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プログラム 

10:00 ~ 17:00 研究発表会（講義棟 2 階 1204 教室） 

10:00 ~ 10:35 研究計画発表 セッション 1｜座長 福田悠人 TK 牧 柚希 

1. オオカマキリの前脚と中脚を用いた再生速度の比較研究 _________________________ 瀬尾朋渚 

2. 奄美大島で採集したコメツキムシ科と今後の研究計画について ___________________ 葛坂 凌 

3. ハナムグリ亜科の幼期における分類 _____________________________________ 瀬島勇飛 

4. キタガミトビケラの造巣行動の解明 ___________________________________________ 板倉拓人 

5. ゴキブリ属とチャバネゴキブリ属の走光性の有無について _______________________ 林 幸希 

10:35 ~ 10:50 休憩（15 分） 

10:50 ~ 11:35 研究計画発表 セッション 2｜座長 櫛引颯太 TK 永田 旺 

6. 宮古島における Tenodera 属 2 種の生息環境に関する研究 _________________________ 河瀨貴憲 

7. 昆虫学研究室所蔵の南西諸島産ゾウムシ標本の整理 _____________________________ 工藤誠人 

8. 研修センターの伊豆諸島産蛾類の標本整理とデータベース作成 ___________________ 迫 誠司 

9. 甲虫における解剖を伴わない交尾器の確認法 ___________________________________ 新山 旺 

10. キイロハバチの寄主範囲の解明 _____________________________________________ 古田あやめ 

11. 和歌に詠われた昆虫 _______________________________________________________ 岡﨑菜緒子 

11:35 ~ 11:50 休憩（15 分） 

11:50 ~ 12:35 研究計画発表 セッション 3｜座長 福田悠人 TK 萩原賢治 

12. バッタ目バッタ科における成虫と若虫の大腮の形態の比較研究 ___________________ 島野 椋 

13. ナナフシ目の前胃における比較形態学的研究 ___________________________________ 澄川智紀 

14. クワガタムシ科における前翅会合部微細構造の観察 _____________________________ 関山恵祐 

15. サシゲチビタマムシの系統地理学的研究 _______________________________________ 谷浦昌博 

16. 解剖による日本産ゴミムシダマシ類の食性調査 _________________________________ 磯野 創 

17. ゲンゴロウ科の上翅構造と行動との関連性 _____________________________________ 工藤翔里 

12:35 ~ 13:35 昼休憩（60 分） 

13:35 ~ 14:30 学部生研究発表｜座長 加藤優羽 TK 今福悠人 

18. 日本産ナガタマムシ属の雌交尾器における比較形態学的研究 _____________________ 佐伯智哉 

19. 日本産シリボソクロバチ科について ___________________________________________ 松本健児 

20. 日本産ヒメハナカミキリ属 Pidonia の分類学的再検討 ____________________________ 原田惇作 

21. 日本産ニセイネゾウムシ属（甲虫目，イネゾウムシ科）の分類学的研究 ____________ 古橋紗瑛 

22. ハムシ科における卵表面構造の比較 ___________________________________________ 山田昌美 

14:30 ~ 14:45 休憩（15 分） 
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14:45 ~ 15:30 教員研究発表｜座長 嶋本習介 TK 樽 宗一朗 

23. “こばね”のクロトビイロサシガメの正体 _______________________________________ 石川 忠 

24. アシブトゾウムシ族（甲虫目，ゾウムシ科）の 2 新分類群 ________________________ 小島弘昭 

25. 外来昆虫ブタクサハムシの侵入地環境への適応：光周性の変化と地理的変異 ________ 田中幸一 

15:30 ~ 15:45 休憩（15 分） 

15:45 ~ 17:00 院生研究発表｜座長 長野宏紀 TK 牛木洋介 

26. 東洋区初記録となる Idiocysta 属のグンバイムシについて _________________________ 相馬 純 

27. 日本産カメムシ科 Myrocheini 族の 1 不明種及び Caystrus 属，Eocanthecona 属の分類学的研究 

_________________________  城 遥 

28. 日本産チビタマムシ族の分類学的再検討および寄主利用の進化 

～分子データを用いた系統解析に基づいて～ ___________________________________ 瑤寺 裕 

29. 日本産カマキリ目における雌生殖器の形態および同定形質としての有用性 _________ 大島千幸 

30. 食糞性コガネムシ類における後翅折り畳み様式の比較形態学的研究 _______________ 金子直樹 

18:00 ~ 20:00 忘年会（研究棟 2 階 形態系実験室） 

 

 

 

発表時間 

計画発表 学部生：発表 5 分， 質疑応答 2 分（1 鈴 4 分／2 鈴 5 分／3 鈴 7 分） 

研究発表 学部生：発表 8 分， 質疑応答 2 分（1 鈴 5 分／2 鈴 8 分／3 鈴 10 分） 

その他：発表 12 分，質疑応答 3 分（1 鈴 8 分／2 鈴 12 分／3 鈴 15 分） 

 

発表される皆様へ 

○ 教室前方に発表用ノートパソコンを用意しています。10 時の開始前に所定のフォルダに発表用

スライドを入れ、動作確認を行ってください。 

○ 自分の発表するセッションでは前の方の座席に座り、スムーズに交代できるようにしてくださ

い。 

○ タイトなスケジュールですので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

※このプログラムは当日の都合により変更になる場合があります．あらかじめご了承下さい． 
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参加される OB のみなさんへ 

○ 発表会は入退室自由です． 

○ 会場は 9 時半に開場しますが，会場設営を同時に行いますのでご容赦ください． 

○ 忘年会費は 4000 円です．当日，旧幹事の嶋本が徴収します． 

○ 当日，構内コンビニ・レストラン等は休業しております．大学最寄りのコンビニまでは徒歩 10

分ほどかかりますので，昼食は事前にご購入のうえお越しください． 

会場へのアクセス  

小田急線本厚木駅 徒歩 約 30 分，バス 約 15 分 

※自動車等での入構はできません．公共交通機関をご利用ください． 

バス時刻表（厚 109 系統｜本厚木駅南口～東京農業大学） 運賃 180 円 IC 運賃 175 円 

東京農業大学 行  本厚木駅南口 行 

時 分  時   分 

9 05 25 45 9 10 50 

10 05 35 10 10 

11 15 55 11 00 40 

12 35 12 20 

13 15 55 13 00 40 

14 35 14 20 

15 15 55 15 00 40 

16 35 16 20 

17 35 55 17 00 40 

18 35 18 20 

19 15 19 00 40 

20 35 20 20 

21 25 21 10 40 (最終) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至 本厚木 

※本厚木駅南口の再開発工事に伴い，

バス乗り場が変更になりました． 

厚木キャンパス案内図 


