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公益社団法人日本動物学会 2021 年度事業報告 
 

1. 社員総会 

1）定時社員総会 
2021 年 9 月 2 日（金）～4 日（土） on line 開催 

議案 第一号議案 2020 年度 事業報告（案） 

   第二号議案 2020 年度 決算書（案）（貸借対照表、損益計算書、及び財産目録） 

   第三号議案 2020－2021 年度 理事候補者の承認について 

 

2. 学術集会の開催 

2021 年 9 月 2 日から 4 日まで、第 92 回日本動物学会大会はコロナ感染拡大を受け、on line

で開催。参加者数 一般および大学院生 660 名，学部学生 53 名，シンポ・関連集会での会員
外演者 33 名 合計 746 名。一般演題（すべてポスター）368，シンポジウム・関連集会は
本部企画シンポジウム 1 つを含めて 16 企画 78 題，総会での学会賞・奨励賞受賞者講演 5 題，
その他の受賞者（女性研究者奨励 OM ，成茂動物科学振興賞，茗原眞路子研究奨励助成金）
ポスター6 題，高校生ポスター51 題，動物 学ひろばオンライン配信 5 題となった。 

2022 年 3 月 19 日 公開シンポジウム、動物学ひろばを米子コンベンションセンターで開催。 

生物展示企画「動物学ひろば」・学術講演会「山陰の自然、その過去・現在・未来～私たちが
守り続けたい生き物たち～」参加者 165 名。 

 

3. 学術誌の刊行 

Zoological Science (ZS)の刊行（第 38 巻 4 号～第 39 巻 3 号）。611 頁。（公益 1） 

ZS の編集は、編集委員会委員（海外委員 2 名を含む）が行った。編集委員会は年 1 回開催
（公益１） 

Open Access ジャーナル Zoological Letters を出版した。ＯＡジャ－ナルのため、巻号はない。
2021 年度の出版論文数は 12 論文である。 

 

4. Web による広報活動の促進とニュースの発行 

web サイトを利用して、大学等研究機関による職員募集、科学者によるセミナー、シンポジ
ウムの開催通知、動物学研究トピックスなどを随時掲載した。ニュースを月 1 回発行。 

 

5. データベース構築(ZooDiversity Web) 

新たに ZS 及び ZL に出版された論文が対象とする動物種を調査した。 

明治期に刊行された動物学雑誌、彙報論文へ JaLC との連携で DOI 付与を終えた。（公益 1） 
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6. 研究の表彰 

・日本動物学会学会賞（公益 1） 

会員を対象とし、動物学研究に新たな知見をもたらした研究に授与。本年は 2 件を、学会
賞等選考委員会による審査を経て、理事会の審議により決定した。 

 

三浦 徹（みうら とおる）（東京大学大学院理学系研究科 附属臨海実験所・教授） 

研究テーマ「昆虫類における表現型可塑性の分子発生基盤とその進化」 

 

和田 洋（わだ ひろし）（筑波大学生命環境系・教授） 

研究テーマ「海産無脊椎動物の進化と発生に関する研究」 

 

・日本動物学会奨励賞（公益 1） 

会員を対象とし、今後の動物学研究を推進することが期待される若手研究者に授与。本年
は 3 件を、学会賞等選考委員会による審査を経て、理事会の審議により決定した。 

 

安藤俊哉（あんどう としや）（自然科学研究機構 基礎生物学研究所・助教） 

研究テーマ「マクロスケールからミクロスケールまでの昆虫の機能的形態の形成機構の研
究」 

 

後藤龍太郎（ごとう りゅうたろう）（京都大学フィールド科学研究センター・助教） 

研究テーマ「海産無脊椎動物（特に軟体動物と環形動物）を対象とした 

進化生物学・系統分類学」 

 

佐藤慎哉（さとう しんや）（京都大学大学院生命科学研究科・助教） 

研究テーマ「コイ、ゼブラフィッシュ 、サンショウウオ、マウスなどの 

視細胞に関する多面的な研究」 

 

・Zoological Science Award（公益 1） 

本学会の会員・非会員および国籍を問わず、前年に出版された Zoological Science 掲載論文の
中から、各分野において、優秀でインパクトのある論文の著者に授与。編集委員により審議
で授与される。本年度は、5 論文が受賞した。 

 

【受賞論文】 

Clock Gene Expression in the Eye Exhibits Circadian Oscillation and Light Responsiveness but is 

Not Necessary for Nocturnal Locomotor Activity of Japanese Loach, Misgurnus anguillicaudatus  

Yuya Saratani, Yuki Takeuchi, Keiko Okano, Toshiyuki Okano  

Zoological Science 37(2): 177-192.  
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Isolation and Characterization of Feeding-Deficient Strains in Inbred Lines of the Hydrozoan 

Jellyfish Cladonema pacificum  

Kazunori Tachibana, Masaaki Matsumoto, Aiko Minowa, Ryusaku Deguchi  

Zoological Science 37(3): 263-270 

 

Cryptic Speciation of the Oriental Greenfinch Chloris sinica on Oceanic Islands  

Takema Saitoh, Kazuto Kawakami, Yaroslav A. Red'kin, Isao Nishiumi, Chang-Hoe Kim, Alexey P. 

Kryukov  

Zoological Science 37(3): 280-294. 

 

Facilitated NaCl Uptake in the Highly Developed Bundle of the Nephron in Japanese Red Stingray 

Hemitrygon akajei Revealed by Comparative Anatomy and Molecular Mapping  

Naotaka Aburatani, Wataru Takagi, Marty Kwok-Sing Wong, Mitsutaka Kadota, Shigehiro Kuraku, 

Kotaro Tokunaga, Kazuya Kofuji, Kazuhiro Saito, Waichiro Godo, Tatsuya Sakamoto, Susumu 

Hyodo  

Zoological Science 37(5): 458-466. 

 

Germ Cell Development in Male Perinereis nuntia and Gamete Spawning Mechanisms in 

Males and Females 

Maria January Peter, Mercedes Maceren-Pates, Gaudioso Pates Jr, Michiyasu Yoshikuni, 

Yoshihisa Kurita 

Zoological Science 37(6): 519-528. 

 

・日本動物学会女性研究者奨励 OM 賞（公益 1） 

本学会の会員・非会員を問わず、安定した身分で研究を続けることが困難であるが、強い
意志と高い志を持って研究に意欲的に取り組もうとする女性研究者に授与。本年度は以下
の 2 名を、OM 賞選考委員会による審査を経て、理事会の審議により決定した。（公益 1） 

 

小林 知里（こばやし ちさと） 

東北大学生命科学研究科 日本学術振興会特別研究員 RPD（令和 3 年 3 月終了予定） 

「植食性昆虫における寄主植物の脈切り・溝切り行動の多様な適応的意義の解明」 

 

香月 雅子（かつき まさこ） 

東京大学農学生命科学研究科 日本学術振興会特別研究員 RPD 

「昆虫における性選択によるオスの形態・行動の進化」 

 

・成茂動物科学賞基金奨励賞（公益 1） 

動物学の全分野でユニークな研究を展開する会員を振興賞の候補者とする。学会賞等選考
委員会の審議を経て、理事会の審議により以下のように決定した。 
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James Davis Reimer（ジェイムズ・デイビス・ライマー）（琉球大学理学部准教授） 

研究テーマ「スナギンチャク類の生物多様性と生態学：“マイナー”分類群研究の重要性」 

 

・川口四郎賞（公益 1） 

海外国際会議に出席する若手研究者を対象に、川口賞を授与。学会賞等選考委員会による
審査を経て、理事会の審議により以下の二名に決定した。 

 

堀 沙耶香 会員 

出席国際会議：23rd International C. elegans Conference（Online） 

 

谷野 宏樹 会員 

出席国際会議：International Congress of Zoology（南アフリカ） 

 

・動物学教育賞（公益 1） 

本学会の会員・非会員および国籍を問わず活発な啓蒙活動等により動物学の社会への普及
に著しく貢献した個人または団体を対象とする。学会賞等選考委員会による審査を経て、
理事会の審議により以下の 1 件に決定した。 

 

系統樹マンダラ作製チーム 代表 畠山泰英（はたけやま やすふさ）(株式会社キウイラボ・
代 表、編集者) 

 

チームメンバー（代表以外） 

長谷川 政美（統計数理学研究所・名誉教授）、 

小田 隆（京都精華大学・教授）、 

木村 祐治（木村デザイン事務所・代表）、 

坂野 徹（金沢美術工芸大学・准教授） 

 

授賞テーマ「系統樹マンダラポスターの制作を通した動物学の一般社会への 

普及についての貢献」 

 

・茗原眞路子研究奨励助成 助成者（公益 1） 
本学会の会員・非会員を問わず、基礎生物学（動物学）の研究に従事し、良い基礎研究であ
るが研究費に必ずしも恵まれない方への研究費の支援を行うことを目的とする。選考委員会
による審査を経て、理事会の審議により、以下の 3 名に決定した。 
 

井上 武  鳥取大学医学部医学科適応生理学分野 准教授 
研究課題 「プラナリアにおける記憶と学習の制御機構の解析」 

 
北沢 千里 山口大学教育学部理科教育教室 准教授 
研究課題 「直接発生型ヒトデ類における成体原基形成機構の解析」 
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依田 真一 自然科学研究機構基礎生物学研究所進化ゲノミクス研究室 特任助教 
研究課題 「アブラムシの細胞内共生を可視化するライブイメージング技術の開発」 

 

7. 動物学の普及活動、生物科学学会連合による生物学の連携、協調活動（公益 1） 

国際生物学賞、国際生物学オリンピックの推進を図り、支援を行った。また、生物科学学
会連合活動を生物系学会と連携して推進した。 

 

8．委員会活動 

広報委員会 

1） 学会ホームページの情報更新・管理維持を行った。 
2） 会員へのダイレクトメール情報に基づき、公募・研究情報・研究集会情報を学会ホ

ームページに掲載し、月 1 回のメールマガジン配信を会員向けに行った。 
3） OM 賞設立 20 周年を記念し「日本動物学会 OM 賞の軌跡」と称した小冊子を学会

本部、寄附委員会、男女共同参画委員会と共同で企画し、発行した。 
4） 茗原眞路子研究奨励助成の要旨および報告書を学会ホームページに掲載した。 
5） 2022 年度日本動物学会賞、奨励賞、成茂動物科学振興賞、動物学教育賞、女性研究

者奨励 OM 賞、川口賞、茗原眞路子研究奨励助成の募集情報を学会ホームページに
掲載した。 

6） 学会ホームページのお知らせ更新に関する運用方針を広報委員間で話し合い、運用
方針を策定し、本部役員、事務局に確認し運用を開始した。 

7） 学会ホームページ表示の不具合などについてホームページ運用管理を依頼している
ダイナックスに IT 担当理事を介して改修を依頼した。改修費用 3 万円（税抜）の
支出に関しては本部役員の了承を得て進めた。 

8） 支部規程・賞選考規程・賞応募要領について学会ホームページ記載情報を更新し
た。 

9） 書評 1 件を学会ホームページに掲載した。 
 

出版・図書委員会 

Springer Series “Diversity and Commonality in Animals”の Vol 4. Animal Behaviors（仮
題）、Vol 5. Endocrine Systems in Animals（仮題）の出版企画を具体化し、以降の Volumes
について委員会で検討を進め、学会員に企画を募集する計画にある。 
 

将来計画委員会 

1. 2021 年度総会 (2021 年 9 月 3 日) をもって、兵藤 晋委員長の Zoological Science 編集
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主幹への就任に伴い、兵藤委員長の残り任期１年間について吉田将之会員が委員長に任
ぜられた。 

2. 2021 年の米子大会において、キャリアパス小委員会（西野委員長、将来計画委員会；
柴副委員長、男女共同参画委員会）主催による関連集会「動物学会員のキャリアパス～
センパイの場合～」を開催した。様々なキャリアを持つ 4 名の講演者 (石原顕紀氏(静
岡大・理・生物) 、志賀向子氏(大阪大・院理・生物) 、関井清乃氏(弘前大・農学生
命・生物) 、山口雅裕氏(鈴鹿高専・生物応用化学) を招き、それぞれのキャリアパス
を紹介いただいた。これに続くグループディスカッションで、より突っ込んだ話題も含
めて討論した。 

3. 「オンライン形式による学会大会に関する意向調査」を、10 月 8 日から 11 月 15 日の
期間、Google Forms を用いて行った。解答総数は 336 であった。集計結果についてメ
ール会議により委員間で情報共有・審議した。その結果を資料「オンライン形式による
大会に関する意向調査回答の１次分析」として提出した（第５回理事会＿2021 年度理
事・委員会活動報告）。今後、自由記述式の回答を含めて分析を深め、2022 年度の学会
大会までを目処として正式に報告することとした。 

4. 2022 年度大会におけるキャリアパス小委員会企画（「動物学会員のキャリアパス～セン
パイの場合～」）の開催において、非アカデミアの演者を招待するため、第５回理事会
において謝金と旅費の支援を要請した。審議の結果これが承認された。 

 

国際交流委員会 

2022 年 3 月及び 4 月に zoom で打ち合わせをして、令和 4 年度日本動物学会早稲田大会に
おいて、以下の国際交流シンポジウムを開催することになった。国際交流セミナーは、日本
動物学会大会後、zoom で学生のポスター発表を開催予定。以下に示す。 
 
国際交流シンポジウム 
１．シンポジウムタイトル（和文） 
国際動物行動生理学シンポジウム：ミツバチの認知生態学、および魚類の浸透圧調節研究の
最前線 
 
２．シンポジウムタイトル（英文） 
International symposium for animal behavioral physiology: Cognitive ecology of honeybees 
and osmoregulation of fishes. 
 
３．オーガナイザーの氏名（和文と英文）と所属（和文・略称で） 
鈴木信雄 SUZUKI Nobuo, Noto Marine Laboratory, KANAZAWA Univ. 
藍浩之 AI Hiroyuki, Dept. Earth System Science, FUKUOKA Univ. 
日下部誠 KUSAKABE Makoto, Faculty of Science, SHZUOKA Univ 
 
４．シンポジウム主旨（日本語入力で 1500 文字以内） 
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2019 年に新型コロナウイルスの感染が確認されて以来、国際学会の開催及び参加が困難と
なり、海外の研究者とのコミュニケーションの機会が急激に減った。一方、研究を円滑に進
めるためのグローバル化が求められる中、ICT の活用による新たな国際コミュニケーショ
ンの重要性が認識されつつある。そこで本企画では、海外からの研究者を対面とオンライン
で招き、「国際シンポジウム」および「国際交流セミナー」を通して新たな時代におけるシ
ンポジウムの形を提案する。「国際シンポジウム」では、2 つの動物行動生理学のトピック
ス（ミツバチの認知生態学、および魚類の浸透圧調整）に焦点を絞り、国内外からそれぞれ
3 名の著名な研究者に講演いただく。 
社会性を持つミツバチは高度な認知能力を有した種であり、その認知生態学の研究は、行動
生態学、行動生理学、認知科学、神経生物学、分子生物学、数理科学が融合し、非常に魅力
的な研究分野となりつつある。Walter Farina 教授（ブエノスアイレス大学・アルゼンチ
ン）は、ミツバチのコミュニケーション能力が、社会の様々な状況において生じる感覚や学
習によって解発されることを明らかにしてきた。Cognitive ecology in managed social bees 
as crop pollinators という演題で講演する。一方、ミツバチの社会の最大の特徴は齢差分業
であり、佐々木謙氏（玉川大学）は脳内の生理活性物質としてはたらく生体アミンのうちド
ーパミンがこの分業に関係することが示してきた。「ミツバチの繁殖分業と脳内ドーパミ
ン」という演題で講演する。またミツバチは、採餌飛行において天空の偏光パターンを用い
定位する。佐倉緑氏（神戸大学）は、この偏光定位行動と個々の採餌経験との関連、時刻に
よる偏光 e-ベクトル方向の変化の影響について研究を進めてきた。「ミツバチの偏光定位行
動」という演題で講演する。 
魚類の浸透圧調節は、近年開発が進んでいる分子生物学的手法を用いて、生理学、行動学、
遺伝学などの多様な視点からの研究が展開されている。Steve McCormick 博士（マサチュ
ーセッツ大学・米国）が、Understanding the photoperiod-driven seasonal clock of fish: 
Evidence for a role of thyroid stimulating hormone, deiodinase and thyroid hormone in the 
pituitary and brain という演題で講演する。日長や甲状腺ホルモンが季節時計におよぼす影
響についての研究成果を紹介する。また、Anne Dalziel 博士（セント・メアリーズ大学・カ
ナダ）は、Evolution of freshwater tolerance and mechanisms of acclimation in stickleback 
fishes という演題で、広塩性魚イトヨが陸封化するメカニズムについて、体内水分量とエラ
塩類細胞で起きる転写調節に着目して解説する。国内からは高木亙博士（東大大気海洋研究
所）が、Euryhalinity in cartilaginous fishes: Lessons from bull shark and red stingray という
演題で、オオメジロザメとアカエイの浸透圧調節について、その違いから見えてくる軟骨魚
類の浸透圧調節の制御機構について講演する。 
 
５．登壇者の氏名と講演順 
FARINA Marcelo Walter （対面） 
佐々木謙 SASAKI Ken （対面） 
佐倉緑 SAKURA Midori （対面） 
 
MCCORMICK Steve（オンライン） 
DALZIEL Anne（オンライン） 
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高木亙 TAKAGI Wataru （対面） 
 
日本動物学会国際交流委員会主催「第６回動物学国際交流セミナー（オンライン）」 
 
日程: 令和４年 9 月 17 日(土) 
主催: 静岡大学理学部 
 
スケジュール(予定): 
9:00~9:30 フラッシュトーク 
9:30~10:30 ポスター発表（奇数） 
10:30~11:30  ポスター発表（偶数） 
 
動物学国際交流セミナーは，学生を中心として行うオンラインによるポスター発表形式のセ
ミナーです。コロナ禍で失われた海外の研究者とのコミュニケーションをコロナ禍で培われ
たオンラインの技術を活用して再構築することを目指します。国際交流シンポジウムで講演
する先生方を国際交流セミナーに招いて，学生と活発な意見交換が出来る場所を提供したい
と考えています。ポスター発表は，英語で行います。国際共同研究を含めた研究者間の交流
を深めることができたら幸いです。 
 
詳細については，日本動物学会のメールリストにより配信いたします。セミナーに関しての
お問合せは， 
日下部誠(静岡大学理学部創造理学コース，E-mail: kusakabe.makoto@shizuoka.ac.jp) 
 

男女共同参画委員会 

1. 日本動物学会第 92 回大会（オンライン開催）において、第 21 回男女共同参画懇談
会：「ワーク・ライフ・バランスを考える～動物学者の取り組みを話そう～」を実施し
た。30 名の参加者があり、「共働き・単身赴任」「子育て」「介護」「リモートワーク・
遠隔授業」の 4 つのグループに分かれ、グループディスカッションを行った。 

2. OM 賞設立 20 周年を記念した「日本動物学会 OM 賞の軌跡」小冊子発行にあたり、
学会本部に協力し、企画及び編集、作成を行った。 

3. 第 19 回男女共同参画学協会連絡会シンポジウム（2021 年 10 月 9 日（土）Web 会議）
に 4 名の学会員が参加した。web 上の公開のポスター発表を行うとともに、シンポジ
ウム資料集に動物学会男女共同参画委員会の活動報告を掲載した。 

4. 男女共同参画学協会連絡会による「連絡会加盟学協会における女性比率に関する調査」
に協力した。 

5. 男女共同参画学協会連絡会による「第５回科学技術系専門職の男女共同参画実態調査」
に協力した。 

6. 2001 年男女共同参画事業開始後、10 周年の 2011 年に掲げられた５項目の男女共同参
画の目標について、次の 10 年の目標（2021～2030 年）を策定した。 
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教育委員会 

今年度も引き続き新型コロナウィルスの影響により，計画していた教育活動支援が実施でき
なかったが，各支部でオンラインなどを利用して少しずつ本年度事業計画に沿って活動を再
開した。内容としては，「各支部の支部大会を中心に高校生研究発表等の促進、生徒・児童
の学習支援、啓蒙活動の実施」が中心であった。「高校生がクラブ活動等で行っている動物
実験や遺伝子組み換え実験に関する教育訓練の調査」については，生物科学連合を中心とし
た各種学会と連携しながら進めることになったため，今年度中に特段の調査活動は行ってい
ない。年次大会と各支部における教育委員会活動は以下の通り。 
 
＜日本動物学会第 92 回大会オンライン米子大会＞ 

• 公開講演会「山陰の自然 その過去・現在・未来 –私たちが守り続けたい生き物た
ち」 
• 動物学ひろば 

日時：2022 年 3 月 19 日（土） 
場所：米子コンベンションセンター・オンライン並列開催 
内容：108 名のオンサイト参加、72 名のオンライン参加があった。また、並行して開催し
た動物学ひろばにも，親子連れを含む多数の参加があった。 
 
＜北海道支部＞ 

• 2021 年度 日本動物学会 北海道支部 第 66 回大会 特別発表（高校生による口頭発
表） 

日時：2022 年 3 月 19 日（土） 
場所：オンライン開催 
内容：高校生による 5 演題の口頭発表があった。 
 
＜東北支部＞ 

• 2021 年度日本動物学会東北支部大会 中学生・高校生による科学研究発表ほか 
日時：2021 年 8 月 1 日(日) 
場所：福島県立医大（オンライン） 
内容： LINC Biz によるオンラインポスターセッションにおいて、一般演題（15 演題）の
ほか、高校生による科学研究発表（16 演題）があった。また、第 8 回動物学フォトコンテ
ストを例年通り行った。 
 
＜関東支部＞ 

• オンライン一般講演会「動物のすごい身体能力」 
日時：2021 年 8 月 21 日（土） 
場所：オンライン開催 
内容：オンラインの利点を生かし、関東支部にこだわらず４名の研究者にご講演いただき、
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生徒や一般の方々が参加しやすい夏休みの土曜日（８月２１日）に開催することで１００名
を超える参加者を集めることができた。また、チャット形式で質問を受け付けたがそちらも
盛況であった。 
 

• 2021 年度日本動物学会関東支部大会 高校生によるポスター発表 
日時：2022 年 3 月 5 日(土) 
場所：東京工業大学（オンライン） 
内容： LINC Biz によるオンラインポスターセッションにおいて、高校生による 10 演題の
研究発表があった。 
 
＜中部支部＞ 

• 2021 年度日本動物学会中部支部大会 秋季公開講演会・高校生研究発表会 
日時：2021 年 12 月 4 日（土）-5 日（日） 
場所：オンライン開催 
内容：高校生および高等専門学校生による 14 演題の口頭発表があった。 
 
＜近畿支部＞ 

• 2021 年度 動物学会近畿支部秋季公開講演会・高校生研究発表会 
日時：2021 年 11 月 13 日（土） 
場所：オンライン開催 
内容：公開講演会終了後、高校生研究発表会（14 演題）および授賞式を実施。 
 
＜中四国支部＞ 

• 市民向け動物展示 
日時：2021 年 11 月 6 日(土) 
場所：広島大学 
内容：ホームカミングデーに、附属臨海実験所の田川訓史会員、植木龍也会員らが一般市民
向けに海産動物の展示を対面形式で実施し、多くの親子連れが見学があった。 
 

• 2021 年度日本動物学会中国四国支部大会（中国四国地区日本植物学会・日本生態
学会との三学会合同大会） 

日時：2022 年 5 月 20 日（金）-21 日（土） 
場所：オンライン開催 
内容：動物学分野で 11 題の高校生によるフラッシュトーク+ポスター発表があった。 
 
＜九州支部＞ 
期間内に特段の教育委員会活動なし 
 

IT 委員会 
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1）92 回オンライン米子大会開催時に大会実行委員会・IT 委員会合同で、大会で使用した
システムの使い勝手や、オンライン大会になって参加者が感じたことに関するアンケートを
実施し、その解析結果を公開した。 
2）93 回大会の参加・演題登録システムの整備を行い，大会準備委員会に運用を移管した。 
3）動物学会 web サイト及び大会 web サイトのシステム管理を行った。 
 

ZDW 委員会 

論文検索・閲覧ウェブサイト ZooDiversity Web (ZDW)について、Zoom 会議・メール会議
を行い、以下の問題について審議・対応を行った。データベースや書誌情報の作成作業につ
いては嶋田会員に委託し、DOI の付与に関わる手続きや検索システムを担当するダイナッ
クス社との折衝は永井事務局長が対応した。 
 
1) ZDW について不具合の点検と改善を進め、システムを担当するダイナックス社と協議し

て解決にあたった。 
2) 動物学雑誌、動物学彙報のほとんどの論文に DOI が付与されたことを受け、ZDW より

著者名やタイトルワードによる検索と PDF ダウンロードが可能となった。さらに動物学
雑誌の論文については、検索用データベースを整備して、Zoological Science の論文と同
様に動物名の検索にも対応した。 

4) Journal List を Journals に改め動物学雑誌、動物学彙報も巻号年から閲覧・ダウンロード
が可能となった（仮公開）。 

5) 「How to Use」 と 「ZDW でできること」を委員会が管理する GoogleSite にリンク
し、委員会が随時更新できるように改めた。 

6) Zoological Science (ZS)に掲載される論文について、動物名および証拠標本の情報を
ZDW データベースに登録し、検索対象論文の逐次更新を行った。 

 

寄付委員会 

寄付件数の安定確保について 
学会事務局とりまとめによると，2022 年６月末日までの寄付件数は，最終的に 123 件とな
った（注：理事による寄付は計上されない）。従って，税控除団体認定の要件を満たした。
例年通り年会費請求と一緒に寄付依頼状を同封送付したので 5 月下旬～6 月末の期間の寄付
申し込みが集中した。。 

・ 年間合計 3,000 円以上の寄付金を支出した寄付者が，毎年平均で 100人以上いるこ
とが税額控除対象法人の認定要件で，次回審査は 2024 年。OM 賞の原資となる大
場様のような大型寄付者に対して，税控除を受けて頂くために重要である。 

・ 今後の会員数減少傾向も背景にあり，税額控除対象法人の要件の安定維持の工夫が
必要になるため，各支部活動における寄付の呼びかけの実態について共有する。ク
ラウドファンディングの活用を検討することになった（下記参照）。 

・ 新たな学会活動の展開に際して寄付金を原資とする場合は，公益事業活動としての
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適合性や意義についての議論が今後学会内で必要となる。 
 
２） 冊子「日本動物学会 OM 賞受賞者の軌跡」の刊行について 

・ 大場万子（おおばまさこ）様から合計 2 千万円をこえる大型寄付があり，OM 賞
授与に加えて女性研究者支援を実現させる有効使途について，本部，諸委員会と検
討開始した。 

・ 吉田薫会員（男女共同参画），芝小菊会員（広報担当）らの尽力により，冊子「日
本動物学会 OM 賞受賞者の軌跡」が完成し，WEB で公開するとともに，印刷媒体
を会員や各方面へ郵送配布した。 

 
3） 新たな寄付活動のモデルとして，中部支部がクラウドファンディングを試行し，夏
休みの課題研究のサポートというテーマで，2022 年 6 月に「プレパラート・プロジェク
ト」を募集開始し，予定数３０件が完売となった。クラウドファンディング経由の寄付は学
会への寄付件数にカウントされて一旦学会会計に入る。寄付委員会として中部支部の活動を
注視し，今後評価を進める予定である。詳細は中部支部からも報告される。 
 
4） 上記２）の実施に伴い，中部支部から新たに 1 名をクラウドファンディング担当
指名寄付委員として推薦する案（2021 年 12 月 6 日委員会）が理事会で承認されたため，
2021 年 12 月 10 日より浦田慎（うらたまこと）氏を委員に加えた。 
 
5） 委員会開催 

・ 2021 年 9 月 1 日 2021 年度第 1 回 寄付委員会（米子大会開催時 Gather オンライ
ン） 

・ 2021 年 12 月 6 日 2021 年度第 2 回 寄付委員会 (Zoom オンライン) 
・ 2022 年 5 月 20 日 2021 年度第 3 回 寄付委員会 (メール共有による) 

 

9．支部活動 

北海道支部 

今期、北海道支部はオンラインによる公開シンポジウムおよび第 66 回北海道支部大会をオ
ンラインにて開催した。また、メール会議とオンラインによる計 3 回の支部役員会を開催
した。 
 
１．公開シンポジウム 
日本動物学会北海道支部主催 2021 年度公開シンポジウム「野生動物のゲノム研究最前線」 
・日時：2021 年 12 月 17 日（金）14:00～17:00 
・形式：Zoom を用いたオンライン開催 
・演者 1：荒木仁志（北海道大学大学院農学研究院・教授） 
・演題 1：環境 DNA を透して見る北方水圏生態系の生き物たち 
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・演者 2：天池庸介（北海道大学大学院理学研究院・博士研究員） 
・演題 2：糞 DNA からわかるイヌ科動物の都市生態 
・演者 3：遠藤優（北海道大学大学院理学院・博士課程院生） 
・演題 3：全ゲノム解析によって明らかになった北海道のヒグマの歴史 
・演者 4：越川滋行（北海道大学大学院地球環境科学研究院・准教授） 
・演題 4：野生種ショウジョウバエにおけるゲノム編集と模様研究への適用 
・事前申込者数：81 名（演者、支部長、会計幹事、庶務幹事除く） 
・当日参加者数：74 名（演者、支部長、会計幹事、庶務幹事除く） 
 
２．第 66 回北海道支部大会 
・日時：2022 年 3 月 19 日（土）9:00～18:00 
・形式：Zoom を用いたオンライン開催 
・参加者：登録者 53 名（一般 28 名、高校生・引率教員 25 名） 
・発表内容：一般発表 14 件、高校生特別発表 5 件 
・特別講演：中尾稔准教授（旭川医大・寄生虫学）「エキノコックス、病原体分類から疾病
対策まで」 
・表彰：大学院生・ポスドクを対象とした一般発表部門の最優秀発表賞、優秀発表賞、およ
び高校生を対象とした特別発表部門の優秀発表賞の選考と授与を行った。 
・昨年に続いてオンライン開催を行った。途中で一度 Zoom の接続が落ちるというトラブ
ルがあったものの、すぐに接続を回復して大会を続けた。今回は高校生特別発表も口頭発表
で行い、活発な議論が交わされた。議論が活発であったため、予定時間を越えての進行とな
った。特別講演では、エキノコックス感染症に関する極めて興味深いしかも社会的重要性も
高い研究成果が示された。なお、大会プログラムは、北海道支部のホームページに掲載し
た。 
 
３． 支部役員会 
・第 1 回支部役員会 
2021 年 10 月 18 日（月）～10 月 25 日（月）の期間にメール会議にて支部役員会を開催し
た。議題として、 
１）支部での講演料の変更について 
２）支部主催 2021 年度公開シンポジウムの開催について 
を挙げた。議題１）については、講演料を 5000 円から 10000 円に変更することが決定し、
議題２）についてはオンラインで開催することを決定した（上記「１．」）。 
・第 2 回支部役員会 
2021 年 12 月 1 日（水）～12 月 6 日（月）の期間にメール会議にて支部役員会を開催し
た。議題として、 
１）第 66 回北海道支部大会の開催について 
を挙げた。議題１）はオンラインで開催することを決定した（下記「５．」）。 
・第 3 回支部役員会 
2022 年 3 月 19 日（土）にオンラインでの支部役員会を実施した。例年、対面式の支部大
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会当日の昼休みに支部役員会を行ってきたが，今年度支部大会がオンライン開催だったため
支部役員会も事前にオンラインでの開催となった。 
１）2021 年度の事業中間報告について（資料使用） 
２）2021 年度の会計中間報告について（資料使用） 
３）第 67 回支部大会の準備状況について 
を報告し，承認された。 
 
４．支部総会 
第 66 回北海道支部大会中に支部総会を開催した。議題・報告事項として，今期の庶務報告
と会計報告を挙げた。特に異論などの意見が出ることはなかった。 
 
５．次回の北海道支部 第 67 回大会 
期日：2023 年 3 月 18 日（土）予定 
世話人：東部地区（世話人：矢澤先生，春見先生） 
 
６．支部選挙（2022 年 4 月より） 
4 月に行われた選挙によって 2 名の理事が選出された。7 月には、支部役員と支部代表委員
を選出する予定である。 
 

東北支部 

1) フォトコンテスト 
締切日：2021 年 7 月 10 日（土） 
応募数：8 作品（うち、1 作品は応募要件を満たさず、審査対象外） 
受賞：最優秀賞 3 作品、優秀賞 1 作品 
 
2) 東北支部役員会 
開催日：2021 年 7 月 31 日（土）  ※Meet によるオンライン開催 
＜議題＞ 
・理事会報告 
・フォトコンテスト審査結果報告 
・令和２年度決算報告 
・令和３年度予算計画について 
・教育訓練に関するアンケート調査について 
・今後のフォトコンテストについて 
・秋田地区支部役員の委嘱について 
・次期支部大会の開催地について 
 
3) 2021 年度東北支部大会 
開催日：2021 年 8 月 1 日（日）  ※LINC Biz によるオンライン開催 
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演題数：ポスター 15 題 
参加者数：111 名（うち、動物学会会員 38 名） 
 
4) 高校生による科学研究発表 
開催日：2021 年 8 月 1 日（日） ※LINC Biz によるオンライン開催 
演題数：ポスター 16 題 
参加校数：6 校  
 
5) 東北支部総会 
開催日：2021 年 8 月 1 日（日） ※LINC Biz によるオンライン開催 
・支部長挨拶・支部大会大会長挨拶 
＜報告＞ 
・理事会報告 
・会計報告 
・庶務報告 
・フォトコンテスト審査結果 
＜審議事項＞ 
・次期支部大会開催地について 
・その他 
 

関東支部 

1. 公開講演会の開催 
2021 年 8 月 21 日 13:30～16:30 に公開講演会「動物のすごい身体能力」をオンライン開催
した。（参加者 173 名） 
 
2. 支部委員会の開催 
2021 年 7 月 9 日 12:00-13:00 に第 1 回支部委員会を Zoom 会議で開催した。 
2021 年 12 月 23 日 12:00 – 13:00 に第 2 回支部委員会を開催した。 
 
3. 今後の準備 
関東支部大会（東京工業大学、長津田構内[田中幹子大会長]） 
動物学会年会（早稲田大学、加藤尚志大会長） 
 
 

中部支部 

１）令和 3 年度日本動物学会中部支部大会を開催した。詳細を以下に示す。 
 
日 時 ： 2021 年 12 月 4 日(土)・5 日(日) 
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会 場 ： 完全オンライン（Zoom を使用予定） 
大会内容： 一般発表（学生発表含む）・高校生発表・中部支部シンポジウム 
高校生口頭発表 14 演題、一般口頭発表 22 演題 
シンポジウム 
動物学研究の楽しさ面白さ-動物の左右性研究の最前線と動物観察の重要性 
脊索動物オタマボヤをもちいて左右形成の新しい領域を開拓する 
小沼健（鹿児島大・理工・生物学プログラム） 
巻貝の右巻と左巻は内臓逆位 
浅見 崇比呂（信州大・理・生物） 
動物の採集と飼育を通じた観察・実験の楽しさ 
後藤 太一郎（三重大・教育・理科） 
参加者 120 名 
（一般及び学生参加 71 名、高校生（含む高専生）および教員参加 49 名） 
 
２）中部支部主催のクラウドファンディング 
動物の組織などのプレパラートを返礼品としたクラウドファンディング（3000 円、30 件）
を実施した。児童生徒、高校生、大学生の教育活動の支援を目的に実施した。7 月 20 日に
締め切り、返礼品を夏休み前に送る予定。 
 
企画の内容：寄付委員、教育委員、中部支部長が企画を担当。夏休みの課題研究のサポート
になる研究課題を提供して、その課題のヒントとなるプレパラートを返礼品にした企画を実
施した。 
 

近畿支部 

1. 公開講演会の開催 
2021 年秋の講演会（講演会と高校生発表会の同時開催） 
日時：2021 年 11 月 13 日（土）13:30～17:00 
  場所：Zoom を用いたオンライン形式 
（１）公開講演会（13:30～14:45） 
  講師：工樂 樹洋 先生（国立遺伝学研究所） 
「何故みなと神戸でサメの研究に取り組んできたのか？ 水族館との連携からゲノム進化ま
で」 
 発表形式：オンライン 
 参加（登録）人数：63 人 
（２）高校生オンライン発表会（15：00～17：00）  
発表数：14 演題 （9 校） 
発表形式：オンライン 
    参加（登録）人数：63 人 
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2. 支部委員会の開催 
・第一回支部委員会：2021 年 11 月 13 日（土） 11:00～12:00（オンライン会議） 
・第二回支部委員会：2022 年 5 月 14 日（土） 11:00～12:10（オンライン会議） 
 
3. 研究発表会 
日時：2021 年 5 月 14 日（土）13：30 ～ 17：40 
      発表形式：オンライン 
   発表：15 演題 
参加人数：45 人 
 

中国四国支部 

1）第 92 回日本動物学会オンライン米子大会の開催 
2021 年 9 月 2 日（木）～4 日（土）に、オンライン（Gather.town, Zoom）で大会を開催し
た。 
 
2）米子大会市民公開イベントの開催 
2022 年 3 月 19 日（土）に、鳥取県米子市米子コンベンションセンターで市民公開イベン
ト（公開講演会、動物学ひろば）を開催した。動物学ひろばについては現地展示に加えてオ
ンラインによる展示も行った。参加者数 165 名。 
 
3)各県の活動 
（1）鳥取県 
2022 年 3 月「電子顕微鏡写真コンクール（仮称）」（主催：「電子顕微鏡のまち・米子市」推
進協力会）の後援。新型コロナウイルス感染症拡大により開催延期となったが、関連企画と
して、第 92 回米子大会・動物学ひろばで電顕写真の展示を行っていただいた。 
（2）高知県 
2021 年 12 月 11 日 9：30～15：40 に土佐生物学会を開催（オンライン）。研究発表（口
頭発表 17 題）、参加者 41 名。 
（3）山口県 
2021 年 11 月 7 日（日）、山口大学吉田キャンパスで開催された「山口大学理学部サイエン
スワールド 2021～山大キッズ探検隊～」の後援。学生による科学体験企画を中心とした、
地域住民への理数系の魅力発信。（出展企画数 18 件，外部博物館等による企画 1 件）。参加
者約 220 名。 
（4）広島県 
2022 年 3 月 8 日（火）13：00～16：00、オンライン広島県例会を開催。Gahtertown を利
用したオンライン形式で開催。画面共有機能を利用して、発表形式（ポスターまたは口頭)
の選択は発表者の任意。参加者 29 名。 
（5）島根県 
支部大会の準備・運営を行なった。 
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（6）その他 
愛媛県、岡山県でも例会が計画されていたが、新型コロナ感染状況のため中止となった。 
 
4)支部大会（生物系三学会合同大会島根大会） 
5/21（土）～22（日）にオンラインで支部大会を開催した。口頭発表 24 演題（Zoom）、高
校生発表（動物学分野）11 演題（Linc Biz によるポスター発表と Zoom によるフラッシュ
トーク）の発表があった。支部役員の投票により、若手研究者優秀発表賞を客野瑞月会員
（島根大学）と林姫花会員（岡山大学）の 2 名に授与した。公開シンポジウムとして「フ
ィールド研究者から見た宍道湖・中海の環境と生物」を開催した。 
 
5）支部役員会 
支部大会に合わせて 5/21（土）にオンライン(Zoom)で支部役員会を開催した。以下の審議
を行い、承認された。 
 次年度事業計画について 
 ①次年度支部大会について 
 ②県例会等について 
 次年度支部予算案について 
 総会の次第について 
 若手研究者優秀発表賞の選考について 
 その他 
 
6）支部総会 
支部大会に合わせて 5/22（日）にオンライン(Zoom)で支部総会を開催した。以下の審議を
行い、承認された。 
 次年度事業計画について 
 ①次年度支部大会について 
  徳島県で開催することが提案され、承認された。 
 ②県例会等について 
 次年度支部予算案について 
 その他 
 

九州支部 

1）三学会合同鹿児島例会 
日時：2021 年 7 月 10 日（土）13:30～15:30 
場所：遠隔開催（Zoom）  
演題と演者 (敬称略)： 
1. 水田雑草アオウキクサにおける開花期の多様化とその機構演者 
村中 智明（鹿児島大学農学部・学振特別研究員 PD） 
2. 大槌湾の藻場におけるヨコエビ類の群集動態ならびに魚類との被食-捕食関係 ～群落上
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層と下層の違いに注目して～ 
  小玉 将史（鹿児島大学水産学部・助教） 
 
参加者：15 名 
 
2）三学会合同熊本例会 
日時：2021 年 11 月 6 日（土）13：30～16：30 
場所：遠隔開催（Zoom） 
演題と演者 (敬称略)： 
１. 霊長類の脳の巨大化の戦略 
畠山 淳（熊本大・発生研・脳発生） 
２. 日本列島太平洋側に隔離分布する襲速紀要素植物の分子系統地理学 
竹下（村山）香織（熊本大・院・先端科学） 
３. 熱帯の植林地から放出される温室効果ガス削減への挑戦 
森 大喜（森林総研・九州支所） 
 
参加者：21 名 
 
3）三学会合同宮崎例会 
日時： 2021 年 11 月 7 日(日) 13：00～15：00 
会場：遠隔開催（Zoom） 
演題と演者（敬称略）： 
１. 森林群集の生物季節と各種の機能性への理解 
徳本 雄史（宮崎大学テニュアトラック推進室・准教授） 
２. 日本に自生するナワシロイチゴの遺伝変異 
登島 早紀 （宮崎大学大学院農学工学総合研究科博士後期課程・院生） 
 
参加者：18 名 
 
4）三学会合同佐賀例会 
日時：2021 年 11 月13 日（土）13：00～17：00 
会場：遠隔開催（Zoom） 
演題と演者（敬称略）： 
１. 九州北西部におけるテンの生態およびダム建設の影響 
中村 頌湧（長崎バイオパーク） 
２. 共生窒素固定増強遺伝子の同定と作物生産への利用 
鈴木章弘（佐賀大学農学部） 
３. Gall midges of Japanese yam (Dioscorea : Dioscoreaceae), with insights on their pollination 

importance  
Ayman K. Elsayed（佐賀大学農学部） 
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参加者：15 名 
 
5）三学会合同長崎例会 
日時：2021 年 12 月 11 日（土）10：00～11：45  
会場：遠隔開催（Zoom） 
演題と演者（敬称略）： 
１. 野外におけるマツカワの薄暮時に集中する産卵とその変動性  
岸本優輝(長大院水環), 萱場隆昭(道中央水試), 和田敏裕(福島大), 征矢野清・河邊玲(長大海
セ) 
２. 前方移動するカニ（アサヒガニ）の防衛行動  
平石直樹 1・植田誠也 2・高倉千紘 3・河端雄毅 4（1 長崎大大学院・教育学研究科、2 長崎
大・水産、3 長崎大大学院水産・環境科学総合研究科 、4 長崎大大学院水産・環境科学総合
研究科 ） 
３. 天然海域におけるカンモンハタの産卵移動とそれに伴う生理変化  
池原宏紀 1・天谷貴史 2・征矢野清 2（1 長大院水環・2 長大海セ） 
４. 加速度ロガーを用いて評価したイセエビの活動量の周年変動とその要因  
中野豪（長大院水環）・坂本一真（和歌山県海草振興局）・渡邊浩基（長大水）・中村乙水（長
大海セ） 
5. 九州南部における越冬ツバメの採餌環境選択  
天野孝保・山口典之(長崎大・院・水環) 
６. アカモクの卵からの室内種苗生産と母藻育成について  
関有理・桑野和可（長崎大・院水環） 
７. 絶食がオオグソクムシのエネルギー代謝速度に及ぼす影響  
田中章吾 1・小林恒文 2・八木光晴 3（1 長崎大大学院水産・環境科学総合研究科、２長崎大
大学院水産・環境科学総合研究科、３長崎大大学院水産・環境科学総合研究科） 
 
6）三学会合同鹿児島例会 
日時：2021 年 12月11日（土）13：00～14：30 
会場：鹿児島大学理学部 220 号講義室 
演題と演者（敬称略）： 
1. オタマボヤをもちいて、体づくりのしくみを学ぶ 
小沼 健（鹿児島大学大学院理工学研究科理学系・准教授）   
2. コンパニオンプランツに科学的な根拠はあるのだろうか？ 
吉田 理一郎（鹿児島大学農学部・准教授） 
 
7）三学会合同福岡例会 
日時：2021 年 12 月 11日（土）13：00～15：00 
会場：九州大学理学部ビッグリーフ 202 号室（Zoom によるオンライン配信あり） 
演題と演者（敬称略）： 
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１. 植物の栄養環境適応：硫黄の獲得と分配、リサイクルの仕組み 
丸山 明子（九州大学農学研究院） 
２. ミツバチのランデブー 
林 晋也（福岡大学理学部地球圏科学科） 
３. 性的形質の機能と進化的起源：フタイロカミキリモドキの場合 
立田 晴記（九州大学理学研究院） 
 
参加者：58 名（対面 38 名、オンライン 20 名） 
 
8）三学会合同大分例会 
2021 年 12 月 18 日に予定されていた同例会は COVID-19 のため開催中止となった。 
 
9）熊本大学理学部主催公開実習 
高校生向けの同公開実習は COVID-19 のため開催中止となった。 
 
10）三学会合同沖縄例会 
日時：2022 年 6 月 25 日（土）14:00～16:30 
会場：遠隔開催（Zoom） 
演題と演者（敬称略）： 
「緊急シンポジウム：沖縄島と座間味島における特定外来生物グリーンアノールの現状を考
える」 
１. グリーンアノールが引き起こす問題はなにか？—小笠原の例から 
戸田光彦（自然環境研究センター） 
２. 沖縄島におけるグリーンアノールの防除事業の概要 
和宇慶剛（沖縄県自然保護課希少種・外来種対策班） 
３. 沖縄島におけるグリーンアノールの現状と取り組み 
堀部翔（島嶼生物研究所） 
４. 座間味島におけるグリーンアノールの防除事業の概要 
小野宏治（環境省沖縄奄美自然環境事務所） 
５. 座間味島におけるグリーンアノールの現状と取り組み 
  高柳圭吾（沖縄環境科学研究所） 
６. 座間味島におけるグリーンアノールの生態調査—食性と利用微環境からの示唆 
小林峻（琉球大）・大塚虎之介（京都大） 
７. グリーンアノールの捕獲研究Ⅱ 
伊波寛山・小野天寧・門脇宇宙・稲留柚羽・仲宗根理子（向陽高校サイエンス部）・上原怜（琉
球大)・城間篤（小禄高校） 
８. 市民活動としてグリーンアノールと向き合う 
藤井晴彦（沖縄自然環境ファンクラブ） 
 
参加者：69 名 
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11）第 72 回日本動物学会九州支部大会 
（第 74 回日本動物学会九州支部大会を、九州沖縄植物学会および日本生態学会九州地区会
と共催し、三学会合同佐賀大会 2022 として開催） 
 
日時：2021 年 6 月 11 日（土）～ 12 日（日） 
会場：佐賀大学本庄キャンパス  
内容： 
一般講演：17 演題 
特別講演：1 演題 
 
参加者：81 名（一般 29 名、学生 38 名、高校関係 11 名） 
 
12）日本動物学会九州支部委員会 
日時：２０２２年６月１１日(土) 11：30～12：00 
場所：佐賀大学本庄キャンパス農学部 B 会場・ZOOM での同時配信 
 
13）日本動物学会九州支部総会 
日時：２０２２年６月１１日(土) 17：00～17：30 
場所：佐賀大学本庄キャンパス農学部 B 会場 
 

以上 


