
日本土壌動物学会第 40 回記念大会プログラム 

 

大会実行委員長	 金子信博	 	 大会事務局長	 中森泰三 

大会実行委員	 佐藤英文	 今井正巳	 高橋徹 

 

会  期： 2017年 5月 20日（土）～21日（日） 

会  場： 横浜国立大学	 環境情報 1号棟 
     〒240-8501神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 79-7 

 
大会日程： 
5 月 20 日（土）	

 9:00～10:30 編集委員会（301教室） 

10:30    受付開始（1階ロビー） 

10:30～12:00 評議委員会（301教室） 

13:00～15:00 公開ワークショップ（305教室） 

       「土壌生物を使ってアクティブラーニング型授業を実践しよう」 

15:15～16:15 口頭発表（O-01~O-04；305教室） 

16:30～17:15 総会（305教室） 

17:15〜18:15 受賞講演（305教室） 

18:20    懇親会会場へ移動 

18:30～20:30 懇親会（第2食堂） 

20:30    送迎バス（懇親会会場からJR横浜駅、中華街へ） 

 

5 月 21 日（日）	

 8:30    受付開始 

 9:00～10:20 ポスター発表コアタイム（P-01〜P-24, PS-01〜PS-03；515教室） 

       （9:00～ 9:40  奇数番号コアタイム） 

       （9:40～10:20  偶数番号コアタイム） 

10:30～12:00 口頭発表（O-05〜O-10；305教室） 

12:00～12:30 ポスター賞授与式・閉会式（305教室）・写真撮影 

12:30〜13:30 中高生事後指導（306教室） 

13:30～16:30 トビムシ研究会実習（環境情報3号棟101教室） 

13:30～15:30 ミミズ研究談話会総会（305教室） 

 



発表要領： 

①	口頭発表	

講演時間は質疑応答、交代時間を含めて 1題あたり 15分です（一鈴 10分、二鈴 12分（発表

終了）、三鈴：14分 30秒（討論終了））。PowerPointを使用した形式で行います。ファイルを

USB メモリーに記録し受付にお持ちください。発表前に事務局で用意した PC にて動作確認

をお願いいたします。事務局ではWindows 10の PCを用意いたします。PowerPointのバージョ

ン 2016を用意いたします。Macでの発表をご希望される方はご自分の PCと接続用のアダプ

ターをご持参ください。事前にメールでファイル送信をご希望の方は、5月 18日までに大会

事務局（jssz2017yokohama@gmail.com）まで発表の PowerPointファイルをお送り下さい。 

 

②	ポスター発表	

発表時間は、21日（日）の 9:00〜10:20です。ポスターの貼りだしは 20日（土）から可能

です。コアタイムを設定いたしますので、コアタイムの時間には、ご自身のポスターの前で

説明をお願いいたします。コアタイムは、講演番号が奇数の方は 9:00～9:40、講演番号

が偶数の方は 9:40～10:20 です。横 90cm×縦 120cm の範囲内で作成してください。画鋲な

どは事務局で用意します。21日（日）の 9:00までに掲示し、13:00までに回収してください。

残されたポスターについては事務局で破棄します（情報漏洩防止処理はいたしかねます）。 

 

懇親会： 
場所：横浜国立大学	 第 2食堂（N10-5）  

時間：5月 20日（土）18:30～20:30 

 

オークション： 
懇親会でオークション（競り人：福山研二氏）を開催します。土壌動物に関連する物（絵画

や彫り物、おみやげ、ストラップ、記載の原図、文献、Ｔシャツ、衣類などなど、関連しな

いものでも結構です）を 20日 16:30までに受付にお持ちください。その際、お持ちいただい

た品物について、ご自分のお名前と大体の金額と由来をお知らせください。なお、お持ちい

ただいた品物が落札された場合、落札金を学会にご寄付いただくということにしております

ので、あらかじめご了解ください。 

 

昼食： 
各自でおとりください。大会期間中には大学内の食堂・生協売店は営業していません。会場

より徒歩 10〜20 分のところにコンビニエンスストアや弁当屋があります。21 日（日）の昼

食については、参加申込書で予約された方のみ弁当を準備いたします。 

 

休憩室： 
301、306教室を休憩室として開放いたします。お茶など用意しておりますのでご利用くださ

い。 



企画案内： 
１．第 2 回トビムシ研究会	

昨年度の第 39回日本土壌動物学会弘前大会において、トビムシについての様々な情報を会員

相互間で共有し、トビムシ学を発展させることを目的で、トビムシ研究会が発足致しました。

昨年は、トビムシ研究の最前線のご講演と、青森県周辺のトビムシの観察を行いました。 

本年度も第二回の会合を、下記の様な日時内容で予定しております。 

＜トビムシ研究会	 第 2回＞ 

日時：2017年 5月 21日（日）13:30〜16:30 

場所：横浜国立大学（環境情報 3号棟 101室） 

内容：  

実習 1「トビムシ標本の作り方（初級編）」（講師：長谷川元洋、一澤圭） 

実習 2「トビムシの飼育法」（講師：長谷川真紀子、富塚茂和） 

今回は、特に、新たにトビムシ研究に参画される方のために、標本作りから飼育法について

学んでいただき、様々な種類のトビムシの標本や生きている様子を実際に観察していただこ

うという企画です。これを機に、トビムシへご興味のある方が一人でも増え、トビムシ研究

会にご参加いただければ幸いです。参加ご希望の方は、下記長谷川宛にご連絡下さい。 

申し込み及び問い合わせ先： 

 長谷川元洋 

 E-mail: motohiro@ffpri.affrc.go.jp 

 〒780-8077 

 高知県高知市朝倉西町 2-915 

 森林総合研究所	 四国支所 流域森林保全研究グループ 

 TEL: 088-802-8922	 FAX: 088-844-1130 

 

２．ミミズ研究談話会総会	

日時：2017年 5月 21日（日）13:30〜15:30 

場所：横浜国立大学環境情報研究院１号棟 305教室 

 

会長挨拶 

研究発表 

	 南谷幸雄 

「ユノシマミミズの地理的変異の検討」 

	 鳥居高明 

「小型貧毛類、とくにヒメミミズ科について」 

報告事項 

	 活動報告 

審議事項 

	 会の運営体制について 



アクセス： 
	

■大会会場	 	 	

横浜国立大学	 環境情報 1号棟（キャンバスマップ上記号 S7-5） 

■懇親会会場	

横浜国立大学	 第 2食堂（キャンパスマップ上記号 N10-5） 

 
〒240-8501神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 79-7  

キャンパスマップ：http://www.ynu.ac.jp/access/map_campus.html 

 
会場『環境情報 1号棟』へは横浜国立大学	 西門からのアクセスが便利です。 

学会当日は大学で学園祭（清陵祭）が開催されております。正門からメインストリートにか

けて出店等が出ております。ご承知いただけますよう、どうぞよろしくお願い致します。 

（参考）正門より環境情報 1号棟まで徒歩	 約 15分 

	 	 	 	 西門より環境情報 1号棟まで徒歩	 約 10分 

■会場周辺地図 

 会場：環境情報 1号棟 

懇親会会場：第２食堂 

メインストリート 

コンビニ（ローソン） 

 
	

	

	

	

	



【羽田空港から】横浜駅までのご案内	

	 （1） 京急空港線エアポートを利用 

	 	  	   羽田空港国内線ターミナル 

	   	 	     ↓（約30分） 

         横浜駅 

  （2） リムジンバスを利用 

         羽田空港バスのりば 

            ↓（約30分） 

         横浜シティエアーターミナル（ＹＣＡＴ） 

         ※横浜駅隣接スカイビル1F 

  	  所要時間は交通状況により異なります 

   	 横浜駅からは下記【バス】または【電車＋徒歩】のご案内を参照ください 

	

【JR横浜駅西口からバス】 

会場『環境情報 1号棟』へは相鉄バスにて「釜台住宅第１」下車、西門よりアクセスい

ただくと便利です。※学内乗り入れバスの運行は土日にはありません。 

	 	 9番乗り場	  

• 相鉄バス浜 11系統「上星川行き」「釜台住宅第 3行き」行き乗車、「釜台住宅第１」

下車、西門まで徒歩 5分 

	 	 10番乗り場 

• 相鉄バス浜 5系統「交通裁判所経由横浜駅西口」行き乗車、「岡沢町」下車、正門まで

徒歩 5分 

	 	 	  

【電車と徒歩】 

• 横浜市営地下鉄「三ッ沢上町」下車、正門まで徒歩 20分 

• 相模鉄道線（各駅停車）「和田町」下車、南通用門まで徒歩 20分 

 

【タクシー】 

• JR横浜駅西口タクシーのりばから正門まで約 4.3km 

• JR新横浜駅出口 1のタクシーのりばから正門まで約 6km 

 

【自動車】 

自動車で来校されるかたは、事前にご連絡をお願い致します（jssz2017yokohama@gmail.com）。

当日大学で学園祭（清陵祭）が行われているため、入構制限がかかっております。また学内

通行にも規制がございますので、ご連絡をいただいた方には学内の通行ルートを別途ご案内

致します。入構後 1時間を超える場合は有料となります（300円／60分、以降 20分ごとに

100円）。正門から入構し、入構ゲートまで直進し発券機で臨時入構カード（券）を受け取

り入構してください。 



【アクセス情報の詳細】 

こちらをご覧ください。JR横浜駅西口バスのりばの図、横浜市営地下鉄三ッ沢上町駅や相模

鉄道線和田町駅から大学までの地図の案内があります。 

http://www.ynu.ac.jp/access/index.html 

     

■バス停「釜台住宅第１」経由 

西門からの環境情報 1号棟への参考ルート（バス停より徒歩約 15分） 

 

	 

会場：環境情報 1号棟

号棟 

 

 



■バス停「岡沢町」経由 

正門から環境情報 1号棟への参考ルート（バス停より徒歩約 20分） 

 ���
 
������ 

会場：環境情報 1 号棟
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環境情報 1 号棟内の会場詳細案内図	
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公開ワークショップ（参加無料） 

5 月 20 日（土） 13:00～15:00  305 教室  
 

「土壌動物を使ってアクティブラーニング型授業を実践しよう 

〜研究者や教員と共に学ぶ参加型ワークショップ〜」 

 
ファシリテーター	

 峯下隆志  

趣旨説明	

 中森泰三 

手法紹介	

 湯本勝洋  土壌動物の教材化～理科・生活科・総合的な学習の活動の実践を通して～ 

 萩野康則  博物館での土壌動物教育普及活動の事例紹介〜25年続けている講座を中心に〜 

 橋本みのり 実験失敗から学ぶ・考える〜土壌動物の摂食実験を通して〜 

 

講師プロフィール 

 

峯下隆志 
一般社団法人日本青少年育成協会 主任研究員 
	 学習塾講師、私立高校教諭を経て 2001年から三重県立高等学校教諭。県教育委員会事務局
で教職員 ITネットワークの管理者として 4年間勤務したのち現在の学校に異動。2006年に教
育コーチングと出会って以来、学校現場で教育コーチングを活用した能動的・協働的な授業
を実践すると共に、教育コーチングトレーナーとして保護者、教職員対象のセミナーや講演
会を全国で実施している。日本青少年育成協会認定上級教育コーチ・認定Ａ級トレーナー。
共著書に「この一冊でわかる！アクティブラーニング」（PHP研究所）。 

 

湯本勝洋 
茨城県結城市教育委員会指導課	 指導係長 
	 茨城県小学校教員として５年間勤務、茨城県中学校教員として８年間勤務、ミュージアム
パーク茨城県自然博物館学芸員として１１年間勤務、茨城県県西教育事務所指導主事として
３年間勤務、現在に至る。研究分野は土壌動物（陸生等脚甲殻類）、土壌動物に係る教育普及
（学習プログラム）、理科教育学。ダンゴムシを愛する２児の父。趣味は、食べること・寝る
こと。 

 

萩野康則 
千葉県立中央博物館	 主席研究員兼動物学研究科長 
	 1961年千葉県生まれ。1989年より千葉県立中央博物館に勤務。専門はエダヒゲムシ類（微
小な多足類）の分類。著書に『日本産土壌動物第二版』（東海大学出版部・分担執筆）など。
博物館では多足類・クモ類・土壌動物全般を担当している。土壌動物実習の際、参加者が実
体顕微鏡下でうごめくムシたちを見たときの、驚きの声を聞くのが何よりの楽しみ。 

 

橋本みのり 
大東文化大学環境創造学部	 准教授 
	 東京動物専門学校、白梅学園短期大学等にて非常勤講師を経て、2011年 横浜国立大学教育
人間科学部附属高度理科教員養成センター「理数系教員養成拠点構築事業」の特任教員とし
てコア・サイエンス・ティーチャー（CST）の養成に携わった後、2012 年より大東文化大学
教員。土壌動物、特にヤスデ類の生態研究を行うとともに、理科教育研究も行っている。文
系学生への生態学教育に力を入れている。 

 

中森泰三 
横浜国立大学大学院環境情報研究院	 准教授 
	 専門はきのこと菌食動物の生態学。きのこ類とそれらを食べるトビムシ類の関係にひそむ
ドラマに興味をもつ。学部や大学院での教育に悪戦苦闘している。 



受賞講演 

5 月 20 日（土） 17:15〜18:15  305 教室  

時間 

	

発表者 演題 座長 

17:15-17:45  池田紘士	 土壌動物の移動と進化を追って 

布村昇 17:45-18:15  島野智之	 ササラダニの生物学・土壌原生生物の

生物学 

 

口頭発表 

5 月 20 日（土） 15:15～16:15  305 教室  

時間 番号	 発表者 演題 座長 

15:15-15:30 O-01 清水伸泰	 コナダニの多様な分泌物の生合成に関

する新知見	

唐沢重考 

15:30-15:45 O-02 脇司・島野智之・	

蛭田眞平	

キセルガイに寄生するカタツムリダニ

属の一種について 

15:45-16:00 O-03 蛭田眞平・萩野航・	

島野智之	

日本各地より得られた陸生貝形虫

Caaporacandona属について 

16:00-16:15 O-04 松本直幸・須摩靖彦・

中森泰三	

ホソゲツチトビムシにおける成長に伴

う形態変化 

 

5 月 21 日（日） 10:30～12:00  305教室  

時間 番号	 発表者 演題 座長 

10:30-10:45 O-05 渡部友子	 アリジゴクの高温に対する戦略	

〜石狩砂丘におけるクロコウスバカゲ

ロウ（アミメカゲロウ目:ウスバカゲロ

ウ科）幼虫の巣穴づくり行動〜	
菱拓雄 

10:45-11:00 O-06 近藤正樹	 富士山富士宮口登山道沿いの植生にお

けるアリ相の研究	

11:00-11:15 O-07 澤畠拓夫・山丸美佳・	

富田晴名	

ナメクジによる子実層への選択的摂食

が胞子散布に及ぼす影響	

11:15-11:30 O-08 唐沢重考	 マクロスケールにおける日本産ワラジ

ムシ類の分布制限要因の推定	

金田哲 

11:30-11:45 O-09 渡辺弘之	 タイ東北部の巨大な糞塔をつくるミミ

ズの孔道	

11:45-12:00 O-10 井本朱香・上條隆志・	

浅野眞希・田村憲司・	

金子信博・南谷幸雄	

陸生大型ミミズによる三宅島 2000年

噴火火山灰に対する土壌生成効果－飼

育実験からの検討－	



ポスター発表（一般） 

5 月 21 日（日） 9:00～10:20	 515教室 

番号	 発表者 演題 

P-01 吉田譲・塚本勝也	 より魅力的な土壌動物写真を目指した撮影法の改良と作例紹

介	

P-02 金郁彦・佐藤佑樹・大場裕一	 日本産イソミミズ（Pontodrilus litoralis）の mitDNAによる系

統解析	

P-03 上平幸好	 北海道南西部におけるヒトツモンミミズの分布と性的斑紋お

よび雄性孔の数と位置の変異について	

P-04 金田哲	 ミミズの高温乾燥耐性に関する研究	

P-05 吉田文・金子信博・南谷幸雄	 横浜国立大学構内の林地および草地におけるミミズの群

集構造	

P-06 Mitra Priyanka・Kaneko Nobuhiro Potential role of aquatic earthworms on methane emission 

reduction from paddy  

P-07 田中草太・足達太郎・高橋知之・

高橋千太郎	

東電福島第一原子力発電所事故により放出された放射性

セシウムのフトミミズへの移行と生物学的半減期	

P-08 武藤芽依・金子信博・綾部慈子・

吉田智弘・渡邊菜月・竹中千里・

肘井直樹・林愛佳音	

腐食昆虫を介した土壌から地上への放射性セシウムの移

動	

P-09 橋本みのり	 南八ヶ岳山麓におけるキシャヤスデ周期発生の変化とそ

の要因	

P-10 豊田鮎・松本唯・井上久義	 キシャヤスデ終齢幼虫の脱皮室による土壌団粒サイズ分

布の変化	

P-11 神谷貴文	 静岡県における外来種ヤンバルトサカヤスデの生息可能

域の推定	 	

P-12 島野智之・蛭田眞平	 日本に生息しているカベアナタカラダニ Balaustium 

murorum (Hermann, 1804)(Trombidiformes: Prostigmata: 

Erythraeidae)	は，どこから来たのか？	

P-13 坂寄廣	 日本産 Bisetocreagris属（カギカニムシ属）カニムシの検討

(1)	

P-14 須摩靖彦	 アポイ岳のトビムシ（予報）	

P-15 菱拓雄・柴田英昭・舘野隆之輔	 除雪による土壌凍結がトビムシ群集の形質と機能的多様

性に与える影響	

P-16 米川雅也・中野将和・中森泰三	 きのこ胞子のトビムシ体表への付着頻度	

P-17 関谷薫	 長野県におけるコムシ目の記録		

 

 



ポスター発表（一般） 

5 月 21 日（日） 9:00～10:20	 515教室 

番号	 発表者 演題 

P-18 長谷川元洋・北川涼・増本翔太・	

西澤啓太・大園享司・内田雅己・

森章	

カナダのツンドラ南限付近における中型土壌動物群集の

構造と環境要因との関係	

P-19 塚本将・長谷川真紀子・松永雅美・

萩原康夫・刑部慶太郎・猪俣瞳子・

倉田知光・石井清	

富士山北東麓アカマツ林における土壌動物群集	

P-20 大久保慎二・徐啓聡・千嶋英明	 キャベツ有機栽培の継続が大型土壌動物に与える影響	

P-21 井上浩輔・角田智則・南谷幸雄・	

丹羽慈・金子信博	

保全農業における天敵相の腐食流入による維持	

P-22 伊藤諒祐・金子信博	 保全農業における天敵相の腐食流入による維持	

P-23 Binay Sangat・Tomonori Tsunoda・

Yukio Minamiya・Jumpei Kimura・

Kaneko Nobuhiro 

不耕起草生農地に起きる窒素収支の推定	

P-24 岸拓馬・金子信博	 農地土壌における AM菌によるカリウムの循環	

 

ポスター発表（中高生） 

5 月 21 日（日） 9:00～10:20	 515教室 

番号	 発表者 演題 

PS-01 鈴木優仁	 「ミミズと月の関係性」～出現と月齢～	

PS-02 加藤美羽・金子知彩・新庄恵実・

田中陽菜	

伊豆大島の一次遷移における土壌生物の推移	

PS-03 池田颯希・菅右京	 ヤエヤマオオタニワタリに蓄積する腐葉土と周辺の土壌

の環境の違い	

 


