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恩賜上野動物園
タイトル・演題

著者

掲載雑誌・発表場所等

Effect of paternal age on the birth sex ratio in captive populations of Yosuke Tanaka, Yuya Fukano,
aye‐aye (Daubentonia madagascariensis (Gmelin))
Masato Nakamura

Zoo Biology. 2019, Vol.38(4):389-392. https://doi.org/10.1002/zoo.21487

翅が一部乳白色のアブラゼミ

田中陽介、池田正人

Cicada Vol.25 No.2

昆虫調査で採集された東京都の希少種2種について

村野基樹

月刊むし No586 短報特集号・38

「アイアイのすむ、上野の森」の10年
海外と連携した繁殖プログラムと長期飼育への取り組み

中村壮登

どうぶつと動物園 2019年春号（2019.4）

アカガシラカラスバトの生息域外保全

坂下涼子

日本野鳥の会「野鳥」2019年8月号

ミヤコドリの人工繁殖と自然繁殖

大久保梨奈、小川美紀

どうぶつと動物園 2019年夏号（2019.7）

子どもたちがパンダを守る？ 「うえのパンダ大使」の取り組み

鈴木仁、中島遥香

どうぶつと動物園 2019年夏号（2019.7）

ヒガシクロサイの採血における強化子に触刺激を用いたハズバンダリート
藤岡紘、平野雄三
レーニング

日本動物園水族館雑誌第61巻第3号（2019.12）

サル山でのインタープリテーションをより効果的にするために

青木孝平

どうぶつと動物園 2020年冬号（2020.1）

New children's zoo programs at Ueno Zoological Gardens

高松美香子

第27回SEAZA会議（ベトナム）

恩賜上野動物園におけるモルモットのオス個体群形成の新たな試み

島村裕斗

第16回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（秋田市大森山動物園）

カジカガエルの脱出防止対策

森泉さやか、内山 幸、齋藤祐輔、田辺信
第15回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（日立市かみね動物園）
吾、坂田修一

シュレーゲルアオガエルの飼育下繁殖～越冬から産卵・孵化まで～

田辺信吾、齋藤祐輔、内山 幸、森泉さや
第31回日本動物園水族館両生類爬虫類会議（京都市国際交流会館）
か、中澤昭人、坂田修一

カジカガエルの飼育下繁殖～幼生・幼体の育成について～

森泉さやか、田辺信吾、齋藤祐輔、内山
第31回日本動物園水族館両生類爬虫類会議（京都市国際交流会館）
幸、中澤昭人、坂田修一

腸閉塞に対して開腹手術及び術後管理を行ったオオカンガルーの一例

林笑、平野雄三、杉森理、小池奈央子、
第15回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（日立市かみね動物園）
山田有里恵、山口歩

上野動物園におけるCTスキャンを活用した動物診療について

杉森理

第31回建設局技術業務体験発表会（都民ホール）

ここ最近における塩酸エトルフィンの使用例

林笑

第31回大型動物麻酔研究会（よこはま動物園）

スマトラトラの繁殖への取り組みについて

髙岡英正

第16回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会（秋田市大森山動物園）

Nine years of Giant Panda Managemet at Ueno Zoo

齋藤圭史

2019年国際大熊猫繁育技術委員会年次総会（中国 成都市）

世界カワウソの日における他業種との連携による教育効果

鈴木佐知子、伊藤皓一郎、井内岳志、小
第60回動物園水族館教育研究会柏大会（東京大学大気海洋研究所）
泉祐里、鳥飼香子

シュモクドリの営巣行動展示

青木孝平

第17回関東東北・北海道ブロック動物園技術者研究会(千葉市動物公園)

モズの飼育下初繁殖について

吉村映里、鈴木仁

第67回動物園技術者研究会（天王寺動物園）

多摩動物公園
タイトル・演題

著者

掲載雑誌・発表場所等

昆虫館が取り組む絶滅危惧昆虫の保全―絶滅危惧の蝶オガサワラシジミ保
石島明美
全の現在

博物館研究

Zoos and animated animals increase public interest in and support Yuya Fukano, Yosuke Tanaka,
for threatened animals.
Masashi Soga

Science of The Total Environment, Volume 704, 20 February 2020, 135352
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719353446

バレンタインとチェリアの２年
成長

清水美香

どうぶつと動物園 2019年夏号（2019.7）

オガサワラシジミを未来につなぐ－ 動物園ができること－

古川紗織

あかぽっぽの日の集い－小笠原の絶滅危惧動物たちはカタストロフィを生き残れる
のか？－（小笠原 父島地域福祉センターホールほか）

アフリカゾウ（雄）の牙破折の治療例

原 樹子

第29回ゾウ会議（多摩動物公園）

ライオン園工事期間中の動物の飼育管理について

泉こはる、大賀幹夫、高橋孝太郎、佐々
第15回関東東北北海道ブロック動物園技術者研究会（日立市かみね動物園）
木悠太、山川宏治

モモイロペリカンの繁殖

齊藤美和

チンパンジー舎における防鼠対策について

平川達也、佐藤澄音、伊藤香緒里、野田
第17回関東東北北海道ブロック動物園技術者研究会（千葉市動物公園）
瑞穂

重度の掻痒感を示す ツキノワグマに オクラシチニブマレイン酸（アポキ
ル®） が奏功した１例

吉本悠人

人工哺育で育った母と子の、それぞれの

Vol.54 No.11（2019年11月号））

第16回関東東北北海道ブロック動物園技術者研究会（秋田市大森山動物園)

第67回動物園技術者研究会（天王寺動物園）

1

井の頭自然文化園
タイトル・演題

著者

掲載雑誌・発表場所等

動物園らしい博物館実習プログラムの実施

武笠友美、山崎彩夏、馬島洋

第60回日本動物園水族館研究会柏大会（東京大学海洋研究所）

Conservation and Husbandry Efforts in the Tsushima Leopard Cat
at Inokashira Park Zoo

唐沢瑞樹

The Third Asian Wild Cat Conservation Workshop 2019 (Taiwan)

動物園来園者の観覧体験とその影響

石田弥生、馬島洋

動物観研究会 公開ゼミナール2019（東京農工大）

葛西臨海水族園
タイトル・演題

著者

カナダ・バンクーバー島の海に潜る
展示水槽の充実を目指して
東京のメダカは今 － 調べる・伝える・守る

ささやかな取組み －

掲載雑誌・発表場所等

河原直明、松村哲、小味亮介

どうぶつと動物園 2020年冬号（2020.1）

多田諭

2019年度日本魚類学会年会(高知大学）

ユウゼンの繁殖生態（産卵移動と繁殖行動の観察）

松村哲、児玉雅章、遠藤周太、幅祥太、
2019年度日本魚類学会年会(高知大学）
河原直明、荒井 寛

Overview of polar exhibit tanks and List of the creatures in house

市川啓介、木船 崇、小味亮介、村松茉由
子、幅 祥太、石神まゆか、佐藤真心、関 第10回極域科学シンポジウム(国立極地研究所）
啓汰

ランプサッカーで発生した アメーバ性鰓病疑い例とその対応

市川啓介､吉澤円､柳下 悠､高濱由美子

マトウダイとカガミダイの周年展示について

佐藤真心、小味亮介、幅祥太、松村哲、
2019年度 関東東北・北海道ブロック水族館飼育技術者研究会(かんぽの宿 鴨川）
吉澤 円、木船崇司、中村浩司

海鳥の遊泳を促す採食エンリッチメント

野島大貴、佐藤信彦

エンリッチメント大賞2019受賞講演(東京大学 弥生講堂 一条ホール）

ケイマフリの生息域外保全を見据えた繁殖生態調査

野島大貴

はぼろサイエンスカフェ(北海道海鳥センター）

ケイマフリの生息域外保全を見据えた繁殖生態調査

野島大貴

ウミガラス保護増殖事業検討会(札幌市環境プラザ）

The Captive Population Recovery Efforts and Current Issues by
Using Artificial Incubation and Hand Rearing of Little Penguin in
Japan

野島大貴他

10th International Penguin Conference (オタゴ大学）

ＰＭｘを活用したフンボルトペンギンの繁殖・移動計画の考え方

野島大貴

第19回ペンギン飼育技術研究会(メルカつきまちホール）

生息域内外で連携して取組むウミガラスの保全活動

野島大貴他

第21回種保存会議(札幌パークホテル）

第64回水族館技術者研究会(西鉄グランドホテル）

ＰＭｘを活用したフンボルトペンギンの個体群管理計画の策定に向けた取
野島大貴
組（ポスター）

第21回種保存会議(札幌パークホテル）

ＰＭｘを活用したフンボルトペンギンの個体群管理計画の策定に向けた取
野島大貴
組（口頭）

第21回種保存会議(札幌パークホテル）

生息域内と生息域外が連携して取組むウミガラスの保全活動

野島大貴他

第67回動物園技術者研究会(ヴィアーレ大阪）

【深海の生物 トピック水槽】の新設とその運用について

小味亮介、村松茉由子

第29回日本動物園水族館設備会議(三国観光ホテル）

幼児向け教育プログラムの開発と評価

野島麻美、田中隼人、西村大樹、宮崎寧
第60回日本動物園水族館研究会柏大会（東京大学海洋研究所）
子、天野未知、鈴木悠太

葛西臨海水族園に来園困難な利用者を対象とした移動水族館事業の展開

雨宮健太郎、浅野晃良、増渕和彦、服部
水族館シンポジウム（東京大学海洋研究所）
詠一

来園困難な利用者を対象とした葛西臨海水族園移動水族館事業について

雨宮健太郎

幼児向け教育プログラムの開発と評価

野島麻美、宮崎寧子、西村大樹、田中隼
第7回全国海洋教育サミット（東京大学本郷キャンパス）
人、天野未知、鈴木悠太

千葉県博物館協会研究報告会（千葉県立現代産業科学館）

複数園連携による発表
あかぽっぽの日の集い－小笠原の絶滅危惧動物たちはカタストロフィを生き残れる
のか？－（小笠原 父島地域福祉センターホールほか）

都立動物園におけるアカガシラカラスバトの保全活動

恩賜上野動物園、多摩動物公園

都立動物園水族園における小笠原陸産貝類生息域外保全の取組み

恩賜上野動物園、多摩動物公園、葛西臨 あかぽっぽの日の集い－小笠原の絶滅危惧動物たちはカタストロフィを生き残れる
海水族園、井の頭自然文化園
のか？－（小笠原 父島地域福祉センターホールほか）
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