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84人・日

75人・日

154人・日

66人・日

78人・日

85人・日

36人・日

56人・日

44人・日

延

延

延

延

延

延

延

延

延

5/21-5/26 

6/20-6/24 

7/3-7/9 

7/18-7/23 

7/23-7/28 

7/30-8/3 

8/3-8/4 

8/30-9/2 

9/3-9/6 

奈良女子大学理学部生物科学臨海実習II

和歌山大学教育学部生物学臨海実習(動物)

大阪市立大学理学部臨海実習

大阪教育大学教育学部教員養成課程臨海実習

大阪大学理学部生物学臨海実習

京都教育大学生物学夏期実習II

放送大学京都学習センター臨海実習

滋賀県立大学環境科学部自然環境特別実習ト日

滋賀大学教育学部臨海実習

延 498人・日

延 91人・日

延 582人・日

延 210人・日

延 87人・日

延 1468人・日

9件

l件

8件

2件

2件

22件

*前年度末に実施

京都大学

公開臨海実習

他大学園立

公立

私立

(計)

(総計)

0公開臨海実習(学部生対象)は「無脊椎動物系統分類学」と題して実施し、横浜国立大学・信州

大学・大阪大学・奈良女子大学・山口大学からの学生13名が受講した。

研究会・来訪研究者

下記の研究会が開催された。

or第13回瀬戸海洋生物学セミナ 」

話題提供:Andrey. V. Adrianovσar East Branch of Russian Academy of Sciences) "Excretory system 

ofpe阻 utworms" (5月9日)

3. 

or第14回瀬戸海洋生物学セミナー」

話題提供:疋田努(京都大・院理・動物) H トカゲ属の種分化と生物地理"

倉谷滋(岡山大ー理・生物) "脊椎動物の顎の進化:遺伝子は相向性について何を教えてく

れるか ?H

清水健太郎(京都大・院理・植物) "生殖隔離と形態進化一分子遺伝学のモデ、ル植物シロイ

ヌナズナとその近縁種を用いた解析ーへ (5月15日)

or第15回瀬戸海洋生物学セミナ-J

話題提供:Albrecht Fischer (Insti出向rZoologie， Universitat Mai回)"Benthic life and pelagic 

reproduction: Li免 cyclesand reproductive biology of epitokous polychaetes" (10月4日)

(前巻の訂正)

第14巻において、下記のセミナーの記録が抜けていた。この追加に伴い、前巻における「第8

~第 11回」瀬戸海洋学セミナーを、それぞれ「第9~第12回」に訂正する。

or第8回瀬戸海洋生物学セミナー」

話題提供:Andy Gooday (Southampton Oceanography Centre， University of Southampton) "Natural 

histOIγof the deep-sea foram出iferans" (平成12年3月23日)
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来訪研究者は次の通りで、あった。

0平成13年度(2001年4月1日一2002年3月31日)

学内

(内外国人

他国立大学

(内外国人

公立大学

(内外国人

私立大学

(内外国人

公立研究所・博物館

(内外国人

圏内その他

(内外国人

小計

(内外国人

圏外

合計

氏 名 (所属)

安部倉完 (京都大理)

鯵坂哲朗 (京都大農)

赤谷共慶 (千葉大理)

秋山 繭 (近畿大農)

乾風 登 (御坊市)

荒谷 忠 (京都大理)

有国 恵美子 (千葉大理)

朝井孝恵 (近畿大農)

浅野 彩 (近畿大農)

足羽 寛 (京都大理)

別府理英子 (広島大生物圏科学)

別所健太郎 (広島大生物圏科学)

Buchholz， F. (BAH. AWI，ドイツ)

42名

0名

76名

3名

10名

0名

55名

0名

11名

1名

37名

0名

231名

4名

17名

248名

壇辻正剛 (京都大総合情報メディアセ)

土永浩史 (和歌山県立南紀高)

土井崇史 (滋賀県立大環境科学)

Fisher， A. (U凶v.Mainz，ドイツ)

Gooday， Andy (Southampton Oceanogrョphic
Centre，英国)

Grygier， Mark J. (滋賀県立琵琶湖博，米国)

演崎友理 (近畿大農)

原本真二 (富山大理)

370日

0日)

531日

118日)

45日

0日)

106日

0日)

34日

4日)

97日

0日)

1183日

123日)

78日

1261日

氏 名 (所属)

春原千春 (千葉大理)

春田泰宏 (京都大地質)

服部 』74・ (近畿大農)

羽谷啓造 (京都大農亜熱帯植物実)

日 比 野 浩 平 (側関西総合環境センター)

疋田 努 (京都大理)

樋上照男 (信州大理)

広瀬正紀 (和歌山大教育)

Hong， Zhou (Univ. Hong Kong，中国)

洞真理子 (広島大生物圏科学)

堀 智孝 (京都大人間環境)

堀内暴理 (大阪大理)

星 元紀 (慶謄義塾大理工)

細井戸法子 (近畿大農)

細谷和海 (近畿大農)

藤林冴子 (愛媛大理)

藤田朝彦 (近畿大農)

福井康雄 (大阪芸術大短期大)

福本敬夫 (大阪大理)

福島丈司 (京都大情報)

古橋 潔 (滋賀大教育)

古屋秀隆 (大阪大理)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)

Hus凶， Askab (LIPI，インドネシア) 紀本岳志 ( (財)海洋化学研)

池西厚之 (大阪市立大理) 金城健太 (近畿大農)

生田亨介 (大阪教育大理) 岸田拓土 (京都大理)

今原幸光 (和歌山県立自然博) 北村淳一 (京都大理)

今井一郎 (京都大農) 北村佳之 (近畿大農)

今村達紀 (愛媛大理) 小林博文 (京都大理)

今岡 亨 (白浜町) 小林直正 (京都市)

稲葉公一 (大阪千代田短期大) 小林 徹 (近畿大農)

稲葉 巧 (広島大生物園科学) 古賀庸憲 (和歌山大教育)

伊勢優史 (東京大理) 小嶋瑞穂 (愛媛大理)

石田 惣 (京都大理) 小松美英子 (富山大理)

石原美穂 (奈良女子大理) 米本憲市 (和歌山県立南紀高)

石井照久 (秋田大教文) 小宮 透 (大阪市立大理)

石川正樹 (神戸大自然科学) 近 雅博 (滋賀県立大環境科学)

Ismail， Asmida (Univ. Kebangsaan Malaysia， マレ 近藤準一 (京都大理)

ーシア) 小西 繭 (信州大工)

糸乗 前 (滋賀大教育) 小山裕子 (白浜町立白浜中)

伊藤潤二 (近畿大農) 久保喜計 (近畿大農)

伊藤克敏 (広島大生物圏科学) 倉谷 滋 (岡山大理)

岩部直之 (京都大理) 栗重直也 (広島大生物生産)

岩永節子 (沖縄県衛生環境研) 楠橋 直 (京都大理)

岩崎敬二 (奈良大教養) 桑本 融 (広島女学院大生活科学)

岩瀬文人 ( (財)黒潮生物研) 真壁和裕 (京都大理)

岩田勝哉 (和歌山大教育) 牧野良美 (奈良女子大生物科学)

梶原裕二 (京都教育大教育) 丸村虞弘 (和歌山県立南紀高)

上向雅史 (千葉大理) 丸尾雅啓 (滋賀県立大環境科学)

神谷充伸 (神戸大内海域機能教育研究セ) 増田 富士雄 (京都大理)

苅固まゆ (近畿大農) 松本 弾 (京都大理)

笠松加奈 (大阪教育大動物生態) 松本るみ (白浜町立白浜中)

加藤憲一 (京都市) 松津哲郎 (大阪教育大教育)

加藤 真 (京都大人間環境) 馬渡俊輔 (北海道大理)

加藤 励 (大阪市大理) Millar， A.J.K. (The Royal Botanical Garden 

勝部 '悟 (京都大理) Sydney，オーストラリア)

川口栄男 (九州大農) 三村憲一 (近畿大農)

川口 E代 (京都大総合情報メディアセ) 湊 宏 (白浜町)

) 11口 了己 (近畿大農) 峯岸秀雄 (日本大法)

河合紘子 (近畿大農) 三瀬武史 (琉球大理工)

川|井浩史 (神戸大内海域機能教育研究セ) 三田村緒佐武(滋賀県立大環境科学)

河上志貴子 (京都大文) 道端 可堅 (広島大理)

川那辺浩哉 (滋賀県立箆琶湖博) 三 ツ 橋 岡IJ (近畿大農)

川 根昌子 (奈良女子大理) 三宅裕志 (海洋科学技術センター)

川野 寛 (広島大生物園科学) 宮本典子 (尼崎市)

菊池知彦 (横浜国立大教育人間科学) 宮尾知明 (近畿大農)

Kim， J.H. (Sungkyur水wanUniv.，韓国) 宮下 盛 (近畿大水産研)

金 東成 (韓国海洋研究所，韓国) 宮田雅美 (近畿大農)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)

溝口和 子 (和歌山大教育) 津田好史 (近畿大水産研)

水野寿郎 (大阪市立大理) 志賀向子 (大阪市立大理)

水野泰邦 (和歌山県立南紀高) 繁宮悠介 (京都大人間環境)

森 敦史 (附日本海洋生物研) 清水健太郎 (京都大理)

森宗智彦 (近畿大農) 清水政明 (京都大総合情報メデ、イアセ)

毛利達磨 (岡崎国立共同研究機構) 下埜敬紀 (神戸大自然科学)

向井 宏 (北海道大厚岸臨海) Smith， Robin (金沢大，英国)

村田明久 (千葉県立中央博) 十河彩子 (近畿大農)

村田祐介 (近畿大農) Somchai， B. (Phuket Mar. Biol. Ctr.，タイ)

長田 豊 (朝日新聞社) 楚山 勇 (神奈川県)

中村聡ー (近畿大農) 杉本 倉リ (千葉大理)

中島智之 (近畿大農) 杉田陸海 (滋賀大教育)

中田愛恵 (近畿大農) 杉田真吾 (近畿大農)

奈良正和 (愛媛大沿岸環境科学研セ) 杉山雅人 (京都大総合人間)

成瀬 フE (京都大地質学鉱物) Susetiono (LIPI，インドネシア)

名取健治 (近畿大農) 諏訪 同IJ (和歌山県農林水産総合技術セ)

西垣友和 (京都大農) 田原一樹 (白浜町立白浜中)

西井啓大 (近畿大農) 高田考大 (京都大理)

西村直次 (近畿大農) 高川智博 (京都大理)

西尾正輝 (近畿大農) 高橋大輔 (滋賀大教育)

西岡英治 (近畿大農) 高橋弘樹 (京都大人間環境)

野田幸一 (東京都老人総合研) 高桑正樹 (大阪千代田短期大)

野口順子 (京都大理) 高峰 t享 (広島大生物圏科学)

野村恵一 (串本海中公園センター) 高崎裕子 (大阪教育大教育)

沼田英治 (大阪市立大理) 高須英樹 (和歌山大教育)

布村 昇 (富山市科学文化センター) 高山智行 (近畿大農)

岡部晋也 (広島大生物圏科学) 竹之内孝一 (奈良学園中・高)

岡田行栄 (大阪市立大理) 竹内照文 (和歌山県水産増殖試)

岡本玄成 (近畿大農) 玉田一晃 (田辺市立高尾中)

岡本麻衣 子 (近畿大農) 田村 亨 (京都大理)

岡本 a悟 (京都大農) 田漫直 司 (近畿大農)

岡谷佳澄 (近畿大農) 田中大介 (近畿大農)

小野真由 美 (大阪海遊館) 田中俊充 (和歌山県水産増殖試)

大垣俊一 (朝日ヶ正ゼミ) 種坂英次 (近畿大農)

尾崎浩一 (大阪大理) Tang， Xiaorong (Ocean Univ. Qingdao，中国)

Ron，O'Dor (Dalhousie Univ.，カナダ) 谷川葉子 (大阪市立大理)

Rowden， A.A. (NIWA，ニュージランド) 回埼健郎 (奈良教育大教育)

斉藤仁作 (広島女学院大生活科学) η1ar水， P.D. (奈良女子大人間文化，ベトナム)

斎藤 有 (京都大理) 築 地新光子 (かごしま水族館)

坂口 良人 (大阪教育大教育) 鳥山陽子 (近畿大農)

坂口 元宏 (神戸大内海域機能教育研究セ) 津守資元 (白浜町立白浜中)

酒井哲弥 (京都大理) 常木和日子 (大阪大理)

佐藤宏明 (奈良女子大理) 上野紘一 (近畿大農)

佐藤圭介 (千葉大理) 上 野俊士郎 (独立行政法人水産大)

佐藤洋介 (京都大理) 上野豊和 (近畿大農)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)

梅本信也 (京都大農亜熱帯植物実) 矢野友美 (神戸大理)

牛原康博 (神戸大内海域機能教育研究セ) Yeon-Shim， K. (神戸大)

内田紘臣 (串本海中公園センター) 横井謙一 (近畿大農)

Van， Do Nhuong (Ha Noi Pedagogic Univ.，ベトナ Yoon， s.o (Gyungsang National Univ.，韓国)

ム) 吉田麻美 (近畿大農)

和田恵次 (奈良女子大理) 吉田 元重 (日高郡由良町)

若林雅行 (富山大理) 吉田敏聡 (近畿大農)

渡辺勝敏 (奈良女子大理) 吉川 亜矢 (近畿大農)

山口 早苗 (広島女学院大生活科学) 吉村 純 (奈良女子大理)

山口 寿之 (千葉大理) 吉村克生 (宇都短期大)

山川英治 (印南臨海実) 義山 百合香 (近畿大農)

山中裕樹 (三重大生物資源) 吉崎 誠 (東邦大理)

山根英征 (大阪教育大動物生態) 湯本貴和 (京都大生態学研センター)

矢野祐之 (大阪教育大動物生態) Zaidi， C.C (Nat. Univ. Malaysia，マレーシア)
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