
2020-21 年度 第 2 回（公社）⽇本動物学会関東⽀部委員会 議事録 

⽇時：2020 年 12 ⽉ 22 ⽇（⽕） 13 時〜14 時 

会場：オンライン会議  

出席：深津・⼊江・⼆橋・道上・川⼝・三浦・⾕⼝・稲葉・兵藤・加藤・神⽥・蟻川・吉⽥・柴・
⼭元・鈴⽊・⾺⾕・⽥中 
 

報告事項 

１） ⽀部⻑報告 （深津 ⽀部⻑） 

深津⽀部⻑より、理事会の報告があった：第 4 回理事会が 12 ⽉ 10 ⽇に開催され、深
津⽀部⻑が関東⽀部会活動報告を⾏った。また、Zoological Letters、⽶⼦⼤会準備状
況、寄付委員会報告についてそれぞれ報告を受けた。 

 

２） 関東⽀部⼤会（東京⼤学・駒場キャンパス、2021 年３⽉）     

道上委員より、関東⽀部⼤会の準備状況が報告された。 
・2021 年 3 ⽉ 20 ⽇ 10 時〜16 時に、オンラインで開催する。 
・公開シンポジウムは Zoom ウェビナーを利⽤する（最⼤受け⼊れ⼈数は 3000 ⼈）。 
・総会はあらかじめ資料を LINC Biz にアップして承認をとる予定（2020 年度と同様の

形式）。 
・ポスター発表は LINC Bis を利⽤予定。コアタイムで発表・ディスカッションできるよ

うにする予定（2020 年関東⽀部会と同様の形式）。著者の⼀⼈が動物学会会員であれ
ばポスター発表が可能。 

・年内に第⼀報をアナウンス予定。 
・参加費は必要であれば徴収する（近年は繰越⾦が多かったため、参加費無料にしてい

た）。 
・関東⽀部⼤会の予算は 40 万円。なお、2020 年⼤会の⽀出は 20 万 2 千円。 
・会員数を増やすためにも、アナウンスは関東に限定せず広く⾏う。シンポジウムは⾼

校⽣・⼤学⽣を含めて⼀般の⽅の参加可能（例年通り）。ポスター発表への参加者が
会員限定にするかについては、今後メール審議する。 

 

３） 次期関東⽀部担当本⼤会（早稲⽥⼤学・2022 年９⽉） 

加藤理事より、2022 年度の動物学会準備状況について報告があった。 



・開催候補⽇は 9⽉ 7⽇〜9⽉ 10 ⽇。（会場の予約はまもなく⾏う。） 
・早稲⽥⼤学で開催の場合は会場費は無料にできるが、そのために⼤学側から提⽰され

ている条件として、ノーベル賞受賞者の講演を加える、国際シンポジウムを加える、
などが提⽰されている。 

・コロナ感染状況によっては、会場の収容定員に問題があり、早稲⽥⼤学では開催でき
ない可能性もある。周辺⼤学やコンベンションセンターなども含めて検討する必要が
ある。代替会場の候補の⼀つは群⾺コンベンションセンター。 

・シンポジウム枠で NHKのバーチャルイメージングの映像を流すことを検討中（番組
宣伝を⼊れれば無料。ダーウィンが来たのスタッフが協⼒可能）。 

・⽶⼦⼤会の開催状況は 2021 年 2 ⽉までにはわかるので、状況を⾒つつ準備を進める。 

 

４） 関東⽀部講演会報告（企画委員 川⼝・⾕⼝・三浦 資料 4) 

川⼝委員より、2020 年度の関東⽀部講演会の報告があった：2020 年度の公開講演
会は 8⽉ 23 ⽇にウェビナーを⽤いて開催された。出席者は 201名。⾼校⽣から⼀般の⽅
まで幅広い層が参加した。⽀出は 126107円。 

 

審議事項 

１） 公開講演会（2021 年夏 場所未定）の計画について 

⾕⼝企画委員より、2021 年度の公開講演会の準備計画について報告があった。 

・開催⽇の第⼀候補は 7⽉ 18⽇、第⼆候補 7⽉ 19⽇、第三候補 7⽉ 17⽇（オリンピッ
クの前に開催したい）。 

・テーマは「動物のすごい⾝体能⼒について」の予定（オリンピックにちなんだ内容）。 
・質疑応答の分を含めて 180分を予定。 
・広報および予算は 2020 年度にならう予定。 

 

２） 2022 年 ⽀部⼤会について 

東⼯⼤ ⻑津⽥構内（⽥中幹⼦会員・⽀部⼤会⻑ 資料 6） 

⽥中⽀部⼤会⻑より 2022 年度の関東⽀部⼤会の準備状況が報告された：2022 年 3 ⽉ 5⽇
もしくは 12 ⽇に東京⼯業⼤学すずかけキャンパスで開催予定（今年度末に⽇程確定予



定）。 

 

３） 2023 年 ⽀部⼤会について 

2023 年度の関東⽀部⼤会の開催場所について話し合われた。 

・明治⼤学が候補になるかどうかを所属会員に確認予定。 
・例年、前年の⼤会の際に次回の開催地のアナウンスをしているので、開催場所について

は開催の 1 年前までに決めておく。 

 

４） その他 

次回の動物学会本⼤会の関東⽀部担当（2026 年の予定）の担当候補は中央⼤学。 

 



2020-21 年度 第 2 回（公社）⽇本動物学会関東⽀部委員会 議事次第 

⽇時：2020 年 12 ⽉ 22 ⽇（X） 13 時 00 分より 

会場：オンライン会議  

 

報告事項 

１） ⽀部⻑報告 （深津 ⽀部⻑） 

理事会報告 （資料 1） 

２） 関東⽀部⼤会（東京⼤学・駒場キャンパス、2021 年３⽉）     

  準備状況 （道上委員 資料 2） 

３） 次期関東⽀部担当本⼤会（早稲⽥⼤学・2022 年９⽉） 

  準備状況(加藤理事 資料 3) 

４） 関東⽀部講演会報告（企画委員 川⼝・⾕⼝・三浦 資料 4) 

 

審議事項 

１） 公開講演会（2021 年夏 場所未定）の計画について 

  （企画委員 川⼝・⾕⼝・三浦 資料 5） 

２） 2022 年 東⼯⼤ ⻑津⽥構内（⽥中幹⼦さん⽀部⼤会⻑ 資料 6） 

３） 2023 年 明治⼤学での開催（？） 

４） その他 



（資料１） 

 

第 2 回日本動物学会関東支部委員会 
2020 年 12 ⽉ 22 ⽇ 13 時〜 

支部長報告（深津武馬）  

 

2020-21 年度第 4 回理事会を 2020 年 12 月 10 日 16:30 から Zoom 会議で実施（別紙１） 

「その他委員会報告」で関東支部会活動報告を行なった（別紙２） 

 

以上 

  



（別紙１） 

 

公益社団法人 日本動物学会 2020-21 年度第 4 回理事会 

 

日 時：2020 年 12 月 10 日 16:30〜18:00 

場 所：TV 会議システム（Zoom）により実施 

 

議事概要： 

 

2020-21 年度第 2 回理事会議事録の確認 

 

報告事項  

 ・会長報告（稲葉会長） 

 ・Zoological Letters について(深津理事) 

 ・米子大会準備状況（彦坂中国四国支部長/理事） 

 ・寄付委員会報告(加藤寄付担当理事) 

 ・COVID-19 影響下での支部活動状況(神田庶務理事) 

 ・その他委員会報告 

 

審議事項  

第一号議案 学会賞等選考委員会委員選出（神田庶務理事） 

第二号議案 OM 賞・茗原眞路子研究奨励助成金の審査方法について（富岡賞選考理

事） 

第三号議案 フォトコンテスト企画について(稲葉会長) 

第四号議案 米子大会開催について(稲葉会長) 

 

  



（別紙２） 

 

日本動物学会関東支部会 活動報告 2020 年 7 月〜2020 年 12 月 

深津武馬（支部長） 

 

1. 公開講演会の開催 

2020 年 8 月 23 日 13:30〜16:30 に公開講演会「動物界にみられる生殖の多様性」をオンラ

イン開催した。 

 

2. 支部委員会の開催 

2020 年 8 月 24 日 12:00-13:00 に第 1 回支部委員会を Zoom 会議で開催した。 

第 2 回支部委員会を 12 月中に開催予定である。 

 

3. 支部役員の決定 

2020-2022 年 支部役員および担当を以下の通り決定した。 

支部長：深津武馬 

支部委員：入江直樹（庶務）、二橋亮（会計）、道上達男（広報）、川口眞理（企画・書記）、三

浦徹、谷口俊介 

支部選出理事：稲葉一男、深津武馬、兵藤晋、加藤尚志、神田真司、蟻川謙太郎、吉田薫、

沓掛磨也子、柴小菊 

支部代表委員：規定により今回は欠員(有権者数と理事の数により０となった） 

支部特任委員：山元孝佳（広報）、鈴木郁夫（広報）、馬谷千恵（企画） 

 

4. フォトコンテストに関する意見聴取 

11 月初旬にメールによる意見聴取を行い、取りまとめて会長に報告した。 

 

以上 

 



資料２ 

2020 年度 関東⽀部⼤会 準備状況          201223 ⽂責 道上 
 
1）⼤会の概要 
開催⽇：2021 年 3 ⽉ 20 ⽇（⼟）10:00〜16:00 
開催形式：オンラインを予定 
スケジュール： 
10:00〜12:15 公開シンポジウム （Zoom ウェビナーによる開催（東⼤の道上のアカウン
ト、同時接続数 3000 で申請済、講演者も依頼済：内容の詳細は別紙） 
12:30〜13:00 総会(引き続き Zoom ウェビナーで？) 
13:00〜15:00 ポスター発表（LINC Biz を予定、審議のうえ決定） 
   コアタイム 演題番号奇数：13:00〜14:00、偶数：14:00〜15:00 
 
2）今後の予定 
①アナウンス：第⼀報は年内に⾏う。そこにはポスター発表の登録の詳細は書かない。 
②ポスター発表の登録フォーム作成：昨年の例に倣う。〆切は 2 ⽉末を予定。 
③LINC Biz について：中部⽀部・阿部先⽣（名古屋⼤）に、今年の動物学会の例を聞く。 
費⽤：300 ⼈参加、発表者 150 ⼈として約 22 万円の試算（参考：動物学会本⼤会は運営

12 ⼈、発表 255 ⼈、参加 444 ⼈で費⽤ 27 万円） 
④その他 
 

 



動物学会関東⽀部⼤会 公開シンポジウム

実験⼿法の開発が研究の⼤きな原動⼒となった例は多く知られています。これ
までは、そういった⾰新的な実験⼿法はいわゆるモデル⽣物や培養細胞などに
⽤いられることが少なくありませんでしたが、様々な動物を⽤いた研究にも適
⽤できるでしょう。本シンポジウムでは、様々な新しい実験⼿法を適⽤した実
例について、5名の先⽣⽅に紹介していただきます。

最新技術を使った動物学研究の最前線

日時：２０２０年３月２０日（土）
１０：００－１２：２０

オンライン開催（参加費無料；参加申し込み要検討）

演題
1. ⽔⾕隆太 先⽣（東海⼤学）
[Micro-CT]
2. 奥出絃太 先⽣（東京⼤学）
[⾮モデル⽣物、RNAi]
3. 奥⽥覚 先⽣（⾦沢⼤学）
[数理⽣物学、AFM]
4. 松⼭誠 先⽣（重井医学研究所）
[rGONAD法、モノクローナル抗体]
5. ⽊村-吉⽥千春先⽣/上⽥陽⼦先⽣（⼤阪⺟⼦医療センター）
[マイクロピペット・⼒測定]

お問い合わせ先：
日本動物学会関東支部第７３回大会準備委員会代表
道上達男（Tel：03-5454-6665、E-mail：tmichiue@bio.c.u-tokyo.ac.jp）
〒153-8902 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻
主催：日本動物学会関東支部（https://www.zoology.or.jp/kantou/index.asp）

ポスター案



資料３ 

2020 年 12 ⽉ 22 ⽇  関東⽀部委員会資料（加藤尚志） 
 

2022 年 ⽇本動物学会⼤会東京⼤会準備状況 
 

【これまでの経緯のまとめ】 
2021 年 9 ⽉ 9 ⽇（⽔）〜-9 ⽉ 11 ⽇（⼟）の⽇程で 第 92 回⽇本動物学会⼤会を早稲⽥⼤学本部キャン
パスで実施する準備を進めていた。しかしコロナ禍の影響で，⽶⼦⼤会開催が１年延期となり，第 92 回
⼤会を⿃取県⽶⼦市で 2021 年 9 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜4 ⽇（⼟）会期 3 ⽇間（ただしサテライトシンポジウム
等を会期前後）で開催する。このため，関東⽀部が担当する東京⼤会は第９３回⼤会として，2022 年開
催となる。 

 

【早稲⽥⼤学本部キャンパスの開催について】 
2021 年 9 ⽉開催の施設予約の特別枠申請（⼤隈会館，⼀般教室，懇親会場等）を解約した。 
（2020 年 7 ⽉に仮キャンセル，2020 年 12 ⽉にキャンセルの正式確定）。 
 

次いで，以下の⽇程で会場の利⽤が可能か，⼤学と交渉を開始した（2020 年 12 ⽉）。 
【候補⽇程 1】 2022 年 8 ⽉ 31 ⽇（⽔）午後〜9 ⽉ 3 ⽇（⼟）まで使⽤（⼤隈講堂利⽤は，9 ⽉ 1 ⽇） 
【候補⽇程 2】 2022 年 9 ⽉ 7 ⽇（⽔）午後〜9 ⽉ 10 ⽇（⼟）まで使⽤（⼤隈講堂利⽤は，9 ⽉ 8 ⽇）○ 
【候補⽇程 3】 2022 年 9 ⽉ 14 ⽇（⽔）午後〜9 ⽉ 17 ⽇（⼟）まで使⽤（⼤隈講堂利⽤は，9 ⽉ 15 ⽇）
△ 
【候補⽇程 4】 2022 年 9 ⽉ 21 ⽇（⽔）午後〜9 ⽉ 24 ⽇（⼟）まで使⽤（⼤隈講堂利⽤は，9 ⽉ 22 ⽇）
△ 

2022 年は、卒業式は 9/17（⼟）もしくは 9/18（⽇）、⼊学式は 9/21（⽔）、9/24（⼟）もしくは 9/25（⽇）に実施される可能性が⾼
い 

【今後の課題】 
・招聘演者の⽇程の確保 （ノーベル賞受賞者等・・・⼤学から⽰された条件） 
・学事⽇程 （９⽉卒業式，⼊学式等の式典） 
・新型コロナ感染対策 （収容定員の制限等） 
・関東⽀部が担当できる他の会場の検討 
（例）・⼤宮ソニックシティーは改修⼯事のため休業 

・G メッセ群⾺（群⾺コンベンションセンター，2020 年開業，⾼崎駅から徒歩５分）など 
 https://www.g-messe-gunma.jp/ 

 
 

 
 



資料４ 

2020 年度⽇本動物学会関東⽀部講演会報告書 
2020 年度企画委員 川⼝・⾼⽊ 

 
2020 年 8 ⽉ 23 ⽇ 13 時半より、ウェビナーを⽤いて講演会を開催した。ウェビナーへの登録者は
249 名で、このうち 10 名が途中でキャンセル、201 名が出席した。8 ⽉ 17 ⽇には講演者全員で
のリハーサルも⾏い、パワポファイルの動作チェックなどを⾏っていたのだが、講演会開催直前
に講演者 1 名のパワポファイルの破損が⽣じ、さらに、最終講演者の発表時にはスライドを映せ
ないトラブルに⾒舞われた。最終演者だったため、順番を⼊れ替えることも難しかった。直前に
パワポファイルを送付してもらうべきだったと反省している。 

 
 
質疑応答は Q&A からおこなった。 
こちらのほうがチャットより良さそう。匿名性が保たれているおかげか質問数も多かっ
た。Q&A はパネリストしか⾒えないので、感想や重複する質問を運営側でまとめること
が可能。あらし対策にもなる。 
質問はアルバイト学⽣をゲストからパネリストへ昇格させ、学⽣と司会を担当していな
い川⼝・⾼⽊のどちらかがパワーポイントにまとめて、発表後に画⾯共有で表⽰した。
同時進⾏で⾏わなければならない作業は多いが、講演者の⽅が質問を読み上げる必要は
なく、視聴者全員に共有される点は好評であった。 
 

（１） 登録者の内訳 
登録者はその他・無所属の 27%が最も多く、次いで、⾼校⽣（18%）、⾼校教員（12％）
だった。 

 
 
参加者はその他・無所属が 28％、⾼校⽣ 17％、⾼校教員 11％である。 
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資料４ 

 
 
（２） 出納帳(詳細は別 Excelファイル参照) 

品⽬ ⾦額 備考 
印刷・郵送費 105,588円 ポスター同封の DM送付 
謝礼 15,000円 ⼀⼈ 5000円。⼀名辞退 
アルバイト代 5000円 当⽇およびリハーサル参加 
雑費 519円  
合計 126,588円  

 
関東⽀部 HP、Facebook 等による宣伝をおこなっていただき、動物学会本部にもメーリングリス
トや郵送による通知をおこなっていただいた。今年度は広告媒体を利⽤した宣伝は⾏わなかっ
た。 
 
（３） アンケート回答結果（今後の講演会に期待する内容） 

1. イカの産卵、産卵場所を知りたいです。②⿃の配偶、繁殖にも関⼼があります。 
2. アカハライモリの視覚や嗅覚、聴覚などの感覚について 
3. イカ、タコの神経系や知能、社会⽣活など⾝近な⽣き物の意外な側⾯ 
4. ウミウシの⽣殖も⾯⽩い 
5. カラスなど、⼈間の暮らしのそばにいる動物と⼈間の関わり 
6. この分野の研究をしている⽅々の情熱と成功体験を聞くことができればと思いま

す。 
7. サメ、エイ全般や極地⽣物に関する最新の情報など。 今回の講演を楽しみにして

おります。よろしくお願いいたします。 
8. サメの⽣殖⾏動についての講演。 
9. とにかく興味深く⾯⽩く聞くことができる内容であること 
10. どのような順番や⽅法で研究を⾏っているのか知りたいです。 
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11. より幅広い分類群に関する内容 
12. 遺伝⼦ ウイルス 
13. 引き続き実施していただきたい。 
14. 遠⽅でも参加できるオンライン講演会を続けてほしいです 
15. 恐⻯の絶滅と⿃類、⼈間の繁栄 
16. 古代⿂とよばれている⿂たちの⽣態と進化 
17. ⾼校⽣の参加⽀援について 
18. ⾼等学校理科の新学習指導要領では「⽣物は多様でありながらも共通性をもってい

る」ことを理念としており、⽣殖の多様性と共通性の両⽅が知りたい 
19. 今まで通りでお願いします 
20. 今回のようなヒトにも関連する根本的な⽣物学的課題、乳腺など。 
21. 今後の講演会にどのような内容を期待されますか？ 
22. 昆⾍に関する研究（特に進化系統学など） 
23. 昆⾍の⽣態を知りたいと思います。 
24. 最新の研究でわかったことなどを知りたいです。 
25. 最新の研究結果を知りたいです。 
26. 最新の⾯⽩そうな研究を紹介してください。 
27. ⾃然界の多様性について 
28. 授業で扱える⾯⽩い例 
29. 充⾜感溢れて，楽しい会になりますように。 
30. 初めての参加となります。今回のテーマである動物界の繁殖の多様性は正に興味の

あるテーマですので先⽣⽅のお話が楽しみです。 
31. 上⽥恵介先⽣の講演を聴講したいです 
32. 浸透圧調節機構のレビュー 
33. 深海の⽣き物について 
34. 深海⿂について 
35. 進化について 
36. 性について 
37. ⽣き物の誕⽣と進化について 
38. ⽣殖の多様さと、なぜそうなったか、他の⽣物だったら、など講演者の考察を聞い

てみたいです。 
39. ⽣物の多様性についてよくわかればいいと思います。 
40. ⽣物の繁殖、⽣殖における興味深く⾯⽩味もある内容。 
41. ⽣物学を志す中⾼⽣が増えるような、適度な専⾨性を保ちつつも理解しやすい内
容。どうしても専⾨⽤語を使わざるを得ないとは思いますが、⽣物基礎以上の語彙
を多⽤されると中⾼⽣の思考が追い付かないように思います。コロナ収束後もオン
ラインでの参加OKだと有難いです。 

42. ⽣物多様性を駆動する種分化や系統地理 
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43. 多様な繁殖とその⾯⽩さ 
44. 淡⽔⿂の⽣態について興味がある。ヨウジウオの特異な繁殖⾏動についてぜひ聞き

たい。 
45. 知的好奇⼼を刺激されるような内容 
46. ⼟と動物の関係とか 
47. 動物の死⽣観、両性具有動物の⽣殖 
48. 動物の⽣態、⽣理に関する内容 
49. 動物の⽣態や新たに発⾒されたこと。 
50. 動物の不思議を実感できるような内容 
51. 動物の変わった⽣態や多様性、⼀般の⼈の知的好奇⼼を刺激するような内容を期待

します 
52. 特にこれというテーマはありません。若⼿研究者が活躍できる場を。 
53. 特になし。 
54. ⽇本における野⿃の分布と⽣息数の変化について 
55. 発光⽣物、蛍光発光 
56. 発⽣進化学、最新の系統学の状況など 
57. 繁殖研究を⾏うモチベーションをお聞きしたいです。 
58. 繁殖⽣態、動物の⾏動について 
59. 普段の観察では分からない⽣態など。 
60. 毎年期待してます 
61. ⾯⽩い⽣物の内容 
62. 爬⾍類の講演 
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2021年度 日本動物学会関東支部企画 準備状況 

2020年12月11日現在 

企画委員 川口眞理、三浦徹、馬谷千恵、谷口俊介（文責） 

 

1. 日程（案） 

2021（令和３）年７月１７日（土）―１９日（月）のいずれか。 

高校生の補習を考えると 日à月à土 の順に優先？ 

13:30-16:30 

 

2. 会場 

オンライン 

 

3. テーマ（案） 

動物のすごい身体能力（オリンピックにちなんで）等の動物生態・行動に関する講演  

３−４名程度 

Talk２０−３０分＋質問５−１０分＋休憩 計１５０−１８０分（１８０分は長すぎ） 

 

4. パンフレット 

 演者が決まり次第作成 

 

5. 予算（案） 

 参考：2020 年度（オンライン開催）出納帳 
品目 金額 備考 
印刷・郵送費 105,588 円 ポスター同封の DM 送付 
謝礼 15,000 円 一人 5000 円。一名辞退 
アルバイト代 5000 円 当日およびリハーサル参加 
雑費 519 円  
合計 126,588 円  

 

6. 広報 

 昨年度までの方法とタイミングを踏襲する。SNS の利用などで理論的には世界中へ

宣伝できるが、オンライン環境の限度等を考慮するとほどほどが無難？ 
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2022 年度 支部大会 準備状況報告 
 
 

担当 
 東工大・田中幹子（） 
 
開催予定日程 
２０２２年３月５日（土）と１２（土） 

 
場所 

東京工業大学すずかけキャンパス内の多目的ホール（通称すずかけホール：３F）、および、

同じ建物のラウンジ（３F)、集会室１−３、応接室（２F）を確保済み。 
 
その他情報 

例年、すずかけキャンパスでは、３月の第一週か、第二週の週末に計画停電を行うが、この

日程が確定するのは、今年度末。日程が確定しないと講師の先生方との調整等できませんの

で、日程確定後すぐに準備を開始する予定。東工大は、動物学会員が多数おられるので、人

手的には問題なさそう。オンサイト大会を前提に準備していきますが、状況に応じて、オン

ライン大会に切り替える予定。 
 


