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大学理学部の吉野哲夫准教授 と八重 山漁業協 同組合の

増田裕碁氏に感謝する。
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2012年度年会のお知らせ

2012年度年会の予定をお知らせします。詳細は2012年 4月 に

出版される魚類学雑誌59巻 1号 に掲載します。

期 日 :2012年 9月 21日 (金 )-9月 24日 (月 )

21日 編集委員会 0評議員会

2244日  研究発表会・シンポジウム

会 場 :独立行政法人水産大学校

〒759-6595 山口県下関市永田本町2-7-1

シンポジウム 0セ ッションの申し込みについて

2012年度年会でシンポジウムまたはセッションを計画されて

いる会員は下記の要領で申し込み書類を作成し,電子メールで

担当庶務幹事までお送りください。会場および日時の制約上多

数の申し込みがある場合には調整を計りますので,あ らかじめ

ご了承くださるようお願いします。なおセッションとは, シン

ポジウムのように1日 を費やすほど大規模ではないが,年会参加

者に関心の高いトピックを同じ時間帯に集め,1現 時間 (1時間

あたり最低3人の講演者)を 限度に,よ り突っ込んだ議論をし

ようというものです。コンパクトなテーマの際に是非ご活用く

ださい。

申 込 先 :〒 501-H93岐 阜市柳戸 1-1

岐阜大学 地域科学部

日本魚類学会庶務幹事 向井貴彦

日夕刊.沖縄 タイムス社,7中縄。
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31-37.

(下 瀬 環 Tamaki Shimose・ 名波 敦 Atsushi Na―

nami:〒 907-0451 沖縄県石垣市字檸海大田 148-446

水産総合研究センター 西海区水産研究所 亜熱帯研

究センター e中 mail:shimose@arrc.gOjp;瀬 能 宏 Hi‥

roshi Senou:〒 250-0031 神奈川県小田原市入生田

499 神奈川県立生命の星・地球博物館)

TEL:058293-3027 FAX:058-293-3008

e…mail:tmukal@glm_uoacJp

必要事項 :(1)和 文標題,(2)英文標題,(3)企画者氏名,(4)

趣旨説明 (1000字 以内),(5)演者と演題,(6)連

絡先住所・氏名 (電話,フ ァックスおよびe―mail)。

なお,標題や演者 0演題は暫定案でも結構ですが,

内容が明瞭にわかるようにしてください。ただし,

実施時の内容と大きく異なる暫定案を作成するこ

とは避けてください。

申込締切 :2012年 1月 31日

2011年度年会

20H年度年会が20H年 9月 29日 (木)-10月 2日 (日 )に弘前

大学文京町キャンパスにおいて開催され,以下の会合があった。

1。 2011年度第2回編集委員会

9月 29日 (木 )12:00-14:30に 編集委員 H名が出席して20H

年度第2回編集委員会が開かれた。

2。 2011年度第 1回評議員会

9月 29日 (木)15:00-17:30に評議員23名 (他 に委任状 31

名)が出席して開催された。議長には篠原現人氏が選出された.

議事は以下の通りで,報告,答 申および来年度活動方針案は原

案通り採択されたが,英文誌に関する下記 (19)に ついては,幹

事会と編集委員会において再検討した上で,評議員MLに より
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議論を継続することとなった。(1)2010-2011年 度会務報告 ;(2)

2010-20H年 度編集報告 ;(3)2010年 度決算報告,同監査報告

および20H年度前期収支報告 ;(4)20H年 度総会以後および

2012年度活動方針 ;(5)2012年 度収支予算 :(6)自 然保護委員

会からの報告 ;(7)学 会賞選考委員会からの報告 ;(8)日 本魚類

学会史委員会からの報告 ;(9)標 準和名検討委員会からの報

告 :(10)電 子情報委員会からの報告 ;(11)男 女共同参画委員会

からの報告 ;(12)日 本分類学会連合に関する報告 :(13)自 然史

学会連合に関する報告 ;(14)第 9回 インド・太平洋魚類国際会

議に関する報告 ;(15)会則,細則,会計規則の改正に関する検

討 ;(16)和 文誌の印刷業者変更に関する検討 ;(17)次 期幹事の

選出についての検討 :(18)ロ ゴマークの選考についての検討 ;

(19)魚 類の専門分野での国際学術誌としての英文誌の課題と今

後の質的改善に関する検討 ;(20)今 後の年会開催予定 (2012年

度 :水産大学校 :2013年度 :宮崎大学)(21)そ の他 なし.

3。 2011年度第 1回総会

9月 30日 (金)11:15-12:20。 出席者 100名。議長には篠原現

人氏が選出された。議事は以下の通りであつた.(1)2010-2011

年度会務報告 ;(2)2010-2011年 度編集報告 ;(3)2010年 度決算

報告,同監査報告および20H年度前期収支報告 ;(4)20H年度

総会以後および2012年度活動方針 ;(5)2012年度収支予算 ;(6)

自然保護委員会からの報告 ;(7)学 会賞選考委員会からの報

告 :(8)日 本魚類学会史委員会からの報告 ;(9)標 準和名検討委

員会からの報告 ;(10)電子情報委員会からの報告 ;(11)男 女共

同参画委員会からの報告 :(12)日 本分類学会連合に関する報

告 ;(13)自 然史学会連合に関する報告 ;(14)第 9回 インド・太

平洋魚類国際会議に関する報告 ;(15)会 則,細則,会計規則の

改正に関する検討 :(16)和文誌の印刷業者変更に関する検討 :

(17)次 期幹事の選出についての検討 ;(18)ロ ゴマークの選考に

ついての検討 ;(19)魚類の専門分野での国際学術誌としての英

文誌の課題と今後の質的改善に関する検討 ;(20)今後の年会開

催予定 ;(21)そ の他 なし。

4.日本魚類学会賞授賞式および奨励賞受賞講演

9月 30日 (金 )12:00-12:30に 日本魚類学会賞奨励賞受賞講演

がおこなわれた。論文賞は下記の2論文が受賞した.

O Matsumoto, S。 , T Kon, M. Yamaguchi, H. Takeshilna, Y Ya―

mazaki,T Mukai,K.Kur五wa,Mo Kohda and Mo Nishida(2010)。

Cryptic diversincation ofthe swamp eel Mo″ ο′
``rzs 

α′b夕s in East

and Southeast Asia,with special reference to the Ryuい an pOpu_

lations.Ichthyological Research,57:71-77.

O Miyashita,T(2010).Unique occipital articulation with the nrst

vertebra found in pristigasterids, chirocentrids, and clupeids

(TeleOStei: Clupeiformes: Clupeoidei).IChthvological Research,

57:121-132.

奨励賞は本村浩之氏が受賞し,「 インド・太平洋における熱

帯・亜熱帯性魚類の分類学的研究」のタイトルで受賞講演がお

こなわれ約 100名が参加した。

5。 2011年度第2回 自然保護委員会

10月 1日 (土 )11:4513:30に 自然保護委員会委員 17名が出

席して20H年度第2回 自然保護委員会が開かれた。

6.研究発表会・シンポジウム

ロ頭発表第 1会場・第2会場 。ポスター発表会場に分かれて

一般 160題 ,高校生 1題の研究発表がおこなわれた。参加者は

開催期間を通じて267名 (内 当日参加25名)であった。シンポ

ジウム「魚類をモデルとした行動生態学研究の最前線と今後の

展望」には約60名 が参加した。

7.懇親会

懇親会は9月 30日 (金 )18:00-20:00に 弘前大学生協学生食

堂で208名の参加者で盛大に開催された.

8。  オークション

年会会場では書籍等のオークションがおこなわれ,学会オー

クションでは149,051円 ,イ ンド・太平洋国際魚類会議のオー

クションではHO,203円 の基金を得ることができた.学会オーク

ションには遠藤広光様,亀井陽太郎様,菊池慎一様,後藤 晃

様,阪倉良孝様,有限会社アンティス様,日 本魚類学会から,

またインド・太平洋国際魚類会議のオークションには国立科学

博物館様,本村浩之様から所蔵品を寄贈していただいた。

9。 評議員会・総会抜粋資料

会員数 (20H年 7月 31日 付け退会・8月 1日 付け入会現在)

国内 国外 計

個人会員

名誉会員

学生会員

団体会員

賛助会員

購 読

寄 贈

1012(276)   104(+37)   1116(-39)

4(0)         4(0)         8(0)

112(+112)      0      112(+112)

80(-2)       0        80(-2)

1(0)           0           1(0)

16(-39)      0       16(-39)

5(0)         16(0)        21(0)

()内は2010年 7月 現在に対する増減

2010-20H年 度編集報告

(1)投稿論文

2010年 :142編 (英文誌 102編 ,和文誌 40編 )

投稿論文内訳

英文誌 :分類 19;系統 5;形態 10;行動4;生態 23;

稚魚 8;遺伝 16;生理 15;その他 2

和文誌 :分類 6;系統 0;形態0;分布 2;行動2;生態

6;稚魚 1;遺伝 3;生理3;そ の他 17

20H年 8月 22日 現在 :92編 (英文誌 59編 ,和 文誌 33

編 )

投稿内訳

英文誌 :分類 13;系 統 3;形態4;行動4;生態20;稚

魚 5;遺伝 9;生理 1;その他 0

和文誌 :分類2;系統 0;形態 1;分布4;行動 1;生態

4;稚魚 1;遺伝 3;生理 1;その他 16

(2)原稿受付から出版までに要する日数 (原著論文 )

英文誌 (57巻 1号から58巻 3号 まで)

受付から出版までの日数
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最短期間 :82日 ;最長期間1424日 ;各号の平均期間238

日 (58巻 3号)か ら432日 (57巻 4号 )

和文誌 (57巻 1号から58巻 2号 まで)

受付から出版までの日数

最短期間 :146日 ;最長期間691日 ;各号の平均期間343

日 (57巻 1号)か ら409日 (58巻 2号 )

(3)ChriS Bur五 dge,Terry Jo Donaldson,William T Whiteの 3氏

が編集委員に新たに就任した。

2011年度年会以降の活動方針

(1)評議員会,総会の開催

(2)年会の開催 :水産大学校 (下関)

(3)英文誌冊子版の購読有料化

(4)平成23年 度科学研究費補助金 (研究成果公開促進費・英

文誌刊行助成)申請

(5)平成23年 度科学研究費補助金 (研究成果公開促進費・市

民公開講座)申 請,市民公開講座の開催

(6)会員名簿冊子版の廃止手続きと代替方法の検討

(7)関係団体,機関等への協力

(8)経費の削減

2011年度第1回 (通算第 19回 )自 然保護委員会議事録

日 時 :2011年 7月 10日 (日 )10:00-12:00

場 所 :近畿大学農学部,A会議室 (1階,H19室 )

出席者 (順不同):細谷,瀬能,後藤,酒井,小早川,前畑 ,

鈴木,工藤,向井,中島,棗田

議 題

I.公開シンポジウム

(1)水辺の環境教育・シンポの反省と今後の展開

(1)-1 開催後の感想として「中高の教員の参加が少なかっ

た」「事例報告は非常に良かった」との意見が委員

よりあった.

(1卜2 このシンポジウムの報告は,小早川が魚類学雑誌の

会員通信で行う。

(1)-3 本としての出版については,次回の自然保護委員会

で検討する。

(2)平成24年度公開シンポジウムに向けて

(2)-1 課題の選定

「クニマスの生物学的特徴と保全をめぐって」 (コ

ンビーナー :杉 山・後藤・帰山・小早川・細谷 )

が次回のテーマとして採用された。このシンポの意

義として,(1)魚類学会としての見解を示す,(2)

西湖のクニマスの実体と繁殖状況などについて明ら

かにしていく必要性を示す,(3)今後の保全等の対

応についての見解を学会や各地方自治体などの関係

者間で共有する,と いったことが挙げられた。

(2)-2 日時と場所

日時は2012年夏として検討する。場所は山梨県に

ある生物多様性センターを第一候補とする。

(2)-3 その他

科研費の申請は小早川と杉山が中心となって進め

る。プログラム案は,後藤が次回委員会までに作成

する。

Ⅱ.委員会再編

(1)事務局

(1)-1 事務局の仕事内容は次の通りであることが確認され

た。 (1)委員会内の連絡調整,(2)議事録作成 ,

(3)渉外,(4)幹事会との連絡調整 .

(1)理 事務局員として鬼倉が退任し,中島と交代すること

が承認された。

ⅡI.第 18回 委員会 (2010年 9月 25日 )以降の活動報告と対応

(1)山梨県におけるオオクチバスの漁業権免許更新への対応

(瀬能・森)

(1)-1 神奈川県芦ノ湖,山梨県河口湖,山中湖,西湖に

おけるオオクチバスの漁業権免許の切り替え時期が

来ていることが報告された。状況を把握するととも

に,外来魚部会が中心となり必要に応じて要望書

等を作成する。

(2)千葉県亀成川の河川改修への対応 (細谷)

(2)-1 現地から協力要請があったことについて報告され

た。

(2)-2 今後の対応については,棗田と瀬能が現地の市民団

体に協力して状況を把握する.

(3)田主丸ヒナモロコ保全をめぐる現況 (小早川 。中島)

(3)-1 ヒナモロコ生息水路をのぞき,その周辺の圃場整備

がおこなわれた.現地での自治体や市民団体による

今後の保護に関する状況の報告がおこなわれた。

(4)五島列島のアブラボテのその後 (中 島)

(4)-1 アブラボテの生息河川における魚類の大量死があつ

たことと,飼育下での系統保存個体について報告さ

れた。

(5)バス釣りを後援する徳島県北島町への対応 (細谷)

(5)-1 公的施設におけるバス釣り用品の販売や地元紙によ

る支援などがおこなわれていることについて報告が

あった。

(6)その他

(6)-1 西表島網取湾において,再び真珠養殖の許可申請の

動きがあることについて報告された。(鈴木)

IV 各種成果物の出版・編集進捗状況

(1)連載企画「日本の希少淡水魚類の現状と課題」 (渡辺)

(2)シ ンポジウム講演録「国内外来魚」(向井)

(3)シ ンポジウム講演録「人と田んぼと魚たち」 (小早川)

(4)シ ンポジウム講演録「レッドリスト」 (糸田谷)

「日本の希少淡水魚類の現状と課題」については,渡辺

委員欠席のため後日MLで報告.シ ンポジウムの出版に

ついては各進捗状況が報告された。

V 活動予定と対応すべき将来的課題

鈴木委員から,中高の教員が環境学習に取り組めるようにす
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るためには,「環境」という新科目 (必修)が必要であり,文    (3)その他

科省への働きかけが必要であるとの意見があった。働きかけの     (3卜 1 プログラムは, コンビーナー (杉 山 0後藤)の案に

内容については,整理して再度提案する。                 沿って進める。

(3m-2 科研費の申請は杉山 0後藤・小早川が担当する。

2011年度第2回 (通算第20回)自 然保護委員会議事録     Ⅱ.委員会再編

(1)委員の交代

(1卜1 鬼倉徳雄氏の退任が了承され,後任候補者として竹
日 時 :20H年 10月 1日 (土 )1145-13:30

下直彦氏 (水産大学校)に打診することとなった.

場 所 :弘前大学文京町キャンパス,大会議室 (総合教育棟 ,

2階 )

出席者 (順不同):細谷,瀬能,                IⅡ ・ 第 19回 委員会 (2011年 7月 10日 )以降の活動報告と対応
後藤,佐原,中井,吉野,立

原,宗原,淀,渡辺,杉山,加納,酒井,小早川,鈴 (1)「水辺の環境教育シンポ」の報告 (小早川)

木,向井,中島,棗田 (1)-1 参加者は125名 であった。学会誌に投稿する原稿は

メールで回覧する

議 題 (2)外来生物法見直しの動きとその対応 (中 井・森)

(2卜1 環境省での会合の内容と今後の予定について報告さ
I.平成24年度公開シンポジウムに向けて

れた。

(1)シ ンポジウムタイトルと方向性 (3)山梨県におけるオオクチバスの漁業権免許切り替えへの

(1)-1 西湖で発見された「クニマス」についての実態解明 対応 (瀬能)

の必要性と,行政等が取り組もうとしている「保 (3)-1 山梨県へのヒアリングの結果が報告された。

全」のあり方についての議論を中心とする。 (4)千葉県亀成川の河川改修への対応 (棗 田・瀬能)

(1卜2 タイトルは「クニマスという魚 :生物学的実態解明 (4卜1 保全に関する近況について資料で報告された。

とその保全を考える」(仮題)と する。 (5)学校教育に「環境」教科の設置要望 (鈴木・佐原)

(2)日 時と場所 (5卜1 関連する問題として,小学校の教科書でヒメダカを

(2卜1 日時は2012年 7月 14日 (土 )と する。 「メダカ」の代表として掲載することを何とかしたい。

(2卜2 場所は山梨県内で交渉中.


