




















11 

第 14回穿孔性昆虫を語る会 （D会場） 

世話人：梶村 恒（名古屋大学）・荒谷邦雄（九州大学） 

 

W1D1 永野昌博（大分大学） 「死体に穿つシデムシ類の親子関係」 

W1D2 三島達也（九州大学） 「クワガタムシ科やクロツヤムシ科幼虫の食性の進化について －

主に多糖類分解の視点から－」 

 

 

第 19回地表性甲虫談話会例会 （E会場） 

世話人：藤澤貴弘（(株)建設環境研究所） 

 

W1E1 上田明良（森林総合研究所） 「スギ・ヒノキ林の残林帯を伴う伐採がオサムシ科群集に

与える影響」 

W1E2 ○渋谷園実（東京大学）・桐谷圭治（伊東市）・福田健二（東京大学） 「地表徘徊性甲虫

群集のモニタリング‐各種の形態的及び生態的特徴」 

 

 

直翅類研究会 （F会場） 

世話人：立田晴記（琉球大学）・鶴井香織（琉球大学） 

 

W1F1 ○立田晴記・鶴井香織（琉球大学） 「直翅類昆虫研究への誘い：イントロダクション」 

W1F2 ○土屋香織（北海道大学）・菅野良一（北海道大学）・秋元信一（北海道大学）・鈴木智之

（東京大学） 「雌による精子の選択から生じる隠蔽された生殖的隔離：サッポロフキバ

ッタの事例」 

W1F3 ○鶴井香織（琉球大学）・本間 淳（琉球大学）・西田隆義（滋賀県立大学）・岩谷 靖（弘前

大学） 「身近なイナゴから広がる科学－自切を生態学と工学から考える－」 

 

 

英語で聞く昆虫学最前線 （G会場） 

Entomological Talk in English: Challenging the Frontier 

世話人：緒方一夫（九州大学）・高須啓志（九州大学）・大野和朗（宮崎大学） 

Organizer: Kazuo OGATA (Kyushu Univ.), Keiji TAKASU (Kyushu Univ.), Kazuro OHNO (Miyazaki 

Univ.) 

 

W1G1 Issei OSHIMA（Kyoto Prefectural University） Establishing a new system for the study of 

speciation: challenges with a leaf blotch mining moth family Gracillariidae 

W1G2 Keiji TAKASU （Kyushu University） Parasitoid learning and its applications 

W1G3 Yoriko SAEKI （Kyushu University） Life history trade-off in polyembryonic parasitoid 
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小集会２ 

9月 21日(月) 16:00～18:00 

 

 

昆虫分類学若手懇談会シンポジウム （A会場） 

世話人：有本晃一（九州大学） 

 

W2A1 蓑島悠介（北九州市立自然史・歴史博物館） 「パソコンを用いた昆虫形態スケッチの作

成」 

W2A2 高橋一男（岡山大学） 「形態測定学のすすめ：昆虫の形の定量化法」 

W2A3 橋本佳明（兵庫県立大学／人と自然の博物館） 「体の中を覗きたい―昆虫外骨格筋肉系

の観察手法と機能形態学のすすめ」 

 

 

第 17回昆虫の季節適応談話会 （B会場） 

世話人：田中一裕（宮城学院女子大) ・後藤慎介（大阪市立大） 

 

W2B1 井出純哉（久留米工業大学） 「体温の変動の影響によって生じる蝶の行動の季節変化」 

W2B2 安達修平（鹿児島大学院・連合農学） 「セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシの季

節消長と夏季消失メカニズム～夏はアブラムシにとって苦労の連続～」 

W2B3 田中幸一（農環研） 「外来昆虫ブタクサハムシの移入地における気候適応：急速な適応

進化とその要因」 

 

 

昆虫と鳥の巣 －知られざる共生系－ （C会場） 

世話人：那須義次（大阪府立農業大学校）・佐藤宏明（奈良女子大学）・ 

八尋克郎（琵琶湖博物館） 

 

W2C1 ○佐藤宏明（奈良女子大学）・那須義次（大阪府立農業大学校）・村濱史郎（バードレスキ

ュー協会）・松室裕之（バードレスキュー協会）・杉山時雄（ふくろう谷）・間野隆裕（矢作

研） 「フクロウ巣内の蛾類相と羽毛トラップで得られた蛾類相の比較」 

W2C2 ○川上和人・青山夕貴子（森林総合研究所）・那須義次（大阪府立農業大学校）・坂井 誠

（共生科学） 「小笠原の外来種駆除が海鳥分布拡大を介して鱗翅類に与える影響」 

W2C3 荒谷邦雄（九州大学） 「鳥の巣に生息するコガネムシ上科甲虫の生態 〜安定同位体分

析からのアプローチ〜」 

W2C4 ○八尋克郎・亀田佳代子（琵琶湖博物館） 「カワウの巣の昆虫群集」 

W2C5 ○那須義次（大阪府立農業大学校）・村濱史郎・松室裕之（バードレスキュー協会）・上田

恵介（立教大学） 「リュウキュウアカショウビンの巣に生息する鱗翅類」 

W2C6 ○広渡俊哉（九州大学）・山口典之（長崎大学） 「カササギ巣の昆虫相」 
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小中高校生ポスター発表 （H会場 ２０７） 

9月 20日(日) （コアタイム 13:00～14:00; 表彰式 14:00～14:15） 
（参加者名簿には発表者のお名前は載っておりません） 

 
 
P01 有村 笑・遠藤あいり （鹿児島県立国分高等学校 サイエンス部） 「屋久島方言で鳴く

ツクツクボウシの正体を探る！～別種か？亜種か？ただの方言か？～」 
P02 小溝隼人 （南九州市立頴娃中学校） 「ウスモンオトシブミの後脚にある黒斑に生態学

的意義はあるのか？」 
P03 中野太賀・脇山涼輔 （福岡県立八幡高等学校） 「クワキヨコバイの繁殖活動における

集合性」 
P04 櫻井愛弓・新有留 茜・中村美月（池田学園池田高等学校） 「南日本における港のアリ

の地域間比較 −外来アリのモニタリング」 
P05 坂本 翼・國重恵吾 （福岡県立東筑高等学校生物部） 「コオロギは超音波を聴いてい

るのか ～幻の音を求めて～」 
P06 川中美沙・原 彩音・鈴木 崚・竹内瞭依・佐々木瀬奈・渡部慶一郎・大崎健志郎 （島根

県立浜田高等学校自然科学部） 「ハッチョウトンボの移動に関する研究 ～湿地に生き
るトンボの分散行動～」 

P07 眞鍋友理乃 （愛媛県立今治西高等学校生物部） 「ナベブタムシ(Aphelocheirus 

vittatus)の体表構造と呼吸システムに関する研究」 
P08 近藤泰晟・織田峻綺 （愛媛県立今治西高等学校生物部） 「蒼社川流域（愛媛県今治

市）の水棲昆虫調査」 
P09 山田りさ・藤原 伸 （大阪府立園芸高等学校ビオトープ部） 「カシノナガキクイムシ

のガムテープトラップ防除」 
P10 山田りさ・見上 光・松井颯太 （大阪府立園芸高等学校ビオトープ部） 「バタフライ

ガーデンに植栽する植物の導入に関する研究」 
P11 加藤朱莉（屋久島おおぞら高等学校）・陰山大輔（生物研） 「ダンゴムシを青くするイ

リドウイルスを共生細菌ボルバキアは抑えることができるか？」 
P12 白神慶太・白神大輝 （大津市立打出中学・大津市中央小学校） 「びわ湖のトンボの研

究 2012～2014 なぜ、オオサカサナエはびわ湖の白ひげ浜に生まれるのか？」 
P13 白神大輝 （大津市中央小学校） 「インドネシアのトンボの研究 2014 ～ミナミカワ

トンボ Euphaea variegataのなぞ ～」 
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大会参加者名簿 

7月 30日現在 ◎は懇親会参加者、記号は講演番号（発表者のみ） 

 

A 
◎ 阿部 芳久 (九大院・比文) C102 

◎ 安達 修平 (鹿大院・連合農学) W2B2 

◎ 足達 太郎 (東京農大)  

◎ 赤嶺 真由美 (日大・生物資源) D111 

◎ 荒川 良 (高知大・農・昆虫)  

◎ 荒谷 邦雄 (九大院・比文) SC1, W2C3 

◎ 有本 晃一 (九大院・生資環・昆虫) D212 

◎ 有吉 恵子 (京都府大・院生命環境) A107 
  

B 
◎ 伴 光哲 (㈱ 環境指標生物) C205 

◎ Grayson Brown (Univ. of Kentucky)  
 

E 
◎ Elsayed Ayman  (鹿大院・連合農学) B109 

 江本 純 (日進市) C303 
 

F 
 藤井 智久 (九大院・比文) A103 

◎ 藤澤 貴弘 ((株)建設環境研究所)  

 藤戸 茜 (名大院・生命農) A210 

◎ 藤山 直之 (山形大・理・生物) SB1 

◎ 福田 晴夫 (鹿児島市)  

◎ 福田 一人 (九大院・生資環・天昆) C301 

 舟木 翔一 (高知大・院) D201 

◎ 古木 隆寛 (高知大・院・環境生理) A201 
 

G 
◎ David Gammel (ESA)  

◎ 五箇 公一 (国立環境研) C111 

◎ 後藤 慎介 (大阪市大・院理)  

◎ 郷右近 勝夫 (宮城県利府町)  
 

H 
◎ 原田 哲夫 (高知大・院・環境生理) C206 

◎ 原野 健一 (玉川大・ミツバチ科学) A113 

◎ 橋本 晃生 (首都大・生命) A203 

◎ 橋本 佳明 (兵庫県大・自然環境研) 

  C304, W2A3 

◎ 林 成多 (ホシザキグリーン財団) C307 

 林 晋也 (東京農工大) W2D5 

 林 由希子 (山大・農・昆虫)  

◎ 平井 規央 (大阪府大・生命)  

◎ 平嶋 義宏 (名誉会員)  

◎ 平田 慎一郎 (きしわだ自然資料館)  

◎ 広瀬 義躬 (九州大) A108 

◎ 広渡 俊哉 (九大院・農・昆虫) W2C6 

◎ 久松 定智 (愛媛県・生物多様性セ)  

◎ 久末 遊 (愛媛大・農) B206 

◎ 北條 優 (琉大・農) A305 

◎ 堀田 淳之介 (九大・理) A207 

◎ 細石 真吾 (九大・熱研セ) D211 

◎ 細谷 忠嗣 (九大・決断科学センター) SC3 

◎ 黄 悠然 (九大院・地球社会) A104 
 

I 
 一木 良子 (国際農研) D310 

 井出 純哉 (久留米工大・工) W2B1 

◎ 井手 竜也 (森林総研) B204 

◎ 池田 大 (愛媛大・農・昆虫) B104 

 今坂 正一 (E-アシスト) SC2 

 稲岡 悠輔 (愛媛大・農) B207 

◎ 井上 広光 (果樹研究所) B304, W1A1 

◎ 井上 大成 (森林総研・多摩) C106 

 市岡 孝朗 (京大・人間・環境)  

◎ 伊藤 文紀 (香川大・農) A303 

◎ 伊藤 勇人 (東大・総研博) C101 

◎ 伊藤 誠人 (神戸大院・農・昆虫多様性)D202 

◎ 岩瀬 俊一郎 (九大院・生資環・天昆) D311 

◎ 岩下 幸平 (名大・森林保護) C309 

◎ 岩田 隆太郎 (日大・生物資源)  
 

J 
◎ 神保 宇嗣 (国立科博・動物)  

◎ Jo Jaeick (信州大院・総合工学) D103 
 

K 
◎ 陰山 大輔 (生物研) D303 

◎ 梶村 恒 (名大・院・生命農)  

◎ 上村 佳孝 (慶應大・生物) C305 

 上岡 駿宏 (九大院) D306 

◎ 紙谷 聡志 (九大院・農・昆虫)  

◎ 金井 賢一 (鹿県博) D204 

◎ 金尾 太輔 (京大院・人環) D209, SA1 

◎ 金沢 至 (大阪市自然博) W1C3 

◎ 神戸 崇 (北大院・農・昆虫体系) C308 

◎ 香取 郁夫 (近畿大・農・昆虫) A109 

 可児 友哉 (九大院・生資環・天昆) A306 

◎ 笠井 敦 (国立環境研) C110 

◎ 加藤 大智 (九大院・地球社会) B111 

 伊藤 桂 (高知大・農)  

◎ 河合 章 (農研機構 野菜茶研) B306 

◎ 川上 華子 (東大・農) D302 

 川上 和人 (森林総研) W2C2 

 河上 康子 (大阪自然史博)  

◎ 河村 幸子 (兵庫県大)  

◎ 河野 太祐 (九大院・生資環・昆虫) B201 

◎ 川内谷 亮太 (北大・農) D110 



 

23 

◎ 菊地 波輝 (北大・農・昆虫体系) B205 

◎ キム ワンギュウ (九大院・生資環・昆虫) 

  D203 

 木目澤 友梨恵 (福島大・理工) D207 

◎ 木野田 毅 (宮﨑昆虫同好会)  

◎ 桐谷 圭治 (名誉会員) A206 

◎ 桐山 哲 (日大・生物資源) W2D2 

◎ 岸本 圭子 (東大・総合文化) C204 

◎ 岸本 年郎 (ふじのくに環境史ミュージアム) 

  C203, SC5, W1C2 

◎ 喜多 章仁 (佐賀大院・農) C209 

◎ 小林 正幸 (京都府大・院生命環境) D213 

◎ 河野 勝行 (農研機構 野菜茶研) B311 

◎ 小松 貴 (九大・熱研セ) SB3, W2F2 

◎ 米田 洋斗 (九大院・生資環・昆虫) 

  B202, W1B2 

◎ 小西 和彦 (愛媛大)  

◎ 小西 令子 (佐賀大・農) A204 

◎ 久保田 耕平 (東大・院農) D301 

◎ 工藤 慎一 (鳴門教育大・院・学校教育)A111 

◎ 藏滿 司夢 (筑波大・院・生命環境)  

◎ 倉西 良一 (千葉中央博) D106 

◎ 久留島 宏明 (首都大院・理工) B209 
 

L 
◎ Walter Leal (Univ. of California)  

◎ 李 鐘殷 (Andong Univ.) B113 

 Than Htway Lwin (九大院・生資環・天昆) 

  A202 
 

M 
◎ 前藤 薫 (神戸大・農) 

◎ 間野 隆裕 (なごや生物多様性保全活動協議会) 

◎ 丸山 宗利 (九大・博)  

◎ 増子 恵一 (専修大・経営)  

◎ 松田 直樹 (京大院・理・動物) C311 

 松本 和馬 (国際環境研究協会) C105 

◎ 松本 吏樹郎 (大阪自然史博) B101, W1C1 

 松村 洋子 (慶応大) SA3 

◎ 松尾 和典 (徳島農総技セ) B203 

 松尾 晃史朗 (玉川大) W2D4 

 松尾 信彦 (広島市森林公園昆虫館)  

◎ 松尾 進 (長崎県)  

◎ 蓑島 悠介 (北九州自然史・歴史博) W2A1 

◎ 三島 達也 (九大院・比文) W1D2 

◎ 三田 敏治 (九大院・農・昆虫)  

  B208, SB4, W1B4 

◎ 三田村 敏正 (福島農総セ・浜地域研)  

◎ 三浦 一芸 (近中四農研・広島大) D304 

◎ 宮永 龍一 (島根大・生物資源)  

◎ 宮武 頼夫 (元大阪自然史博)  

◎ 水野 理央 (香川大・農) A112 

◎ 望岡 佑佳里 (佐賀大・農) A110 

 

 Sayed Mohammad Jalil Mohammadi 

  (東京農大) W2D3 

◎ 森本 桂 (名誉会員)  

 森本 健太郎 (島根大・生物資源) A309 

◎ 元山 尭之 (九大院・生資環・昆虫) B302 

◎ 向井 歩 (大阪市大・院理) D307 

◎ Phil Mulder (Oklahoma State Univ.)  

 村尾 竜起 (九大院・理・生物)  

  B211, SB2, W1B1 

 村田 浩平 (東海大・農) C103 

◎ 室 紀行 (東大・院農) D109 
 

N 
 永野 昌博 (大分大) B310, W1D1 

 長島 聖大 (伊丹市昆虫館) SA4 

◎ 中浜 直之 (京大院・農・森林) C104 

◎ 中峰 空 (三田市有馬富士自然学習セ) B301 

◎ 中村 剛之 (弘前大・白神研) B107 

◎ 中野 史洋 (宇宙科学館)  

 中尾 史郎 (京都府大・院生命環境) D308 

◎ 中瀬 悠太 (国立科学博) B106 

◎ 中谷 至伸 (農環研) B303 

 南部 隆宏 (神戸大院・昆虫多様性生態学) 

  B309 

◎ 那須 翔太 (佐賀大・農) A311 

 那須 義次 (大阪環農水研農大) W2C5 

◎ 二町 一成 (鹿児島昆虫同好会)  

◎ 西川 勝 (愛媛大)  

 西森 敬晃 (広島大・生物圏) B308 

◎ 野村 周平 (国立科博) C213 

◎ 野中 俊文 (株式会社 建設技術研)  

◎ 沼田 英治 (京大院・理)  
 

O 
◎ 小比賀 光紘 (香川大・農) A301 

◎ 小田切 顕一 (九大院・比文) D205 

◎ 緒方 一夫 (九大・熱研セ)  

◎ 小川 直記 (北大・農・昆虫体系) C212 

◎ 小川 遼 (神戸大・農・昆虫) D208 

◎ 大串 俊太郎 ((一財)九環協)  

◎ 大原 昌宏 (北大・総合博)  

◎ 大庭 伸也 (長崎大・教育・生物) A208 

◎ 大島 一正 (京都府大・院生命環境) W1G1 

◎ 岡本 宇宙 (佐賀大・農) A312 

◎ 緒勝 祐太郎 (福島大・院) C202 

◎ 奥島 雄一 (倉敷自然史博)  

 大西 由里子 (神戸女学院大)  

 小野 榮子 (今治西高) D309 

 小野寺 賢介 (道総研林試) A209 

◎ 長田 庸平 (九大院・生資環・昆虫) B213 

◎ 大澤 直哉 (京大院・農)  
 

R 
 Rahman Md Mamunur (九大・熱研セ) D210 
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S 
 佐伯 順子 (九大・博) W1G3 

◎ 三枝 豊平 (名誉会員) C211 

◎ 税所 康正 (広島大)  

◎ 斉藤 明子 (千葉中央博)  

◎ 西藤 誉志也 (ケイエス企画)  

◎ 坂巻 祥孝 (鹿大・農)  

◎ 坂本 洋典 (玉川大・脳科学研) W2D1 

◎ 坂本 佳子 (国立環境研) C112, SA2 

◎ 佐野 正和 (農研機構 野菜茶研)  

◎ 笹川 満廣 (名誉会員)  

 佐々木 大樹 (創価大)  

◎ 佐藤 宏明 (奈良女子大・理) W2C1 

 佐藤 芳文 (京都医療科学大)  

◎ 関 亮彦 (弘前大・白神研) C210 

◎ 関根 一希 (高麗大・BK21) D104 

 渋谷 和樹 (東北大院・農) B307 

 渋谷 園実 (東京大・自然環境学) W1E2 

◎ 嶌 洪 (九大・博)  

◎ 嶋田 敬介 (石川県立自然史資料館) W2E2 

 島崎 祐樹 (高知大・農) D105 

◎ 清水 晃 (首都大院・理工) B210 

 清水 壮 (筑波大) W1B3 

◎ 新川 勉 (鹿大・農・害虫) C302 

◎ 新谷 喜紀 (南九州大・昆虫生態) C310 

◎ 塩田 真紀 (香川大・農) A302 

◎ 白濱 祥平 (佐賀大・農) A106 

 曽田 貞滋 (京大院・理) D112 

◎ 末吉 昌宏 (森林総研・九州) B312 

◎ 菅原 有真 (九大院・生資環・天昆) A101 

 杉本 美華 (九大・博) B214 

◎ 須島 充昭 (東大・総合文化) A214 

◎ 鈴木 良芽 (九大院・地球社会) A211 

◎ 鈴木 誠治 (北大・農) W2E1 

◎ 鈴木 智也 (信州大・理) D108 

◎ 庄司 一貴 (首都大学東京) A310 
 

T 
◎ 田端 純 (農環研) B305 

◎ 舘 卓司 (九大院・比文) A105 

◎ 多田内 修 (九大・理・生物)  

◎ 高木 正見 (九大院・農・生防研)  

 高橋 一馬 (岡山大) W2A2 

 髙橋 直樹 (九大・博)  

◎ 高倉 武 (山大・農・昆虫)  

◎ 高野 俊一郎 (九大院・農・生保管)  

 高須 啓志 (九大院・農・生保管) W1G2 

◎ 髙須賀 圭三 (神戸大院・農・昆虫多様性) 

  A102 

◎ 武田 光能 (農研機構 野菜茶研)  

◎ 竹中 將起 (信州大・理工) D102 

◎ 田中 宏卓 (国立環境研) C109 

◎ 田中 一裕 (宮城学院女子大・学芸) C312 

 田中 幸一 (農環研) C207, W2B3 

◎ 谷田 昌也 (茨木市)  

 谷田 光弘 (柴胡ケ原 環境研)  

◎ 舘田 開 (北大院・昆虫体系)  

◎ 立田 晴記 (琉大・農) W1F1 

◎ 寺田 剛 (沖縄市立郷土博)  

◎ 戸田 正憲 (北大・総合博)  

◎ 土岐 和多瑠 (京大・生態研セ) A307 

◎ 徳田 誠 (佐賀大・農) SC4 

◎ 羽田 智子 (京都府大・院生命環境) D214 

 土屋 香織 (北大・農) W1F2 

◎ 辻 尚道 (九大・農・昆虫)  

◎ 鶴井 香織 (琉大・戦略的研究セ) W1F3 

 塘 忠顕 (福島大・共生システム理工)  

 津田 みどり (九大院・農・生防研) D305 
 

U 
◎ 内舩 俊樹 (横須賀市自然・人文博) C108 

◎ 上田 明良 (森林総研・九州) C201, W1E1 

◎ 上田 恭一郎 (北九州自然史・歴史博)  

 上田 昇平 (信州大) W2F1 

 植田 義輔 ((株)環境総合テクノス)  

◎ 上野 高敏 (九大院・農・生防研) A213 
 

W 
◎ 渡辺 恭平 (神奈川県博) C107 

◎ 渡邊 紗織 (北大・農・動物生態) A212 

◎ 渡 康彦 (芦屋大・臨床教育)  
 

Y 
◎ 屋宜 禎央 (九大院・生資環・昆虫) B112 

◎ 矢後 勝也 (東大・総研博) D206 

◎ 八尋 克郎 (琵琶湖博) W2C4 

◎ 山田 量崇  (徳島県博) C306 

 山田 佳廣 (三重大院・生物資源)  

◎ 山口 大輔 (九大・農・昆虫)  

◎ 山本 優 (下関市)  

◎ 山本 直 (大阪府大院・昆虫) B108 

◎ 山本 周平 (九大院・生資環・昆虫) B102 

◎ 山中 康如 (日大・生物資源) A304 

◎ 山崎 和久 (東大院・生態調和) C208 

◎ 矢野 宏二 (山口市)  

◎ 谷野 宏樹 (信州大) D107 

◎ 吉田 正隆 (徳島市)  

◎ 吉松 慎一 (農環研) B212 

 吉村 英翔 (三重大院 生物資源) A308 

◎ 吉村 正志 (沖縄科学技術大学院大)  

◎ 吉村 真由美 (森林総研・関西) C113 

◎ 吉野 広軌 (東大・院農) D101 

 吉武 啓 (農環研) B105 

◎ 吉富 博之 (愛媛大) B103 

◎ 吉澤 和徳 (北大・農・昆虫体系) D113 

◎ 吉澤 聡史 (九大院・比文) B110 

◎ 湯川 淳一 (名誉会員) A205 




