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所 内連 絡先 一 覧

形態進化分野 TeI/Fax･.0568･61･5775
片山 一迫 katayama@pri.kyoto-u.acjp
前田 穣 hamada@pri.kyoto-u.ac

jp毛利 俊雄 mouri@pri.kyoto-U.
acjp図校 盟 kunimats@pri.kyoto-t
J.aCjP早川 桁治 hayakawa@pri.kyot

o-U.acjp水谷 典子 nhizutan@pri.ky

oto-u.ac.jp典田辺伝分野 Tel/Fax:

0568･62･9554圧武 孝義 shotake@pri
.kyoto-U.acjp川本 芳 kawamoto@p
ri.kyoto-u.acjp浄土 啓子 jodo

@pri.kyoto-U.ac.jp系統発生分野 T

eVFax:0569･63J)536茂原 信一生 shigeh
ar@pri.kyoto-u.ac.jp相見 満

aimi@pri.kyoto-u.acjp高井 正成
takai@pri.kyoto-u.acjp本郷 .一

美 hitomi@pri.kyoto-U.acjp木下 貿 kinoshit@pri.kyoto-u.

acjp生態機構分野 Fax:0569･63･0565

上原 重男 uehara@pri.kyoto-u.
ac.jp森 明雄 mori@pri.kyoto-u.acjp

松村 秀一 matsumur@pri.kyot9-tl.
aC.jp ノ永田 礼子 nagata@pri.

kyoto-u.acjp社会構造分野 Fax:0568･63･0564即納 隆至大滞 秀行 kano@pri.kyoto-u.ac.jpohsawa@pri.ky
oto-u.acjp鈴木 .晃 asuzuki@pri.

kyoto-u.acjp杉浦 秀樹 sugiura@
pri.kyoto-U.acjp其方 栄子 m

akata@pri.kyoto-U.acjp思考言語分野 Fa

x:0568･62･242等松沢 哲郎 matsuzaw@pr
i.kyoto-u.ac.jp友永 雅己 tbmona

ga@pri.kyoto-u.ac.jpp田中 正之 mtanaka@pri.kyoto-U.acjp
酒井 道子 sakai@pri.kyoto-U.ac.

jp認知学習分野 Fax:0568･62･9552小鴨
群三 kqjima@pri.kyoto-U.acjp正高 信男 masataka@pri.kyoto-U.acjp

中村 克樹 knakamur@pri.kyoto-U
.acjP南雲 純治 nagtJmO@Pri.

kyoto-u.acjp酒井 道子 sakai@pd.

kyoto-u.ac.jp行動発現分野 Fax:056
8･63･0563三上 串允 mikami@pri.k
yoto-u.acjp脇田 共沼 mwakita@pri
.kyoto-u.acjp三輪 隆子 tmiwa@pr

i.kyoto-U.acjp鈴木 冬準 ysuzuki@pri.kyoto-U.ac.jp 器官調蹄分野 Tc

VFax･.0568･63J)576林 塞指 hayas
hi@pr･kyoto-U.acJp目片 文夫 mekata@p

kyoto-u.acJp清水 慶子 shimizu@p･
kyoto-U.acJP.金武ひろみ kanetake@

pri.kyoto-u.ac.jp迫伝子情報分野竹中 修 takenaka@pri.kyoto-tJ.aC.jp
平井啓久(兼)hirai@pri.kyoto-u.ac

jp中村 伸 snakamur@pri.kyoto-U.
acjp浅岡 一雄 asaoka@pri.kybto-u.a

cJ'P宮田 正代 miyata@pri.kyoto-U

.ac.jpニホンザル野外税察施設 Fax:0568-

62-9575波週 邦夫 watanabe& ri.kyoto
-tJ.aC.jp室山 泰之 muroyama@pri.kyoto-U.ac

jp足揮 貞成 ashizawa& ri.kyot
o-U.acjP藤岡 明美 fujioka@pri.kyoto-U.ac

.jp幸島観察所 Tel:0987-77-0045/Fax:0987-77-02
51屋久島研究林 Te/Fax:09974-5-207

4人類進化モデル研究センター Fax:05

63･62･9559景山 節M.A.Huffm

an平井 啓久上野 吉-後藤 俊二鈴木 樹

理松林 伸子三輪 宣勝熊崎 酒則阿部 政光

釜中 座朗前田 典彦橋本ちひろ加藤 朗野

梅田 息子梅村真理子 kmatsuba@p

ri･kyoto-U.acjpkageyama
@pri.kyoto-u.acjphuffma

n@pri･kyoto･u.ac.jphirai@
pri･kyoto･u.acjpokuma@
pri.kyoto-u.acjpgoto@pri.k

yoto-u.ac.jpsuzuki@pri.ky
oto･U.acjpnmatsuba@pri
.kyoto-U.acjpnmiwa@pri.k
yoto-U.acjpkumazaki@pri.k

yoto-u.acjpkamanaka@pri.kyoto･U.
ac.jpmaeda@pri.kyoto-

U.acjpkatsuta@pri.kyoto-U.acj
pakkato@pri.kyoto-U.ac.jp

umeda& ri.kyoto･tJ.aCjpma

dko@事務部 Fax:0568-6310085串 務 長 jimuchou@pri.kyoto-U.acj
p庶



2.予算概況

平成12年度経費 (単位 :千円)

人 件 染 536,532

物 件 費 校 一費 233,

637産 学 連 携 等 研 究 費

6,195施

設 整 備 費 0計

239,832･科学研究費補助金 (42件

) 242,020合 計 .1,018,384 研究費

取得状況 (単位:千円)校 欝

教育研究学内特別経費 4,00

0外 国 人 研 究 員 経 費 1,

880国際シン

ポジウム経費 221計 ■6,101

科学研究費補助金 (42件)

242,020奨 学

寄 附金 -(4件) 8,200合 計 256

,321平成12年度 文部科学省科学研究費補助

金 内訳一覧研究種別 研究代表者 補助金(千円) 研 究 課 題coE形成基礎 竹 中. 修 90,∝沿類人猿の進化と人類の成立 四volutioTOfApesandtheOridnof

Human)特別推進(2) 松 沢 哲 郎 35,00 認知と行動の

霊長類的基盤特定領域(A)(1)小 嶋 群 三 22,200心の発達 :認知発達障害特定領域(C)(2)林 基 袷 2,9(刀霊長類 (マカクサル)大脳皮質の発達におけるBDNFとTrkBa)作用機

序特定鎖域(C)(2)中 村 克 樹 4,(X氾サル頭頂連合野における異種感覚情報の統合機序の研究地域連携･推進(1)

益盤(A)(I) 片 山 一 道 13,6(刀考古追跡で出土した古人骨および動物遺物の総合台帳を整備作成する研究片 山 .一 道 7,400
ラビタ人からポリネシア人への変容過程を探る先史学的研究益盤(A)(2) 庄 武 孝 義 3,

200 ヤクニホンザルの実験動物化払出(A)(2) 大 帝 .秀 行 4,6(刀アフリカ熱帯林の霊長類とその革原人の進出 :比較研究

払出(A)(2) 三 上 章 允 1,000ジャワ島における色盲ザルの研究進出(A

)(2) 松 沢 哲 郎 5,420認知機能の発達と進化的制約進出(B)(1) 茂 原 信 生 4,3(泊
後氷期におけるニホンザルの成立過程の総合的研究進出(B)(1) 本 郷 ⊥ 美 4,3

(刀動物追存体分析による西アジア史再編 :家畜化から遊牧的適応の成立まで基盤(8)(2) 片 山 一 道 4,900古代日本ゐ争乱と武器に関する骨学的および考古学的研究

基盤(8)(2) 渡 過 邦 夫 3,600スラウエシマカクの種間雑種個体の繁殖異常と狭い交雑帯の

形成機構基盤(C)(1) 浜 田 穣 500ニホンザルに見られる季節性機序の解明基盤(C)(2) 加 納 隆 至 400ランドサット画像

を利用したボノボとチンバンジ-の生息植生の比較分析益出

(C)(2)基盤(C)(2) 森 明 雄大 帝 秀 行 400500ニホンザルのポヒユレ-シヨ.ン抑制期に現れる性成熟の遅延の生態学的研究ニホンザルの繁殖戦略 :とくに配偶選択の要因に

ついて基盤(C)(2) 景 山 ■節 2,200霊長類の食性に対応した消化酵素ペプシノゲンの多様性と適応進化基盤(C)(2) 中 村 伸 2,8∝I好中球でのTissueFactor発現 :その発現機序と病態との関連

基盤(C)(2)基盤(C)(2) 林 基 治鈴 木 樹 理 2,5∝I2,2∝)サル前頭連合

野の老化



研究種別 研究代表者 祐助金(千円) 研 究

課 題奨励(A) 友 永 雅 己 8∝)霊長類新生児における運動 .認知 .社会的発達と

その相互作用奨励(A) 田 中 正 之 1,100チンパンジーとヒト幼児における苅似性知

覚と象徴化能力の比較奨励(A) 脇 田 其 清 1,5(氾 弁別訓練がサル大鵬一次視

覚野の受容野特性に及ぼす影響奨励(A)奨励(A)特別研究員奨励Z!〟 大 蔵 p聡中 村 克 樹保 坂 和 彦 1,4CK)1,1001,2(刀 低栄養ス トレスによる生殖機

能抑制機序における血中ブ

ドウ糖および遊離脂肪酸の役割非言語コミュニケ-シヨンの脳内機序 - 言語機能とそ

の左右差の進化の理解をめざして-

野生チンバンジ-の社会的道具に関する研究早 川 祥 子 9∝1DNA

父子判定による野生ニホンザルの繁殖成功度の研究 .-〟 平 田

聡 900チンパンジーにおける他個体のもつ知識の理解〟 岡 輝 樹山越(明和)政子 1,2901,3∝)

熱帯林の分断化がテナガザ

ルの社会に及ぼす影郡 こ関する行動生態学狗〟 及び退伝学的研

究〟 ヒトおよびチンパンジーにおける模倣の発達とその生物学的基盤〟 岡 本 暁 子 1,3009

009(氾9001,2(刀 意志決定に影響を̀及ぼす社会的ルールの比較研究〝〟〟 藤 田 志 歩

土 田 順 子中 井 将 嗣

ヒト以外の霊長類におけるホルモンと行動 :生殖関連ホルモンが行動に

及ぼす影響

霊長掛 こおける加齢に伴う認知能力

の変化と脳の構造的 .機能的変化に関する研究

古代人および霊長類の古病理学的研究〟 茶_谷 燕 類人猿とオナガザルのロコモーション発達〟〟 高 橋 弘 之加藤-啓一郎 I,5001,tX氾野生オラウ-タンの保全のためq)迫伝学的 .採食生態学的および繁殖生理学的研究嫌悪刺激及び報酬に関わる帯状回吻束部の役割と

その線維連絡部位の役割〟 竹 中 修 800 ホミノイ ドにおけるY

染色体退伝子の進化合 計 42件 . 242,020

平成12年度 研究補助金等 内訳一覧 (文部科学省科学研究費補助金以外)補助金等種別 ~ 研究代表者 補助金額(千円) 研 究 課 題極束製薬エ菜 (株)霊長

斯学助成金(秩)日本速脳速読協会 景山 節松沢哲郎 1,4001,500

霊長類に関する総合的研究.●チンパンジ-の知性と教育の研究(財)大事財団 渡遇邦夫 4.300中国秦



3. 図 書
2001年3月未現在､本研究所図書室に所蔵されている資料は､以下のとおりである｡

(1)蔵書冊数 (製本雑誌を含む)
和 書
洋 書
合､計

6,293冊
13,496冊
19,789冊

.(2)別刷点数

別 刷 : 67,850点

(3) 和文雑誌 ･新聞および中国文雑誌リス ト

雑誌名 所蔵巻号 期
間アフリカ研究 (アフリカ研究会) I一l-2ー 1963-1
964アフリカ研究 (日本アブ1)*学会) I-30 19

64-1987母性衛生 26rト2.4一､27-29
1985-1988ClinicalNeuro占cience 1(3一.2(3-4.6-12一

.3 1983-19$5治療学 7(5-6一.8(3.6一､9(1.3.6).ll(1.6ー
15(5ト 1981-1985動物学雑誌 69-71.79(ll-1

21.80-92 1960-1983動物生理 1-4.5
(1-3一.6(l一 1984-1989ドクメンテ-シヨン研究

23-29.30(ト3ト 1973-1980節四紀研究 1(2-4,6-7),2-3,4(2-4),5-7,9(2),10-ll,
12(1,4),13(3),14, 1958-199015(2一.16(3),17(2一,18(2,4),19,20(1-2);21(I.

3-4),?2(I-2,4一,､23-2

8.29(2ーフアルマシア 22-26 1986-199
0学術月報 2lr10.12一､22

-53+ 1969-2000学術の動向 lL5+ 1996-2000

現代性教育研究 24(10).36(lot.37(12) 1977-1979言語 5,6(

1-6.8-13一.7-18.19(1-6.8-12一,20-30+ 1976-2000ホルモンと臨休 ､ 19-32,33(ト3,5-12),34(ト6),35-37,38-40,41(1-2,4-1

2),42(1こ1971-20005,7-12);43

(I-2,5-12),44-48+辿伸 30r6-ll,13一.31-54+ 1976-2000週刊腎拳のあゆみ 71(9一..75(5-13一.76-80.81(1一.98(9一.127(5ー
1969-1983囚拳と生物学 82,83(1-4.6一､84-99.

100(1-4ー 197ト19&0ⅠMAGO 4(7.
13一.5(l一.3(5,10-11ー 1992-1994ⅠSotopeNews 358-563

+ 1984-2001JapaneseJoumalofSports
Sciences 1-4こ5r1-7ー 1982-1986人頬学研究 1-2.3(I-

2一.6.7(3-4ー 1954-1960人類撃輯報 1-6.8-12.14.16.18-19.21-2528-36 1948-1967

人類学雑誌 56(3,10-11一,57(3,6十7,10-11一,58(1,3
.5,7-8,10),59(2,7,9-12), 1941-199160(13).

61-99人煩撃雑誌 (復刻版). 1-60 1886-1949人析科学
5-8.ll.14.18-19.21.27.29-40 1952-1987季刊人類学 1(4
一.12(1一.15(4一､16(1.34ト 1970-1985.自主講座 ､ 1-6.8-23.25-34.36-66.71-75.77-80.

82 1971-1978惜報処理 17(12一.lS(1-4.6-12一.19-21.22(1-2.4-7一. 19

76-1981偵件反射 1-113 ･1939-1973助産婦雑誌 39(3-12一､40(2-12一､43(2-3ー

1985-1989助成研究 I-12+ 1998-2001助成財団 I,3-28.30.33-35.37-40

1987-1995科挙 38(4-121.39-70+ 1968-2000科学朝日 28(2.4-6.8-11一.29-37.38(1-8.10-12一.39-55.56(1-3ー 1968-
1996解剖学雑誌 24(2-4一､25-27.28(3



雑誌名 所蔵巻号 期
間血管と内皮 7(2-61.8-9+ 1997-
1999健康な子ども 17(l一.18(4.6-9ー 19

88-1989基礎心理学研究 1-2.3(1ー4.5(2ー
1982-1986公苔研究 lrl-

3ー 1971-1972こころの科学 30-32.35.39.4145.47JI8.51-53.55-
58.60 1990-1995MASⅠSnews 4(5-6 ,8-ll),5(2-12),6,7(1-3,5 -12),S-12,13(1-2,4),1

4(3,6-ノ1983-1995.121_l
15(I_5_宍_12ー_16(2_5ーミクロスコピア 2(4一.5f2-4一.6-7.g(1-2.

4一､9.】0(1-2ー 1985-1993民族学研究 (日本民族学協会)
12r1-2.4一､13r4ー 1947-1948民族畢研究 (日本

民族学会) 29-33.35-38 1964-1974モダンメディシン 1
7(3一.18(1-7一.19(7.10ー 1988-1990MolecularMedi(:ine 30-

37+ 1993-2000モンキー 1_44+ 1957-2000日本不妊学会雑誌 21(1,3-4),22(4),25(4),29(l｢3),30,31(I,3-4),3

2(I-2,4),33(1-1976-19892,4),34(1-2,4)日本学術会議月報 9(1),10,ll(2,ll-12)
,12(ト7,10-12),13-14,15(4-ll),16(I- 1968-19942,5-ll),17,1

8(1-5,7-12),19(1-4,6-12),20,21(1-5,7-12),22(I-4.6.8-12一.23(2.4-7一.24(5-Il一.28.29(1-6.1

0-12一.30-35日本平滑筋学会雑誌 12(2-3一､13(1-4ー 1976-1977日本法医学雑誌 25-26.27(1-3.6一､28-36.37(I-3.5-6一.3848.49(1-4 ー 19
71-1995日本腎事新報 2459.2461.2464-2466,2476-2592

197ト1973日本医史学雑誌 28r2-4一､29-30.31(1-3一.32-35 1982-1989日不内分泌学会雑誌 51(9-12),52-53,54(1-8,10-12),55-56,57(1-3,5-
12),58,59(1- 1975-19873,10-12

),60(1-8),61(4-12);62,63(1-3)'日本音響学会誌 42r4-12一､43-54 1986-199&日本臨
休 33(6一､37(6一.39(2一､40f2.5.7.12一.41(81.43(4一.46(5一.4g(Il一 1975-1990日本産科婦人科学会雑誌 26(8),29(5,8,ll),30(ll),31(8,10,ll),32(1

0-ll),33(4), 1974-198634(1.31_35(1_12ヽ_36(1_8_ll_121_37(1_111_38(1ー41
日本生気象学会雑誌 16( I-2一.17-18.19(1,3一,20(1-2一.21.22(1-2一.23(1-2一.24(1ー 1974

-1987日本生理学雑誌 26(2).27(2),28(5.8),3

0(2-7.9-12),31-51,52(1-6.8-12一. 1964-199556r6,8-10一.日本生態学会誌 15-19
1965-1969日本鯉質草雑誌 17(4-6一､18-19.20(1-2.4-6一､21(1-3,5-6一,22.23(ト4.6一.24(1ー 195

2-1959脳波と筋電図 1-6,7(1-2,4),8-12.13(2-4).14(2-4一,15(3-4),16-22

,23(2-4), 1972-199624日ー脳研究 3-6 1949-1950脳と神経 24-45 1972-19
93農林省林業

試験場年報 45 1970-1970林業試験場研究報告 48,55,75.246-305.307-314,316-318,320-321.3
23-325. 1972-19g4327-328

林菜試験場研究報告.林業 331-334.336-337.339.341-344.346.348-349.351.353
-354 1984-19$9林菜試験場研究報告.林業 .

林産 355 1989-1989臨床科学 ll(1-6.10一.13(4一.17(9一,19(6.11一､20(3.5.10-Il一 1975-1986

ラボラトリーアニマル 1-4.5(1ー 1984-1988盃長類
研究 1-16+ 1985-2000臨床検査 15ー1.3-12一､1644

+ 1971-2000最新腎学 26-29.30rl-Il一 19
71-1975産婦人科の世界 23-2

4.25(1一.34(8ー 1971-1982産科と婦人科 38日-3.5-12一､39(I-11一､

40日ー 1971-1973生物物理 6(n.10(3.6).ll-14.15(n 1966-1975生物科学 28-



,雑誌名 所蔵巻号 期

間神経研究の進歩 10(4),13(4),16-19,21(4),22(4-6),24(申,25(1-2,5),26(2,5-6), l966-
198830(5_6ー_31(4_61_32

(3_61神経精神薬理 7rト7⊥9-12ー 1

985-1985心理学研究 47(6一.48(2-6一.■49-53. 54(1i2一,55-58.59(1-5ー
1977-1988姿勢研究 1

_ll 1981-1992自然 23-38.39(1-5ー- 1968-1984

自然史研究 1 1968_1984綜合臨淋 18(5一.25(9-10一.31(

2.10一.33(11ー 1969-1984体力科学 33-3S,39(1-5),40-41,42(2-5),43(2-6) 19

$4-1994代謝 23-29 1986-1992蛋白雷 .核酸 .酵素 6(ll),7(7,13),?(5),9(4-15),10(1-6,8,1

0-16),ll-14,15(1-4,6- 1961-199912),16-3.4,35(I-3,5-1
3,15-16),36(2-15),37(I-10,12-1や),38(1-2,4-5,8-9,1ト14,16),39,40(1-5,7-9,ll-17

),42-44東南アジア研究 ト4:2-3
8+ 1963-2001土の声 .民の声

84-94 1978-1979野生生物
保護 2-5+ 1996-2000在来家畜調

査団報告 1-5 1964-1972在来家畜研究会

報告 . 6-10 1974-1983全日本城灸学会雑誌 34.35rlー 1984-1985科学新聞 1679-1685.1687-1756.1758-1856二1858-2844+ 1977-20

01地盾科学 (中国雑誌) 1973-1975.1976r1-3一.1977-1990. 1973-1990肋物
学報 (中国雑誌) 19-21.22(1-2.4一.23-40.41(2-4一.42,43(I-3ー 1973-1997動物学研究 (中国雑誌) 2.3rl一.4r1.3-4一.5rl.3-4一,6-12.13rl-3)

.14-19.20r2-5一,21+ 1981-2000人類学学報 (中国雑誌) 1(1-21.2-18+ 1982-

1999考古学報 (中国雑誌) 1973-1990 1973-1990古布椎動物学報 (中国雑誌) 22-38+ 1984-1999古脊椎動物与古人類 (中国雑誌) ll(1-2一.12-13.14(1-3一二15-16.17(1一､18-19.20 ( I-3一､2
1(2-4ー 1973-1983柄物学報 (中国雑誌) 15(1-2一.16-32 1973-

1990(4) 欧文雑誌リス ト雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間Abstracts(SocietyforNeuroscienceー 3-20 1977-1994
AbstractsandReviewsinBehavioralBiology 9 1972-19

72ActaEndocrnoloeica 75-80 1974-1975ActaEndocr
noloRica.SuDplementum 181-201 1974-1975ActaNeurobol
ogiaeExperimentalis 30r4一.3ト56 19.70-1996Ac

taNeurobologiaeExperimentalis.Supplehlentum 1 197ト1971Act
aPhysiologicaScandinavica 78-137 1970-1989ActaPhysioloEicaSca

ndinavica.SuDplementum. 332-586 1969-1989ActaPhysiQlogicaScandinavi
ca.SpecialSut)plementum 1978 1978-1978

AdvancesinEnzymologyandRelatedAreasofMol
ecularBiology 40-56 1974-1984AdvancesinPro

teinChemistry 28-36 1974-19$4AfricanJoumal
ofEcology 17-38+ 1979-2000Am ericanAnthroDOlo

-gistN.S. 70-101+ 1968-1999TheAm ericanJournalo
fAnatomy 139-192 1974-1991TheAm ericanJoumalofHumanBiology 9-12+



雑 誌 名 所 蔵 巻 号 一期
間AmericanJoumalofPhYsicalAn throDOlogY.N.S. 10-ll.13-14.17-114+ 1952-
ユoolAmericanJoumalorPhysicalMedicine 50-57 -19

71-1978Am ericanJournalofPhysioloEY 222-243

1972-1982Am ericanJournalofPhysiology.Regulatory,Tnte灯ativeandComparativePhysiologY 1●1
0 1977-1981∃Am ericanJournalofPriniatoloEY

ト53+ 1981-2000TheAm ecanNaturatist

106-156+ 1972-2000TheAmecanPsychologist 7
r1.3-6一.29-51 1952-1996An alyticatBioche

mistry 57-135 1974-1983TTLeAn atOmicalRecor
d 166-234.235rlー 1970-1993AnatomischerAnzeiEer 126-173 1970-1991

AnimalBehaviour 17-60+ 1969

-2000AnimalCoEnition 2+ 1999-1999An imalLeaminだandB
ehavior ト19.20r1-2.4一､21-28+ 1973-2000An nalsdelaFondationFyssen 14.7-9.ll-14

1985-1999An nalsofAn atomv 174-177 1992-1995AnnalsoftheNewYorkAcademyorSciences 115(2),117(1),118(12,21)i134(2),147(4),156(2),157(2),159(3),160(1),162(1),164(3),I.66(3),167(1),169(1,3),299,331,341-342,344,346,

370.374.425.453.473.500.512.560.620.862 1964-1998An nualReviewofBiochemistrv 1-3.5-10.18-19.21-22.35-41.43-69+ 1932-200
0An nualReviewofEcoloだYandSystematics 1-31+

1970-2000An nualReviewofPhysiolo打′ 25-53.55-56 196
3-1994An nualReviewofPsychology 8-10.1

6-46.48-50十 1957-1999Anthropoogic
a10uarterly 4ト73+ 1968-2000An throDOoE

ie 72-74.100-102 1968-199gAn throDOloEischerAn z
ciEer 31-53 1968-1995ArchivesltaliennesdeBiologie 1

06-113 . 1968-1975ArchivesSuissesdーAn throp
ologieGenerale 32-34.37 1967-1973AustralianJoumalbfZoology

22-32 1974-1984AustralianJournalofZoology.SuDDlementar
yseries 24-103 1974-1984BehaviorResearchMethodsandInstrum entati
on 1-15 1969-1983BehaviorResearchMethod

sJnstruments.andComputers 16-32+ 198.4
-20QOBehavior andBrainScience

s 1-13.15 1978-1992Behavior andNeuralBioloEY 25-62 197
9-1994Behavior Biology 7-24 1972-1978

Behavior EcologyandSociobiology 1-12
.13r1-3一,1448+ 1976-2000Beh

aVioralNetLrOSCience 97-114+ 1983-2000BehaVior
alScience 1-7.10-22 1956-1977Behaviour

33-137+ -け69-2000BehaViouralBrainResearch 2-6.8-16.18-5

5 1981-1993Biblio灯aphyofReproducti

on 17-26 1971-1975BiochemCommunalandBiophy
sicalResearchations 38-125 1970-1984aochemcal

Genetics 16-38+ 1978-2000aochemcalJoumal.CellularAspects 186_216 1
980-1983aochemcalJouma1.MolecularAspects 185-215 1

980-1983aochemcalSocietyTransactions 8-ll 1980-1983aochem
istry 13-23 1974-19g4aodlimicaetBiophysicaActa 27-36-49.51.53-54.60 1958-1962



-雑 誌 名 ■所 蔵 巻 号 期

間BiochimicaetBiophysicaActa.SpesializedSectionon-NucleicAcidsandRelatedSubiects 55 1962-
1962BiologicalConservaticln 43-96+ 19

88-2000BiologyoftheNeonate 26-29
1975-1976BloodVessels 19-

28 1982-1991Brain 84-107.109-115.120
-123+ 1961-2000BrainandCognitio

n 30-44 1996-2000BrainandLanguag
e 3-41.76+ 1976-2001Brain.BehaViorandE
Volution 1-52 1968-1998Brain.Behavio

randImmunity 1-3 1987-1989BrainReseardl I-312.314
-387,389-501.503-599 1966-1992BrainResear

dlBulletin 3-17.19-23 1978-1989BrainResear
chReViews 1-4.5(1-2).6-17 1979-1992Bu11etinde1ーAcademieMalgach

eN.S. 44(2一.52(1-2一,53(1-2ー 1966-1975Bulle
tinofthePsやchonomicSociety 1-31 1973-1993BuuetinsetMemoiresdelaSocieted'

AnthropologiedePariS.Ser.12 L 346 1968-1970TheCanadianJoumalofNeurologicalSciences 4-19 1977
-1992CanadianJournalofPsvchol

ogy 19-30 1965-1976Carnivore 2(3-413-7 ･1980-19
&4Cell 52(3-4一.53(2-6一.54-65.66

(13-6一.67-75■ 1988-1993C

hildDeVelopmment 62-71+ 199ト2000Cladistics 1-16+ 1985-2000ClinicalMicrobiologyNewsletter 4(19-24).5-6,7(I-7,9-24),8-16.17
(1-15),18(1-2.4-24一.19-22+.■ 1982-

2000Co幻lition 38-78+ 1991-2001ComitionandBrainTh
eorv 4 1981-1981communicationsinBehavioralBiology

.Pt.A二 1-6 1968-1971Communicat

ionsinBehavioralBiology.Pt.B. 1-8 1968-1971ComDarativeMedicine 50+ 2000-2000Comptesrendusdel'Acadimiedessciences.S血ieⅠⅠ
,Sciencesdelaterreetdest一一an主tes
328-331+ 1999-2000

ConditionalRenex 4-6 1969-1971Cons
ervationBiology 14+ 2000-2000cor

tek 9-ll 1973-1975CSANeutosciencesAbstracts I 1983-1983CurrentAnthropolog

y lー41+ 1960-2000CurrentContents.Behavioral,Social&ManagementScie

nce 1(ト19,2I,23-42),2 1969-1970CtmentContents.Behavioral,SocialandEducationalSciences 3-5 1971-1973Current
Contents.LifeSciences 12-.15,16(1-17,19-52一,19-21,22(I-2,4-52一,23

-24.25(147.49-52一.26-33.34(1-4ー 1969-1991CurrentCont
ents.Social&BehavioralSciences 6r6-52一.7(1-8ー 1974-1975CurrentContentsonDiskette(LifeSciencc) 34-40 ､ 199ト199

7Cu汀entContentsonDisketteO.ifeScience)withAbstract
s 37-43+ 1994-2000CurrentOpinioninNeurobiology

9-10+ 1999-2000Cu汀entPrimateReferenc
es 1967(12一.1968-1999 1967-1999DevelopmentalBrainResearch 1-1

0.12-70 ■ 1981-1992DeyelopmemtalDⅥlami
cs 193-198 1992-1993DevelopmentalPsychobiolo



雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期
間Ecolof:icalMono打aphs . 40-70+ 1970-

2000Electroencephalo打aphyandClinicaINeuroDhysioloEY 1-41,48-85 19
49-1992EⅠectromyo打aDhy ll

1971_197.1Electromy(JRraDhyandClinicalNeuroDhysiologY 12-
18 1972-1978End∝rinologY 90-loo.101(1-4.6一,102-133.134(1-5一.135

-141+ 1972-2000Etho]oEY
71-106+ 1986-2000Etho10だYandSociobiology l∫l-4

一､2rl一､5-17 1979-1996Evol
utOn 30-55+ 1976-2000EvolutonandHum

anBehavior 18-21+ 1997-2000EVolutonar
yAn throDOlogy 1(n.2-5 1992-1996Exce

rptaMedica.Sect.I 22-24 1968-1970Excerpt
aMedica.Sect.10 24.25(1-10ー 197ト1972Expe一 entalBrainResearch 1-30.31(1-2.4).32-102 196

6-1994Expe一 entalNeurology I-118 1959-1992TheFASEBJoumal I-8.9(1-ll.13-14).10-14+

1987-2000FederationProceedings 29-46 1970-1987FertilityandSterility 23-24.25r1-3.7-
12一､26-38 1972-1982FoliaPrimatologica 1-71+ 19

63-2000GeneralandComDarativeEndocrinology 46-60 1
982-1985Genetics 88-156+
1978-2000Gorilla 8-22+ 1984-

2000Hereditas 96-123 1982-
1995HormonesandBehavior 2-1

6 197ト1982HumanBiology 40-71+ 19
68-1999Hum an Ecology一 2-28+ 1974-2

000HumanEvolution 1(I-5)2-14+ 1986-1999H
um anMolecularGenetics 1-8 1992-1999InfantBehaviorandDeveloDment 19-22+ 1996-20

00htematonalImmunology 1.2rト10一､ 1989-1990htemat
onalJoumalofAn drology 1■12 1978-1989ⅠntematonalJou

mLalofAn drology.SuDDlement 1-2 1978-1978htemaonalJoumalofNeuroscience 21-35.38-64.67-72 1983
-1993htemaonalJoumalofOsteoarchaeolo幻′L 1-10+ 199ト2000

ⅠntematonalJoumalofPrimatology 1-21+ 1980-2000tPP
LNewsletter r1-51.Flo-131.14-22.23(1-2).24-27+ 1974-2000TUCN/SSCPrimateSpecialistGtouDNewsl

etter 1-4 1981-1984JapaneseJotLmalofPhysiology 15.16(2-6),17(1-3,

5-6),18-21,22(2-6).23-28.29(2-4ー30-38 1965-1988Ja1)aneSePsychologicalResearch- 18(4一.19-28.29(2-4一.30(1-2ー 1976-1988JoumaloftheAcousticalSdcietyofAm erica 83-$8,89(1-3,5-6),90(1-3,5-6),91(1-3,5-6),92(1,3-6),93(1-3,5-6),94(1,4-6),95(1-4,6),96(1,3-4,

6),97(ト4,6),98(1,3-4,6),99(1-3,5-6),100(1,3,5-6),101(1-4,6),10

2(I,3-4,6),loョ(I-4,6),104(1,4-6),105(1,3-6),106(ト2,5-6) 1988-1999JoumaloftheAcousticalSocietyofJapanrEト 7(3-6).8-19

1986-1998JournaloftheAm ericanVeterinaryMedical

Association 160-163 1972-1973ThcJou
malofAn imalEcoloだY 39-68.69(1.3-6一十 1970-2000Joum ofAn throDOloだicalReseaICh 29-52

1973-1996Joum ofADDliedPhysioIogy 32-41 1972-1



雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期
間JoumalorBiochem▲istⅣ 63-128 1968-
2000Th､eJoumalofBiologicalChemistry 249-275+ 19

74-2000JoumalorBiomechanics 7-13.14(1-21
.1974-19SlJournaloftheBombayNaturalHistorySoci6ty 58r2-3一､59r1-

2ー 1961-1962JoumalofBoneandJointStqgery.Am ericanVolum e
52-59 1970-1977Jo血rnalofBoneandJointSurgery二BritishVolum

e 52-59 1970-1977JournalofChildLangu
aRe 17-27+ 1990-2000JoumalofCognitiveNcuros

cience ll_12+ 1999-2000JoumalーofComDarativeNeurol

ogY 138-276.27SL 1970-1988JoumalofComp,arativeandPhysiologica

lPsychology 59-96 , 1965-1982JoumalofComDarat
ivePsychology- 97-114+ 1983-2000T

heJoumalofEcology p 58-88+ 1970-2000JournalofEndocrinology 49-67

1971-1975JoumalofEthology 5-7 1987-1989JoumaloftheExDerimentaIAn al
vsisofBehavior 1-67.68r2-3一,69-70 1958-1998JoumalofExpeiiment

alChildPsvchology 51-66.67(2-31.68-71 1991-1998JoumalofExperimentalPsychologyー 37-39,40(1｣2,4-6),41,42(1-2,4-6),43

,45(1-3,5-46.47(1-2.4-6一,48.57-68.79-103 1947-1974JoumalofExperiment

alPsychology:An imalBehaviorPr血esses. 1-26+ 1975-2000Jour
nalofExDeritnentalPsychology:General 104-129+ 1975-2000JotmalofEx

perimentalPsychology.lHum anLearning andMemorv 1-7 1975-1981JoumalofExperimentalPsycholog

y:Hum anPercentionandPerformance 1-22,23(1-5),24-26+ 1975-2000JoumalofEXper血entalPsycho
logy:Learmng,Memory_andComition 8-15,16(I,3-6),17-26+ 198

2-2000TheJournalofGeneralPhysiology 12-22.71-loo.
103-104 1929-1994JoumalofHum anErgolo

gY 1-14.18(2一､20(1一､21 1972-1992JoumalorHum
anEVolution 1-39+ 1972-2000Joumaloflmmtmology 136-137.138(1-41 1986-198

7JoumalofMam malianEvolution 1-7+ 1993-200

0JoumalofMammalogy 52-81+ ･1971-2000J
oumalofMedicalPri'matologY 1-29+ 1972-2000JoumalorM

olecularEvolution 3-51+ 1974-2000JoumalOrNeurochemistⅣ 22-32.33r1-2.4-6一.34-43 19

74-1984JoumalofNeuroDhysiology 29,31-38 1966-1975JoumalofNeuroscienceMethods

1.3-9 1979-1983JoumalorPhysiology 106-144,145

(1,3),146-147,148(1-2),149(1,3),150-489 1947-1995JoumalofReDrOductionandFert
ility 32-120+ 1973-2000JoumalofSDeeChandHearingResearch

34-35.36(1,3-6一.37-38,39r3-6一.40-43+ 1991-2000TheJournaloftheRoyalAn throDOlogicalInstitu
te ト6+ . 1995-2000JournalofTheoreticalB

iolgv 56-69.196-207+ 1976-2000JoumalofTroDi
calEcoloiZY I-15 1985-1999JoumalorVascularResearch 29-37+ 1992-2000

TheJoumalofWildlifeManagement 33-64+ 1969-2

000LaboratorvAn imalCare 20 1970-1970LaboratoryAnimalS
cience 21-49 1971-1999LaboratonrAni

mals 1-28.29(2-4ー30-34+ 1967-2000LaboratoryPrimateNewsletter 4-34.35(1.3-4ー36



雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期
間Mammalia 44-64+ 1980-
2000ManN.S. 3-29 19

68-1994MemoryandCognition 日 9,20(1-5),21-28+
1973-2000MolecularBiologyandEvolution 14(1.3-121.15-

16 1997-1999MolecularBrainResearch 1
.3-16 1986-1992MolecutarEc

otofN 8 1999-1999NationalGeo灯aPhi
c 146-19g+ 1974-2000NaturalHistory 102(3-121.103

-105.106(I-21 1993-1997.Nature 166-167
.169-180.185J409+ 1950-2001NatureGenetics

1-ll.12rト3一.13-27+ 1992-2001NatureNeuroscience 2-3+ 1999-2000

Nature.NewBiology 229-246 197ト1973Nature.PhysicaISciencc 229-246 1971-

1973NeurobiologyofARinだ 15-19 1994-199&NeurobiologYOfLearningandMemorv 63-74
+ 1995-2000Neuroendocrinology

7-50 1971-1989NeuroDharmacolo

gY 25-31 1986-1992NeuroDSYCholoEia I-36 1963-1998Neuroreport 2(1-2,7-8),3(I,7,9-12).3(1,7,9-1

2),4(ト3,5-7,10-12ー 1991-1993Neu
roscience 1-63 1976-1994NeuroscienceAbstracts 2

p 1976-1976NeuroscienceLetters 2-116.118-1
40.142-146 1976-1992NeuroscienceLe

tters.SuDptement I-29 1978-1987NeurosciencepResea
rch 1-32 1984-1998NeuroscienccResearch.SuDDlement

1-14.16.21 1985-1997NeuroscienceResearchCommunications ト5.6rlー 19
87-1990NeuroscienceResearchPro打am Bulletin 9-12.13r1-3一.14r1-2一.15-17

′ 197ト1979NucleicAcidsResearch 19-25.26r2
-24一､27 1991-1999Oikos 2

5-83 1974-1998Oryx 12-13.14r1-4一.15r1-5一
､16r1-3ー 1973-1982Perception 28-29+

1999-2000PerceDtionandPsychoDhysics 19-62+ 1976-2000PerceptualandMotorSkills 28-43 1969-1976PhysicsT∝lay 41(9-12
),42-44,45(ト5,7-12),46-47,48(1-10,12),4
9(1-2,5-12),50(1-2,4-12),51,52r1-10.12一.53.54r1-4一

1988-2001PhysioloだicalPsychology
J 1-14 1973-1986PhysiologicalReviews. 50-69.7

0(1一,76-80+ 1970-2000PhysiologicalZoology
45-53 1972-1980TTLePhysiologist 13-18

.19(1.4一､20.22-23 1970-1980PhvsiologyandBehavior 148.49(1-3ー 1966-199
1PhysiologyandEcologyJapan

18-31+ 1981-1995PrimateConserVation 5-9 1985-1992

PrimateEye 30-57.59-64.66-72+ 1986-2000PrimateNews r5-241 1967-1990PrimateReport 8-58+ 1981-2000Primates 1

_41+ 1957-2000ProceedingsoftheAn stralianPhysiologicalandPharmaco10gicalSocietv 1(1-2),2(1),3(1),4(2),5(ト2),6-12,

13(1),14(2) 1970-1983Pr∝eedingsor仙eNationalAcademyorSciencesortheUnitedStatesorAmerica 14-15,6
5-67,71-79,80(1-13,15-24),81-97+



雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期
間Psychobiology 15-26p 1987-

1998PsychologicalAbstracts 39-62,64-68,69(4｣6一､70 19

65-1983PsychologicalBulletin 38(2-3.5-8一.40-86.87(1-3一.88-126十

1941-2000Psychologic左lReview 17(I-2),54,56(1,3-6),57-59,60(I-2,4-6),62-63.64(3

-61.65-108+PsychonomicBulletinamdReView

1-7+ 1994-2000PsychonomicScience 1-ll.12(14一､13(4-

6一.14-29 1964-1972TheQuarlerlyJoumalofExperimeptalPqchologySecti

onA 43-53+ 1991-2000TheQuarterlyJoWーlalofExperimentalPsychologySe

ctionB 43-53+ 1991-2000RecentLiteratureo

fMammalogv 55-66 1974-1985ReseNChesonPoDulationEcology 8-9 1966-1967

ScienceN.S. 151-291+ 1966-ユoolScienti丘CAm ericanN.S.. 126-151.217(4-

6一､218.219(1-3.6一.220-283+ 1921-2000TheScientificReportsoftheWh alesRes
earchInstitute 1-5,10,16-38 1948

-1987TheScientist 2-3.4(1.141 1988-1990Sou

thwestem JoumalofAn throDOlogy 24-28 1968-1972SovietAn throDOloだyandArcheology 6(41.7-1g 1967-
1979SovietPsychology 6(

3-4一.7-8.9(1-2ー 1968-1971Species ノ 25-29 p 1995-1997Sym posiaoftheZoologicalSocietyofLondon 148,10,13-15,17-18,21,23-24,26,33,4

6,4849.51.60 1960-1988Systemat

icBiology 4ト49+ 1992-2000SystematicZoology 25-

40 1976-1991LaTerreetlavie 30-36.37(I-2138(I-2139-54 1976-1999TrendsiムNeurosciences I-3.4(I-6.8-12),5(1-ll),6(I-7.9-12).7(1-10,12
一.8-10,ll(1-3,5-9,ll-12),12(1-7.9-12一､13(2.4-6.8-12一.14(3ー 1978-1

991VisionResearch 1-39 1961-1999Wildlif

eMonograDhs 19-146+ 1970-2001WildlifeSocietyBulletin I-3.23

-28+ 1973-2000YearbookofPhysicalAn throDOlogy 3-8.10-ll.13-1
5.18-42+ 1947-1999Zeitschrは furMorDhologieundAn thropolo

文ie 59(31.60-82+ 1967-1999ZeitschriRfurSauEe
tierkunde 1-3.4r1-2.4-6一,5-7 1926-1932ZeitschriLtfurTierpsycholoEie I,52-7

0 1937-1985Zeitschrは furVersuchstierkunde 14-20 1

972-1978Zoologic
alSciencc 1-16 1984-1999He蕗pod)H3ITOJlOrM 2ー4.5(2-6一.6-7 19

70-1975(5) 継続図書リスト春 名 所蔵巻号 期 間 請求記号AdvancesinChildDeve

lopmentandBehavior. 1-27+ 1963-2000 159.92ltAAdvancesintheStudyofBehavior 1-28+ 1965-1999

159.929+591.5日AContributionstoPrimatology I-26 1974-1991 599.8

llCEvolutionaryBiology 1-32+ 1967-2000 574/5.78胆ModemQuatemaryResearchinSoutheastAs ia 1-16+ 1975-2000 5

51.79(59)llMNebraskaSytlpOSiumonMotiVation 16-46+ 1968-2000 159.94日N



霊長類研究所図書室利用規定

I.開室時間と体重

1.閲室時間

平日:9時から17時まで｡

2.体重

土曜日､日曜日､国民の祝祭日､年末 ･年

始は体重とする｡

その他の臨時休室は､その都度掲示する｡

ⅠⅠ.閲 覧
1.閲覧者の宍格

1)本研究所の所員｡

2)本研究所の共同利用研究員で､閲覧者カ
ードを提出する者｡

3)1)､2)以外の､京都大学に所属する者で､
所属図番施設の紹介のある者｡

4)本研究所教職員の紹介のある者｡
2.閲 覧

1)閲覧者は図番室内で図番(単行本､雑誌､
その他の資料)を自由に由覧できる｡

2)閲覧後の図番は必ずもとの場所にもどすo

ⅠⅠⅠ.貸出および返却

1.Ⅱの1の1)及び2)の該当者は､下記に従い
図書を借用できる｡すべての借用資料は､

原則として所外に持ち出すことはできない｡

1)借用貿料の種類と借用方法
･a.単行本

(1)単行本は1カ月間借用できる｡

(2)借用時には､ブックカードおよび代本
版用紙に必要事項を記入する｡ブックカードは所定の箱に入れ､代木版用紙

は代本版の背に挿入して､苔架上の本

のあった位置に置く｡

b.製本雑誌

●(1)製本雑誌は3日間借用できる｡

(2)借用方法は単行本に準じる｡
C.未製本雑誌

(1)未製本の雑誌は15時から翌朝 10時ま
での間に限り借用できる｡

(2)借用時には貸出カードに必要事項を記
入する｡

d.別刷

･(1)別刷は閑室時間中に図台室内でのみ利

(2)利用後は､返却台の箱に返却する｡
C.他機関からの借用宍料

(1)他機関からの借用只料は､開室時間中
の図書室内での利用に限る｡

(2)利用後は図台係員に返却する｡

2)参考図番その他禁帯出扱いの図掛 ま貸出
さない｡

3)借用中の文科を転貸してはならない｡

4)再手続きをすることにより貸出期限の延
長ができる｡ただし､他に借用希望者があ

る時は､そちらを優先する｡

5)借用後の図番は返却台に返却する｡
2.Ⅱの1の3)の該当者は､所属の図番施設

を通じて借用を依頼することができる｡借

用史料は単行本のみで､所属図缶施設内で

の利用に限る｡

借用期限は2週間とするが､本研究所所員

からの要諦があった場合には､借用期限内

であっても､速やかに返却することとす

る｡

ⅠV.総点検および長期貸出
1.毎年1回図番の総点検を行う｡この時は､

貸出期限内外を問わず､すべての図否を返

却する｡

2.総点検期間中､原則として図む室は体重と

する｡

3.図番委員会により研究室等への備え付け

が認められた時は､長期貸出扱いとする｡

長期貸出期間は1年で､長期貸出扱いの更

新は総点検時に行う｡

Ⅴ.その他
1.資料を紛失したり汚損した場合は､代本ま

たは相当の代金で補わなければならない｡

2.借用賃料を期日までに返却しなかった場

合､以後の貸出を一定期間停止されること

がある｡

3.古座および閲覧室内は禁煙とする｡

(昭和51年制定
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4.資 料

霊長類研究所の所蔵する資料は､骨格標本､化石模型､液浸標本などからなる｡これらの

資料時､基本的にすべて公開されており､多くはデータベース化されている｡資料委員会の許

可のもと､使用希望者に提供され､貸し出しも行っているム他機関所蔵の資料との交換もして

いる｡

(1)霊長類骨格資料 (表1)

現在､登録された標本は､_別表のように､d346体にのぼる｡その半数以上甲マカク類を中＼

心とした旧世界ザルである｡新世界ザルの標本は､約 1400体ある｡類人猿およびツパイを含む

原猿頬の標本は､それぞれ数十点ずつである.

(2)霊長類以外の骨格標本 (表2) 1

霊長類以外の骨格標本は､木部分が晴乳類である｡特にタヌキ､キツネ､ツキノワグマ､

テン､イタチ､イノシシ､シカ､カモシカなどの日本産嘱乳類を多く所蔵している｡日本産の

野生動物が減少している現在､これらの資料は貴重なものとなっている｡

骨格標本はすべて､研究所新棟4階と本館地下の骨格資料室の移動式標本架に保管されて

いる｡種ごとに分けられ､種のなか:Cは標本番号の順に棚に並べられている｡使用希望者は資

料室に設置されたコンピューター上で骨格標本データベースを検索することができる｡データ

ベースで利用できる情報は､標本番号､種番号､属名､種名､登録日､性別､体重､座高､前

胴長などである｡

(3)化石模型標本

.化石人類､化石霊長類の模型標本は新棟4階の展示室に保管している｡そのうち代表的な

化石の模型は研究所見学者むけに公開している｡これらは比較研究用の資料として所外の研究

者にも利用されており､データベースによって化石模型の分類名､産地､部位などは､検索す

ることができる｡

(4)その他の標本

液浸標本数百点､被毛標本数十点が保管されている｡液浸標本は､共同利用研究者なとを

対象に､研究や教育の資料として提供されている｡これらについても､データベース化が進行

中である｡

このように本研究所の骨格資料は電子データベース化され､国内外の研究者に有効に利用

されている｡資料委員会は､新しい標本の作製 ･受け入れもおこなっており､毎年約300体の

霊長類標本が追加されている｡資料の一層の充実のため､野外調査などの際に､霊長類および

その他の標本の採集にご協力をいただきたい｡

本研究所資料室で登録 ･保管する他､デ∵夕のみの登録も受け付けています｡霊長類研究

所資料委員会 (委員長 毛利俊雄)までご連絡ください｡

(文責 :本郷一美)
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2000年度 (平成12年度)所蔵骨格資料

表 1 霊長類骨格宍料

和名 学名 標本数 和名 学名 標本数
頬入城 Hominoidea 75新世界ザル Cebotdea .1

409リスザル屈 JSaE'mE't.iscl'ureLLS

. 985ヨザル屈 ôtusLrt'vL'rgat
ZLS 54ティティ屈 CaLt,.cebzLS

SPP. 49ホエザル屈 t̂oMtt
aSPP. 48クモザル屈 Ate

Lesspp. 7ウ- リークモザル屈 Brackyte
tesspp.. 3ウ- リーモンキー屈 Lagot

hrLrspp. 16オマキザル屈

Cebusspp. 81サキ屈 PL't
hecL'aSPp. 13ウアカリ屈 C
acajaocatvw 1ゲルデイモンキー屈 CaL
timicogoetdL' 1ピグミーマ-モセット属 Ce
buettaLygmaeuS 6マ-モセット属

CalZiEhrLrspp. 54タマリ

ン属 Sagut'nusspp. 85ライオンタマ リン屈 Leont
opELhecusrosat.'a 6原猿類(含ツパイ)Pros

imii&Tupaia 61総 計 6971

テナガザル属 Hytobatesspp. 50
チンパンジー屈 Pantrogtbdytes

22ゴリラ屈 Gorl'ltagon'tta
2オランウータン屈 PongofD,gmaeLLS
1旧世界ザル Cercopithec

oidea 5426マカク屈 Macacaspp.

3768ラング-)i,屈 Presb

ytL'SSpP. 176コロブス屈 Colobussp

p. 362コバナテングザル属simL'aSCOT

ZCOtOr 132グエノン屈 Cercopl'
thecusspp. 558パタス屈 ETyLhrocebELSPataS 1

5マンガベイ屈 Cercocebusspp.

15･ヒヒ屈 Pq
piospp. 383マン

ドリル屈 Mandrillusspp. 17衷2 その他の

骨格資料和名 等名 標本数 和名 学名 標本数食肉目 Cam

iVora 911ウサギ目 hgomorpha 10イヌ科 Canidae 552 ウサギ科 Leporidae 9ネコ科 Feli血e 23クマ科 Ursidae 132アライグマ科 ∴ProcyonidaC 4
イタチ科 Mustelidae 18

0ジャコウネコ科 Viverridae 19 ナキウサギ科 Oc

hotonidae l食虫目 Ins

ectivora lモグラ科 Talpi血e

l有袋目 Marsupialia 4オポッサム科 Didelphi血e 2

不明 1 ウォンバット科 vombatidaC 1奇蹄目 Perissodac

tyla 8 クスクス科 phalangeridae 1ウマ

科 Equieae 6バク科 . Tapiddae 2貧歯目 Edent

ata 2フ夕ユビナマケモノ科. Megalonychidae _2偶蹄目 Ahiodactyla 346長鼻目 proboscidae lウシ科 Bo

vidae .50シカ科 Cervida

e 35イノシシ科 Suidae 25

7ペッカリー科 TayaSSuid
ae 3不明 1クジ

ラ目 Ceta∝a 9マイルカ科 Delphinidae 9

鰭足目 pinnipedia

12アシカ科 otariid

ae 12晴乳労相十 1370げ

っ歯日 CamiVora 66 佃虫斯 4魚

叛 . 1総 計 1375ネズミ科 Muridae 20リス科 Sciuridae 33
テンジクネズミ科 caviidae 3

ヌー トリア科 Myocastoridae

1ヤ



5.サル類飼育頭数 ･動態

2000年度(平成12年度)未 飼育頭数

種 名 頭 数

オ オ ガ ラ ..ゴ

一1コ モ ン マ - モ セ ッ ト

31ワ 夕 ポ ウ シ タ マ リ ン 25

ヨ ザ ル 14

リ ス ザp ル 6

フ サ ′オ マ キ ザ ル 1

9ケ ナ ガ.ク モ

ザ ル 1ミ .ド リ ザ ル 4ミトアリサ○ル×八〇タス

サ○ル ■2ニ ホ ン .ザ ル

382ア カ ゲ ノザ ル 208 種名

頭 数タ イ ワ .

ン ザ ル 13ブ

タ .オ ザ ル 2ベこ
ガ オ ザ ル 1ボ ン ネ ッ ト ザ ル

9カ.ニ ク イ ザ

ル 45ス ラ ウ ニ

シ マ カ ク 1マ ン ト ヒ ヒ 8

シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2ア ジ ル テ ナ ガ ザ

ル 4チ ン パ ン ~ジ ー 13

合 計 ､ 7912000年度 (平成12年度)サル類動態表区 分種 名 増加 減 .少 (死亡など)-出産 兵･験殺 ∴事ー故一死 呼吸器系疾患 p消化器系疾息

代謝器系.疾忠 感染症 ･外傷死 その･他の症忠 . 剖一検不舵等 不明コモンマ-モセットワタポウ.シ夕マリンリ ス ザ ルフ サ オマ キ ザ■ルパ タ ス ザ ■ル

ニ ホ ン ザ ル 76°1242 6113 /3 13 p51 1 141 31115

5 1ア カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン ザ ルカ ニ ク ィ.ザ ルマ ン

ト ヒ ヒチ ン パ ン ジ ー 37151･3 175

■1 1.1 2

小 計 1



6.人事異動

所 属 ･職 名 異 動 内 容
備 考.氏 名

年 月 日(採用等)暮センター 客員教授 M.A.Huffznan 2000/4/1

採 用 外国人研究員社会桐造(退職等)器官調節 助 手助 手 杉浦 秀樹大蔵 聡 2000′8/120W/10/1 採 用転 出 附属ニホンザル野外統察施設講師(中核的研究機関研究員)より J農林水産省畜産試験場へダブリン大学 トリニティカレッジ研究員へ社会構造 教 授 ･加納 隆至 2001/3/31 ~停 年生態機構 助■手 松村 秀一 2001′3/31 辞

職 書センター :人類進化モデル研究センター7

.海外渡航所 属 職 名 氏 名 種 別 期 間 日的国 目 p的系統発生形態進化センタ一迫伝子情報 助 .チ助教授客員 高井正成前田 講MA 研修研修研修出張 200α4/ll

アメリカ合衆国アメリカ合衆国

フランス､ アメリカ形質人類学会出侍発表ならびに～4/2

2 研究適格2∝氾/4/26 マカクの骨成熟 .体組成年齢変化研究ならびに

～5/? 研究打ち合や200/5/9 ｢第4回ヨーロッパ民族生薬コロキアム｣教授助 手 Hufhan中村 .伸 ～5/232∝)α5/ll～5/222∝氾/5/19 ケニアオーストラリア 及

び ｢薬用植物 .伝統医薬 .アフリカ地域｣学会出席発表ならびに研究連絡第4回 日豪薬剤シンポジウムへの出席 .発表認知学習社会構造退伝子情報 助 干助琴授教 授 中村克樹大洋秀行竹中 修 出張出張研修 アメリカ合衆国力メ

ル-ン､ ー●Brain,Vision,MembryfortheM

illenium"会誌∵5r23

への参加200α6/6 アフリカ熱帯如 こおける丑長類の生態的適応～6/28

フランス､チャド 研究200α6/7～6/122CKX)/6/ll ドイツ シンポジウム ｢チンパンジーの分子変異｣出席思考言語認知学習社会構造生態機構 教 授助 手教 授教 授 松沢哲郎中村克樹加納隆至上原虫男 出張出張研修研修 ドイツアメリカ合衆国ドイツドイツ 国際ワークショッ

プ ｢チンパンジーとボノボに

～6/15 おける行動の多様性｣に出席2000/6/ll HI3M20m学会への参加､

発表および研究打ち～6/18 合わせ200α6/ll ｢チンパンジー及びボノボの

行動多様性の～6/19 シンポジウム｣学会出府2M /6/ll ｢チンパンジー及びボノボゐ行動多

様性の～6/19 シンポジウム｣学会出席センター社会構造 客貝 M.A 研修出張 ユo∝)/〟ll ドイツインドネシア ｢チンパンジー及びボノボの行動多様性の教授

Hufhan ～6/23 シンポジウム｣学会出席発表ならびに研究連絡

助 手



所 属 職 名 氏 名 種 別 期 間 1日的

国 目 的遺伝子情報形態進化系統発生 ■教 授教 由助 手助教授教 授助教授助教授助 手 竹中 修片山一道高井正成 研修出張出由 200α6/19 インドネシア､ 熱帯生物の多様性

に関する研究打ち合せ及び～6/28

タイ王国 学位審査員会出席 .2000/7/I-一一7/23連合王国､.スウエ-デシ 古人骨および動

物遺物の総合台帳を整備作成する研究200W7/ll～8/22200αγ14 アメリカ合衆国､コロン

ビアカメルーン､ 霊長類化石発掘調査 p社会構造遺伝子情報生態機構認知学習退伝子情報 大帝秀行竹中 修森 明雄正高信男洩岡一雄 出張由修出張出張出張 アナリカ熟帯林における霊長類の生

態的適応～9/3フラン不､チャド 研究200αγ18 大韓民国 .

サウジアラビア､国瞭セミナー ｢退伝的変異をもったサルのプリ

～7/21 -デイングコロニーの設立｣参加及び研究連絡

200α7/19 ヒヒ頬の社会構造の

変異に関する生態学的 .～9/17 エチオピア 遺伝学的研究 ~

2000/7/21 スウ羊-デン､ 国際心理学会のシンポジウ

ムでの発表と～7/29 I:)レコ イスタンプ-ル大学での研究打ち合わせ2

00α7/23･～γ2620m/7/23 韓国 環境物質による生物影響の研究打ち合わせ思考言語 p野外施設 教 授助教授

松沢哲郎波退邦夫 出張出張 女ウニ-デン､!第27回国際心理学会における招待講演ならびに～7/3120W/7/29r～声/7200αγ30～8/ll2CKX)/7/30 ド

イツインドネシア ウイルへルマ動物園におけるゴリラとボノボの行動発達研究ス

ラウエシ .マカクの種間雑種調査生態機構 野 手 松村秀一 出張 インドネシア ジャワ島における色盲ザルの研究 .行動発現

迫伝子情報 教 授戟 撹 三上章允竹中 修 出張出張 インドネシアインドネシア 色盲ザルの行動学的 .生理学的研究および～8/ll 研究打ち合わせ2C

KX)/7/30～8/ll200α7/30～8/ll20W/8n～8/13200α8/7 色盲ザルの捕獲調査および研究打ち合わせセンター 助 手

後藤俊二 出張 インドネシア_ 色盲ザルの捕獲調査および研究打ち合わせ迫伝子情報 助 手 浅岡一雄 研修

連合王国 環境に関する遺伝子の研究形態進化系統発生 教 授教 授 片山一道茂原信生 出張出張 ニュージーランド､ ｢ラビ夕人からポリネシア人への変容過程を～9/1 トンガ 探る先史学的研究｣に関わる現地調査2m /8

/15 _～8/252∝り/8/18～9β0200α8/20 中国 , 中国古代追跡出土のMacaca屈の調査系統発生 助義援 相見 満 出張

アメリカ合衆国 霊長類頭骨資料の収

集 r生態機構思考言語 .社会構準 也 辛敬 .撹教 授 松村秀一松沢哲郎加納隆至 出張出張出張 インドネシア､ マカ

クザルの社会行動および採食行動の～ll/25 ベ トナム



所 属 職 名 氏 名 種 別 期 間 日的国

目 的̀センター 客貝教授教 授助 手助教痩教 授教 授助 手教 授 M.AーHdhan 研修 2M /8r28～lO/3連合王国､タンザニア､ケニア忠長類自己治療行

動研究に関する野外調査 p退伝子情報センター 竹中 修鈴木樹理 研修出張 200α9/16 インドネシア､

日本学術振興会拠点大学方式にかかる～9/22 タイ

王国 インドネシア委員会出席及び研兎連絡2CNX)/9/16J.～9/252∝り/9/19～9r242α)α9/25～12r72W /10/8 タ

イ王国 カニクイザルの加齢現象に関する共同研究形態進化 添田 穣 出張

タイ王国 カニクイザルの身体形態 .組成に関する研究生態機構 上原政男

出張 タンザニア 寸^t/に生息するチンパンジーの生態学的研究迫伝子晒報退伝子情報系統発生 竹中 修中村 伸茂原信生 研修由張出張 タイ王国 一オーストラリアアメリカ合衆国 生

物多様性研究のための国際シンポジウム～10/ll 出席及

び研究連絡20W/1

0/12 第17回国際アレルギー学会での発表および～lW21 討論参加200α10/15.～10r242000/10/16～lq/19200/10/17～ll/152M /10/17～l

l/152M /10/31-12/1200Wll/3 新世界ザルを含む英独類

化石の研究遺伝子情報 教 授 竹中 修 研鹿 大韓民国 国際シンポジウム発表及び研究連絡集団遺伝 助教授 川本 芳 出張 ブータン､インド､

タイ王国ブータン､インド､タイ王国サウジアラビア､エリト

リアアメリカ合衆国韓国 プ-タンの野生霊長新調益系統発生 助教授 相見 満 出張 ブータンの野生霊長

類羽立集団退伝 非常助研究員教 授助 手助 手教 授助 手客員 山根明弘 出張

ヒヒ類の捕獲および血液採袋 .行動統察行動発現系統発生 三上章允本郷-美 出張出張 第30回北米神経科学大会参加並びに関連学術～ll/122∝り/

ll/6～ll/14200Wll/6 情報の収集､脳研究の基坦となるサル斑飼育法などについての情報収央追跡出土資料の計測と分析用試料の採取社会

構造集団遺伝迫伝子情報 鈴木 晃庄武孝義浅岡一雄 出張出張出張 インドネシアサウ

ジアラビア､束カリマンタン州のオランウ-タンの生態学的～ll/25 研究2∝巾/ll/ll ヒヒ頬の社会構
造の変異に関する生態学的 .～1γ2 エリトリア 遺伝学的研究

200Wll/llT12/9200Wll/12 インドネシア カニクイザルの環境調査センター M.A. 研修 アメリカ合衆国 シンポジウム ｢動物の社会学習と伝統社会｣

教授助 手助 手助教授 Huffr

nan ～ll/27 出席及び研究連絡系統発生 本郷一美 出張 2∝X)/12/ll トルコ共和国
新石器時代追跡と動物迫存体の分析と来年度の～12r25 調査

についての協は形態進化 図校 丑 出張 2∝巾/12/19



所 属 職 名 氏 ■名 種 別 期 間 目的

国 目 的社会構造器官調節 助教授助 手 大洋秀行清水慶子 出張由張 200α12ノ28 オース トラリアオ-ス トテリア 第18回国際霊長

類学会大会での発表および～2001/1/142001/1/5～1/142(氾1/1/6;-1/132∞1/1/6 霊長類の成長 .性的発達に関する資料収放 .研究連絡第18回国際

霊長類学会大会への出席 .発表思考言語 助教授 友永雅己 出張 オース トラリ

ア 第18回国際霊長類学会大会への出席野外施設迫伝子情報 甲 手教 授 室山泰之竹中 修 出張研修 オース トラリアオース ト

ラリア 第18回国瞭霊長類学会大会での発表および～1/142(氾1/1/6～1/142001/1/7 L 霊長類における行動生態

の地域変質に関する資料収集第18回国際霊長類学会出席迫伝子情報野外施設形態進化センター 助 手助教授教 授助 手 中村 伸渡遁邦夫片山一道鈴木樹理 研修出張出由出張 フイリ∴ピンインドネ

シアニューカレドニア､カニク

イザルの血栓症モデルに関する研究～1/ll 打ち合せ

2001/1/9 スラウニシ .マカクの種間雑種

個休の繁殖異常～3/9 と狭い交雑帯の形成機構についての

現地調査2001/1/23 ｢ラピタ人からポリネシア人への変容過程を-3f72(氾1/1/30～γ72001/2/1～2/ll2001/2/1～3/?2CK)1/2/3

～2/52001/2/4

ニュージ⊥ランド､探る先史学的研究｣のための現地および

サモア 海域調査タイ王国 内分泌振乱物質に関す

る研究のための予備調査系統発生 教 授 茂原信生 出張 ミャンマー 化石発掘調査及び比

較標本調査系統発生 助 手 高井正成 出~由 ミャ

ンマー､インドタイ王国 化石発掘調査及び比較療本調査遺伝子情報 教 授 竹中 修 研嘩 生物多様性に関する研究連絡認知学習センタ丁迫伝子情報 助 手助 手助 .チ 中村克樹後藤俊二洩岡

一雄 出張出張出張 キユ⊥バインドネシアインドネシア､タイ王国､韓国インドネーシア ｢国隙ヒト脳マッピング会議｣において

研究～2/ll2(氾1/2/20 成果の発表およびヒト脳の記憶に関する研究打ち合わせスラウエシ .マカクの種間雑種個体につい

ての～3/9 現地調査2∝)1/2/20～3/

192001/2/27～3/82001/3/2 カニクイザルの環境調査社会構造 助 手 鈴木 晃 出張 オランウータンの生態学的調査と研究連絡行動発現迫伝子情報野外施設追伝子情報 # *教 授助 手教 授 三上孝允竹中 修室山泰之竹中 修 由張出張研修出張 インドネシアインドネシアインド∴タイ王国 色盲ザルの行動学的 .生理学的研究および～3/8 研究

打ち合わせ200

1/3/4 インドネシアにおける類人猿研究に関する～3/8

研究連絡2(氾1/3/17p 国際ワークショップ ｢



･8.非常勤講師 (氏名:講義題目:日時)

(笠)川島 隆太 (東北大学医学部附属嫡院 講師)

｢非佼班的脳機能画像による脳機能マッピングー韮碇と応用-｣
2000年 10月 16日 (刀)-2000年 10月 17日 (火)

(哩)藤田 一郎 (大阪大学大学院基礎工学研究科 教授)

｢神経生理学｣
2000年9月28日 (木)-2000年9月29日 (金)

(哩)前畑 尚之 (総合研究大学院大学先導科学研究科 敦授)

｢典間道伝学｣
2000年 11月 16日 (木)～2000年 11月 17日 (金)

(哩)矢原 徹- (九州大学大学院理学研究院 政授)

｢有性生殖と生物多様性一進化生物学と保全生物学のインターフェース｣

2000年 12月5日 (火)-2000年 12月6日 (水)･

9.リサーチ ･アシスタント(R･A)

(氏名:採用期間)

上野 有理 :2000年5月1日～2001年3月31日

海野 俊平 :2000年5月1日～2001年3月31日

郷 康広 :2000年 5月!日～2001年 3月31日

下岡ゆき子 :2000年5月1日～2001年3月31日

竹元 博幸 :2000年5月1日-2001年3月31日

西村 剛 :2000年 5月

松原 幹 :2000年5月

田代 靖子 :2000年5月

栗田 博之 :2000年5月

10.

(氏名 :採用期間)

打越万喜子 :2000年5月

森 琢磨 :2000年5月

山下 大輔 :2000年5月

1日～2001年 3月31日

1日～2001年3月31日

1日～2000年7月31日

1日～2000年11月30日

テ ィ ー チ ン グ ･ア シ ス タ ン ト (T･A)

1日-2001年3月31日

1日-2001年3月31日

1日-2001年3月31日

ティ｢ナング ･アシスタント (全学共通科目に係るもの)

柏原 将 :2000年7月

椎田 絵皿 :2000年7月

独渡 正則 :2000年7月

近藤 彩 :2000年7月

山本亜由美 :2000年7月

1日-2000年8月31日

1日-2000年8月31日

1日-2000年8月31日

1日-2000年9月30日

1日-2000年9月30日
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12.広報活動

例年広報委月会では､下記の3行中および年報出版､ホームページ公開等により研究所の紹

介を行っている｡研究所への見学等は例年通 り随時受け入れた｡

(1)夏期セミナー (第12回)
夏期セミナーは霊長規研究所が､全国の大学の学部学生､主として 3,4回生を対象として

開催 している自主的セミナーである｡研究所が行っている研究やその研究分野を各部門､センタ

ー､施設の教官がテキス トを用意 して紹介した.また将来霊長類の研究を希望する学生との懇談

も行った｡参加者は60名｡

夏期セミ'+-プログラム 2000年 7月27.日.(木)～29日 (土)

7月27日 (木) <講 師/担当者>

10:00･-10:10 所長挨拶 ･ガイダンス

10:10-ll:10 霊長類研究所紹介ビデオ上映

日:20-12:00 進化系統研究部門

集団迫伝分野

13:20-14:00 形態進化分野

14:00-14:40 系統発生分野

15:00-15:40 分子生理研究部門

器官調節分野

15:40-16:20 遺伝子情報分野

16:30-18:00 所内見学 (45分×2ヶ所)

18:30- 懇親会

7月28日 (金)

9:50-10:30 社会生態研究部門

生態機構分野

10:30-11:10 社会構造分野

ll:20-12:00 ニホンザル野外観察施設

13:00-13:40 人類進化モデル研究センター

13:40-14:20 行動神経研究部門

′ 思考言語分野

14:40-15:20 認知学習分野

15:20-16:00 行動発現分野

16:10-17:00 質疑応答

川本 芳

片山｢道

本郷一美

目片文夫 ･大蔵 聡

平井啓久 ･浅岡一雄

松村秀一

加納隆至

室山泰之

後藤俊二

友永雅己

小嶋韓三

三上!Tt允

講師全員

7月29日 (土) 受験予定者のための懇談会

9:45-10:00 生物科学ifI攻霊長規学系のガイダンス

平井啓久 (世話役)

10:00-ll:00 各分科教官との懇談会 (1)

ll:10-12:10 各分科致官との懇談会 (2)
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なお参加学生には参考図書として下記のものをあらかじめ推薦しておいた｡

京都大学霊長類研究所編 ｢サル学なんでも小事典｣講談社ブルーバックス､800円｡

西田利貞 ･上原重男編 ｢霊長類学を学ぶ人のために｣世界思想社､2,400円｡

イミダス特別編集 ｢人類の起源｣集英社､1,350円｡

(2)公開講座 (第16回)
公開講座は当研究所を中心とした霊長類の研究を広 く一般の人々に分かりやすく紹介する

ためのもので､毎年開催される公的な行事である｡幅広い年齢､職業の人々が参加し､2日間に

わたって熱心に講義､実習に取 り組んだ｡参加者75名｡

公開講座 ｢霊長類の進化｣

プログラム 2000年12年8月24日 (木)～25(金)

講 義

8月24日 (木)

10:00-12:00｢霊長類の進化とDNA｣ 竹中 修

13:00-15:00｢脳の規則性と無秩序性｣ 三上章允

8月25日 (金)

10:00-12:00｢アラビア半島のマントヒヒ｣ 庄武孝義

13:00-15:00｢オランウータンの社会構造の研究と保護の現状｣ 鈴木 晃

実 習

8月24日 (木)～25日 (金) 15:00-17:00

形態 ･骨学実習

心理学実習

サルの野外行動観察実習

退伝学実習

高井正成

友永雅己 ･田中正之

波速邦夫

川本 芳

(3)市民公開
市民公開は研究所周辺の住民に研究所を紹介し､研究所の活動に理解を得るため実施 してい

る｡研究所周辺を主対象にはしているが､本年度は市内各地､周辺市町村からの募集も行った｡

参加人月66名｡

10月22日 (日) 12:50-15:30

13:10-13:15

13:15､13:20

13:20-14:10

14:20-15:30

総合案内. 森 明雄

挨拶 所長 小嶋群三

講演 平井啓久

｢サルの染色体は何本?一染色体が語るサルとヒトの特性-｣
所内見学 (サル放飼場等)

所内見学では､チンパンジー野外運動場､ニホンザル放飼場､資料室の3ヶ所を巡って､広

報委員が説明を行った｡
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(4)ホームページ
広報委員会と情報システム整備委員会により霊長類研究所のホームページが開設されてい

る｡本年皮は､年報や自己点検報告啓も掲載 した｡

ア ドレスはhttp:〟www.pri.kyoto-U.ac.jp/indexj.htmlである｡

(5)研究所見学者
2000年

I1..1rHu
I..■ー■H一
IH■thH一

金

木

火

lHHはLHU
IHHq川U
IHuLH-

目

口
日
日

1

7

n7

2

2

月

月

月

4

4

5

5月11日 (木)

6月 5日 (月)

6月26日 (月)

8月 3日 (木)- 4日 (金)

犬山公共職紫安定所､約 40名o

犬山市立城東小学校 4年､66名｡

宮城敦育大学附属中学校 3年､4名｡

｢総合学習一犬山市の町づ くり｣に伴う施設見学

犬山市立東部中学校 1年､30名｡

犬山市にある施設とその役割や内容を知ろうとする郷土学習

の一環として､霊長研で行われていることを知 り､サルにつ

いての理解を深める｡

犬山市立大山中学校 1年 5人｡

｢犬山郷土学習｣の一環として､環境問題と研究所をPP.解する｡

犬山市立城東中学校職員､30名｡職員の研修の一環として｡

京都大学農学研究科地域環境科学専攻生物生産工学講座､教官

約 4名,大学院生 12名｡施設利用と所内見学｡

8月 8日 (火)～ 9日 (水)中央大学山口真美先生､学生を連れて研究所の見学､27名｡

9月 11日 (月)～12日 (火)東京大学教養学部長谷川寿一教授､生命･認知科学科実習､23名.

9月28日 (木) 名古屋市母子施設連盟､約 20人｡

11月 1日 (水) 尾西北地区生物地学研究会､愛知県高校理科教員､約 20名｡

11月 14日 (火) 南山中学校 2年生､7人｡課外学習｡

12月22日 (金) 椙山女学園大学人間関係学部､教官 2名､学生 13名｡

広報委員会

森 明雄 ･本郷一美 ･中村克樹 ･脇田真情 ･大蔵 聡 (2000年 10月転出) ･石田茂光 (庶務掛

良)･鈴木賀寿子 (研究支援推進員)

(文末 :森 明雄)
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