公益財団法人東京動物園協会

令和２年度(2020年度） 研究発表一覧
※青いセルはリンク先で発表内容が閲覧できます。

恩賜上野動物園
No

タイトル・演題

1 M99使用報告（ハートマンヤマシマウマ）
2

Zoomを用いたリモート学習プログラムの可能性
～「うえのZOOスクール」を事例に～

3 森の王者クマタカ３年連続の繁殖
4

シュレーゲルアオガエルの飼育下繁殖
～ 冬眠から産卵まで～

5

上野動物園に生息する昆虫を調べる
～ 調査結果と子ども動物園での活用方法～

発表者もしくは著者

掲載雑誌・発表場所等

地挽 良典

第32回大型動物麻酔研究会

古坂 志乃

第61回日本動物園水族館教育研究会ウェブ大会

牧村 さよ子、小島 善則、中村 壮登

田辺 信吾

備

考

備

考

どうぶつと動物園 2020年春号（2020.4）
どうぶつと動物園 2020年夏号（2020.7）

村野 基樹、高松 美香子、藤井 智子

どうぶつと動物園 2020年夏号（2020.7）

多摩動物公園

No

1

タイトル・演題

発表者もしくは著者

Nutrition management of captive Malayan tapirs (飼育
伊藤 香緒里
下マレーバクの栄養管理)

発表場所または掲載雑誌等

SEAZA 2020 Conference

2 増え続けるアメリカの昆虫館 ～その実態を探りに～ 田中 陽介

令和2年度全国昆虫施設連絡協議会

3 多摩動物公園における1年間のM99使用例

第32回 大型動物麻酔研究会

坪井 あきほ

Medical treatment of rhinosinusitis with Levofloxacin
and Shin’iseihaito in a female Borneo orangutan
太田香織
4 (Pongo pygmaeus) （レボフロキサシンと辛夷清肺湯を (チェンバーズ香織)
使用したボルネオオランウータンの鼻副鼻腔炎の内
科的治療について）

13th International Virtual Conference of Asian Society of
Conservation Medicine
（第13回 アジア保全医学会 オンライン国際会議）

5 アカガシラカラスバト ～東京の鳥を守る～

小島 善則

野生生物保全センター講演会「野生生物を救護する～動物
園にできること」

6 クロツラヘラサギ ～保護された個体の活躍～

石井 淳子

野生生物保全センター講演会「野生生物を救護する～動物
園にできること」

7

東京で生まれ佐渡の大空へ
～ 多摩動物公園でトキを飼育繁殖～

石井 淳子

都政新報12月４日

8

相性に左右されないペアリングの進め方
～ユキヒョウの多様なペアによる繁殖を目指して～

高津 磨子

どうぶつと動物園 2020年夏号（2020.7）

藤本 卓也、 兒島 匠

どうぶつと動物園 2020年秋号（2020.10）

9 アジアゾウ“アマラ”の引越し

ポスター発表

葛西臨海水族園

No

タイトル・演題

発表者もしくは著者

発表場所または掲載雑誌等

1

葛西臨海水族園で孵化したメンダコOpisthoteuthis
depressaの稚仔について

小味 亮介、村松 茉由子

第三回 イカ・タコ研究会on the Web

2

Pilot study of gillnet bycatch mitigation measures
under controlled condition

鈴木 康子、佐藤 信彦、内山 幸、野島 大貴

Pacific Seabird Group annual meeting、PSG
Northeast Asia Seabird Conservation Committee meeting

3

マイクロサテライトDNAマーカーを用いたフンボルトペ
並木 久美、野島 大貴
ンギンの集団解析の検討

東京農業大学 令和2年度卒業論文

4 国内で飼育されるコガタペンギンの系統解析

樋口 綾、野島 大貴

東京農業大学 令和2年度卒業論文

5 飼育海⿃の着⽔時間を延ばす環境エンリッチメント

佐藤 信彦、野島 大貴

2020年度⽇本バイオロギング研究会シンポジウムワーク
ショップ「動物園・⽔族館× バイオロギング× 野外フィール
ド」

6 水族園で海鳥を飼育する ～伝え・学ぶ場の提供～ 野島 大貴

帝京科学大学 生命環境学部 アニマルサイエンス学科 ア
ニマルサイエンストピックス

7 ケイマフリの生息域外保全を見据えた繁殖生態調査

令和２年度第２回ウミガラス保護増殖検討会

野島 大貴

8

YouTubeLiveを活用した干潟における海洋ごみプログ
大河原 陽子、雨宮 健太郎、天野 未知
ラム

第61回日本動物園水族館教育研究会ウエブ大会

9

リモートでの教育プログラムの実践と課題―家と水族
天野 未知
園をつないで「くらべてみるとおもしろい」

第8回海洋教育サミット-海洋教育における体験の再考

10 少しずつ明らかになるメンダコの謎

小味 亮介

どうぶつと動物園 2021年冬号（2021.１）

備

考

井の頭自然文化園
No

タイトル・演題

発表者もしくは著者

発表場所または掲載雑誌等

1

ツシマヤマネコ
～井の頭自然文化園が取り組む保全と飼育～

2

動物園の中にある近所の自然「いきもの広場」生きも 武笠 友美、金原 功
のたちのにぎわいのままに

どうぶつと動物園 2020年夏号（2020.７）

3

北村西望と彫刻園
～新しい価値の発信を目指して～

どうぶつと動物園 2021年冬号（2021.１）

備

考

備

考

野生生物保全センター講演会「野生生物を救護する～動物
園にできること」

唐沢 瑞樹

土方 浦歌

教育普及センター
No

タイトル・演題

1 上野動物園における情報ラベルの現状

発表者もしくは著者
Wu Ximei、高田 陽、馬島 洋、相羽 美玖
岡部 龍登、倉本 宣

発表場所または掲載雑誌等
第61回日本動物園水族館教育研究会ウェブ大会

ポスター発表

※下線は外部研究者

