019）彦根東中学 校外学習「ふるさ

建設部，長浜市（2020 年１月 31 日）．

と探求，滋賀県立大学（2019 年 11 月 13 日）．
吉山浩平（2019）地球温暖化の琵琶湖への影響：

３) 授業

Impacts of global warming on lake ecosystems，

伴修平（2019）陸水学，創価大学，八王子（2019

JICA 課題別研修「水資源の持続可能な利用と

年９月 11 日）．

保全のための統合的湖沼・河川・沿岸流域管

伴修平（2019）「地球生態系とプランクトン」び
わ湖トラスト主催

理」，滋賀県立大学（2019 年８月 30 日）．

ジュニアドクター育成塾

座学 12，コラボしが 21（2019 年９月 22 日）．
８．展覧会等

伴修 平，後藤直成，刘鑫（2019）動物プランク
トンの鉛直分布と湖水鉛直構造の関係，ジュニ

籠谷 泰行・野間直彦・高橋卓也（2019）山を活

アドクター育成塾，船上講座，びわ湖トラスト

かす，山を守る，山に暮らす交流会 2019，滋
賀県，ウッディパル余呉（2019 年 10 月５日）．

（2019 年 10 月６日）．
伴修 平（2019）「 地 球 環 境 学 」， 高 大 連 携 事 業
（泉陽高校理系向け模擬授業），滋賀県立大学

９．競争的研究資金の導入

（2019 年 10 月 16 日）．

１）本学特別研究

後藤 直成（2019）実験水槽を用いた水塊構造の

上河原献二，伴修平，須戸幹，野間直彦，畑直樹，

解析－琵琶湖における水塊構造の季節的変化

湖沼周辺における水陸両生外来水生植物管理，

－，高大連携事業，彦根東高校，滋賀県立大学

重点領域研究，2017 〜 2019 年度，460 万円．
大久保卓也，後藤直成，貧栄養化が進行する琵琶

（2019 年 12 月 18 日）．

湖における生態系変化と漁業への影響把握，教

細井 祥子（2019）虎姫高校高大連携講座「環境
DNAを用いた生物の動態解析」～環境 DNA を

育研究高度化促進費，2019 年度，69 万円．

採取し外来魚の生息調査をしてみよう～」，滋

小泉尚嗣，丸尾雅啓，後藤直成，笠谷貴史，山野
誠，琵琶湖湖底深部湧水と湖底地下構造との関

賀県立大学（2019 年８月 20 日）．
細井 祥子（2019）滋賀県教育委員会・私立中高

係解明および同湧水が環境に与える影響の把

連との連携講座「水の中の微生物のすべらし

握，教育研究高度化促進費，2019 年度，80 万

さ」，滋賀県立大学（2019 年７月 30 日）．

円．

細井 祥子（2019）ジュニアドクター育成塾「環
境 DNA からわかる生物の秘密」びわ湖トラス

２）科学研究費補助金

ト研究室，大津（2019 年 10 月 27 日）．

伴修平，丸尾雅啓，後藤直成，尾坂兼一，その他

小泉尚嗣（2019）2019 年度教員免許状更新講習：

４名．栄養塩負荷量と漁業生産の関係：水質総

地震予測について・気象庁の震度データベース

量規制は漁業生産の減少要因か？，基盤研究
（A），2018 ～ 2020 年度，1,100 万円．

を用いた地震予測，日本地震学会，滋賀県立大

池谷透，伴修平，丸尾雅啓，その他２名，有機態

学（2019 年８月 20 日）．
小泉 尚嗣（2019）インターネットを用いた正確

リン再生過程とリン酸―酸素安定同位体解析に

な情報検索の仕方―琵琶湖の環境問題を例とし

基づくリン循環の解明，基盤研究（C），2019

て―県立彦根翔西館高校，滋賀県立大学（2019

～ 2021 年度，60 万円．
堂満 華子，完新世の気候最適期における湖沼古

年 10 月 10 日）．
丸尾 雅 啓 (2019) 湖 沼 学 基 礎：Fundamentals of

水温の定量的復元法の開発，基盤研究（C），
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2018 ～ 2020 年度，78 万円．

同研究，2019 年度，４万円．

後藤直成，光学的測定法による植物プランクトン
群集動態の新現象解明を目指したモニタリン
グ 観 測， 基 盤 研 究（C），2019 ～ 2021 年 度，

10．研究員の受入

160 万円．

刘鑫，伴修平．特任研究員，基盤研究（A）栄養

細井 祥 子 , Karine Van Donick その他８名，Lake

塩負荷量と漁業生産の関係：水質総量規制は

Biwa (Japan): a Corbicula biodiversity and

漁業生産の減少要因か？，2019 年４月１日〜

hybridization hotspot，二国間交流事業共同研

2020 年３月 31 日．
Protima Sarker，丸尾雅啓．文部科学省国費留学

究／セミナー，2019 ～ 2021 年度，190 万円．

生（大学推薦），Study on the characteristics of

赤澤輝彦，細井祥子，その他５名，バラスト水処

NOM and their removal using effective method

理に利用できる電磁力型生物分離海水浄化装置
の 開 発， 基 盤 研 究（B），2019 ～ 2021 年 度，

from surface water，2019 年 10 月４日～ 2020

50 万円．

年３月 31 日．

工藤慎治，郊外居住大気における自動車起源粒子

中西康介，西田隆義．客員研究員，群集生態学的

成分の動態解明，若手研究，2018 ～ 2020 年度，

アプローチによる水田生態系の仕組みの解明，

91 万円．

2019 年 4 月 1 日～ 2020 年３月 31 日．

勝山正則，芳賀弘和，尾坂兼一，高時間分解能観

本間淳，西田隆義．客員研究員，検疫害虫ミバエ

測データを用いた森林の水質浄化機能の再評

類の防除に関する応用生態学的研究，2019 年

価，基盤研究 (B)，2017 〜 2020 年度，15 万円．

４月１日～ 2020 年３月 31 日．

尾坂兼一，酸素安定同位体比を用いた森林におけ

古川真莉子，西田隆義．客員研究員，在来天敵と

る窒素の流入，蓄積，流出過程の相互関係の解

外来種の捕食―捕食回避相互作用，2020 年１

明，若手研究 (B)，2017 〜 2020 年度，80 万円．

月 16 日～ 2020 年３月 31 日．

吉山浩平，大塚泰介，丸尾雅啓，吉山洋子，付着
藻類群集構造の色素分析による定量化とその変

12．社会への貢献

動要因の解明，基盤研究（C），2017 ～ 2019

１）各種委員会

年度，100 万円．

伴修平，NPO 自然の恵み，理事（2019 年４月〜

吉山洋子，吉山浩平，水域生態系におけるシアノ

2020 年３月）．

バクテリア生物時計の意義の解明，基盤研究

伴修平，NPO びわ湖トラスト，理事（2019 年４

(C)，2018 ～ 2020 年度，10 万円．

月〜 2020 年３月）．
伴修平，専門高校プロフェッショナル人材育成事

３）政 府および地方公共団体 ( 関連法人を含む )

業コーディネート委員会，委員，２回（2019

からの補助金

年８月〜 2020 年３月）．

奥田 昇，伴修平，丸尾雅啓，尾坂兼一，その他，

伴修平，創価大学私立大学研究ブランディング事

生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会―

業外部評価委員会，委員および委員長（2019

生態システムの健全性，総合地球環境学研究所

年４月〜 2020 年３月）．

プロジェクト研究，2015 〜 2019 年度，680

小泉尚嗣，気象研究所評議委員会分科会（地震火

万円．

山津波分野），会長（2019 年４月〜 2020 年３

石川俊之，後藤直成，伴修平，吉山浩平，他５名，

月）．

全循環湖から部分循環湖への移行をはじめた琵

小泉尚嗣，東濃地震科学研究所地殻活動研究委員

琶湖における底層の大規模詳細観測，滋賀大学

会，委員，0 回（４月〜 2020 年３月）．

重点領域研究助成事業，2019 年度，20 万円．

小泉尚嗣，東濃地震科学研究所運営委員会，委員，

後藤直成，石坂丞二，気候変動観測衛星（GCOM-C）

1 回（2019 年４月～ 2020 年３月）
．

を利用した琵琶湖におけるクロロフィル a 濃度

丸尾雅啓，びわ湖フローティングスクール運営懇

の推定，名古屋大学宇宙地球環境研究所一般共

話会，委員，2 回（2019 年４月～ 2020 年３月）．
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丸尾 雅啓，彦根市公共下水道事業審議会，委員，

年４月～ 2020 年３月）．

１回（2019 年 11 月～ 2020 年３月）．

丸尾 雅啓，日本陸水学会英文誌「Limnology」編

丸尾雅啓，栗東市環境審議会，委員，1 回（2020

集委員（2019 年４月～ 2020 年３月）．

年 2 月～ 2020 年 3 月）．

丸尾雅啓，日本分析化学会会誌「ぶんせき」編集

浦部美佐子，滋賀県公共事業評価監視委員会，委

委員会本部委員（2019 年４月～ 2020 年３月）．

員（2019 年４月～ 2020 年３月）．

丸尾雅啓，日本分析化学会環境分析研究懇談会委

浦部美佐子，滋賀県琵琶湖レジャー利用適正化審

員・幹事（2019 年４月～ 2020 年３月）．

議会，委員（2019 年４月～ 2020 年３月）．

丸尾 雅啓，日本陸水学会吉村賞選考委員（2019

浦部美佐子，京都市外来種チュウゴクオオサンシ

年４月～ 2020 年３月）．

ョウウオ対策検討委員会，委員（2019 年４月

丸尾雅啓，日本陸水学会近畿支部会会誌「陸水研

～ 2020 年３月）．

究」編集委員（2019 年４月～ 2020 年３月）．

浦部美佐子，滋賀県生き物データバンク（仮）検

浦部美佐子，関西自然保護機構「地域自然史と保

討委員会，委員（2019 年４月～ 2020 年３月）．

全」編集委員（2019 年４月～ 2020 年３月）．
吉山 浩平，日本陸水学会英文誌「Limnology」編
集幹事（2019 年４月～ 2020 年３月）．

２）学会貢献

吉山 浩平，日本陸水学会評議員（2020 年１月〜

伴修 平，日本プランクトン学会英文誌編集委員

2020 年３月）．

（2019 年４月～ 2020 年３月）．
伴修 平，日本プランクトン学会評議員（2019 年

３）国際貢献・海外調査など

４月～ 2020 年３月）．

伴修平，エチオピア，バハルダール，創価大学私

伴修 平，日本プランクトン学会奨励賞選考委員

学ブランディング事業にかかるエチオピアでの

（2019 年４月～ 2020 年３月）．
伴修 平，日本生態学会 Ecological Research 編集

施設視察と研究打ち合わせ，2020 年２月 28

委 員，Associate Editor-in-Chief（2019 年 ４ 月

日～３月７日．
久岡 知輝，インドネシアにおける Bactrocera 属

〜 2019 年 12 月）

伴修平，日本個体群生態学会 Population Ecology,

ミバエ類の繁殖生態に関する野外調査，2019

（2019 年４月～ 2020 年３月）．
Associate Editor

年９月 14 日～ 2020 年１月 10 日．
西田 隆 義， イ ン ド ネ シ ア に お け る Bactrocera

肥田 嘉文，日本水環境学会関西支部幹事（2019

属ミバエ類の生態的防除に関する野外調査，

年４月～ 2020 年３月）．

2019 年 12 月 17 日～ 23 日 .

肥田嘉文，日本水環境学会関西支部 水環境賞・
奨 励 賞 選 考 委 員 会 事 務 局（2019 年 ４ 月 ～

13．マスメディアへの対応

2020 年３月）．

本学の研究、教育および社会的役割に関連する

細井祥子，マリンバイオテクノロジー学会評議員

ものに限る。

（2019 年４月～ 2020 年３月）．

１）新聞、雑誌等からの取材による記事

小泉 尚嗣，日本地震学会代議員（2019 年 4 月～

小泉 尚嗣（2019）滋賀県で震災に備える事につ

2020 年３月）．

いて，彦根東高校新聞，14，
2019 年 10 月 18 日．

小泉尚嗣，日本地震学会地震学を社会に伝える連
絡会議（2019 年４月～ 2020 年３月）．

２）TV、ラジオ番組への出演等

小泉 尚嗣，日本地震学会広報委員会（2019 年４

小泉 尚嗣（2019）しが！！防災応援ラジオ「びわ

月〜 2020 年３月）．

湖の周りは良く揺れる」，NHK，2019 年６月

小泉 尚 嗣， 日 本 陸 水 学 会 監 査（2019 年 ４ 月 ～

17 日．

2020 年３月）．
工藤慎治，大気環境学会近畿支部エアロゾル部会

３）その他

世話人（2019 年４月～ 2020 年３月）．

（なし）

丸尾 雅啓，日本分析化学会近畿支部幹事（2019
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