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開催日
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1
Masayuki Nakamichi, Chisa Murata,
Ryo Eto, Naoko Takagi and Kazunori
Yamada

Daytime mother-calf relationships in reticulated giraffes (Giraffa
cameloparadalis)

Zoo Biology 34(2): 110-117. March/April 2015

2 大阪府立園芸高校　ツバメ ツバメのDNA分析による繁殖地域間の遺伝的類縁性 バイオ研究部活動報告書

3 赤木由美 動物の助数詞について 卒業論文
京都女子大学文学部国文
学科

4 田中正之
ちびっこチンパンジーと仲間たち161 （勉強するゴリラの子，勉強しないチン
パンジーの子）.

科学85(5): 458-459.
平成27年5月
岩波書店

5
田中正之，前垣慧，松永雅之，島田
かなえ，伊藤二三夫，佐々木智子

Serial Learning in Zoo Primates-An Exhibition of Primate Intelligence-
動物園飼育の霊長類における系列学習-霊長類の知性の展示-

ICCE（第12回国際環境エンリッチメン
ト会議）

平成27年5月24日～28日
北京動物園

6
Kota Okabe, Kazuhiko Nakano,
Motoharu Sato, Kaoru Kawaguchi &
Masayuki Tanaka

Effects of conspecifics on behaviors of an infant red panda reared by
humans.

ICCE（第12回国際環境エンリッチメン
ト会議）

平成27年5月24日～28日
北京動物園

7

Yumi Yamanashi, Masayuki
Matsunaga, Kanae Shimada,
Ryuichiro Kado, Yukio Kobayashi,
Masayuki Tanaka

Do chimpanzee pound to eat?-Spontaneous acquisition of new types of
tool-using behaviors and effects on welfare in zoo-living chimpanzees
チンパンジーは食べるために杵つきをするか？　新しいタイプの道具使用
行動の自発的獲得と動物園飼育のチンパンジーの福祉への効果

ICCE（第12回国際環境エンリッチメン
ト会議）

平成27年5月24日～28日
北京動物園

8
伊藤英之Tanya Langenhorsnst，Rob
ogden,Inoue-Murayama Miho

Genetic polymorphisms of candidate genes relating behavior traits in zebra
species(シマウマにおいて行動特性に関連する候補遺伝子の遺伝子多型)

大型動物研究を軸とする熱帯生物多
様性保全研究国際セミナー

平成27年6月9日
京都大学理学セミナーハウ
ス

9

Yumi Yamanashi, Masayuki
Matsunaga, Kanae Shimada,
Ryuichiro Kado, Yukio Kobayashi,
Masayuki Tanaka

Maintaining behavioral diversity of captive chimpanzees: how chimpanzees
acquire new behavioral patterns in a zoo?
飼育下チンパンジーの行動多様性を維持する試み：動物園のチンパンジー
はどうやって新しい行動パターンを獲得するのか？

大型動物研究を軸とする熱帯生物多
様性保全研究国際セミナー

平成27年6月9日
京都大学理学セミナーハウ
ス

10
山梨裕美，松永雅之，島田かなえ，
門竜一郎，小林幸雄，田中正之

飼育チンパンジーの行動多様性を維持する
－動物園で新しい行動パターンを獲得する過程の分析－

大型動物研究を軸とする熱帯生物多
様性保全研究国際セミナー

平成27年6月9日
京都大学理学セミナーハウ
ス

11 石塚慎太郎，田中正之 My Study　activity　in　ZOO
京都大学博士課程教育リーディング
プログラム合同ワークショップ2015

平成27年6月18日
京都大学百周年時計台記
念館　国際交流ホール

12 米田弘樹 アジアゾウ導入からこれまでのトレーニングの経過について
平成27年度近畿ブロック飼育係研修
会

平成27年6月25日
みさき公園
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13 荒蒔祐輔 ブラジルバク授乳頻度の調査について
平成27年度近畿ブロック飼育係研修
会

平成27年6月25日
みさき公園

14 松岡賢司，塩田幸弘 糖尿病を呈したアカゲザルの一例について 平成27年度近畿ブロック臨床研究会
平成27年7月6日
須磨海浜水族園

15 田中正之 京都市動物園の継続的なタンザニア研修とその展開 第31回日本霊長類学会　自由集会
平成27年7月18日
京都大学百周年時計台国
際交流ホール

16 和田晴太郎 身近な環境にも目を向ける京都市動物園の取り組み 第31回日本霊長類学会　自由集会
平成27年7月18日
京都大学百周年時計台国
際交流ホール

17
田中正之，松永雅之，島田かなえ，
伊藤二三夫，佐々木智子

京都市動物園における飼育下霊長類４種における系列学習－霊長類の知
性を展示する

第31回日本霊長類学会
平成27年7月19日
京都大学百周年時計台国
際交流ホール

18
伊藤英之，ターニャ・ランゲンホルス
ト，ロブ・オグデン，村山美穂

Population genetic diversity and hybrid detection in captive zebras.
 （飼育シマウマの遺伝的多様性と雑種の検出）

Scientific Reports 5, Article number:
13171 (2015)

Received:17 March 2015
Accepted:20 July 2015
Published online:21 August
2015

19

郷康広，辰本将司，Qian Li，Liu He，
大石高生，鵜殿俊史，重信秀治，柿
田明美，那波宏之，Philipp
Khaitovich

ヒト脳と類人猿脳における時空間的比較トランスクリプトーム解析 日本進化学会第17回大会
平成27年8月20日-23日
中央大学後楽園キャンパス

20
Hideyuki Ito，Tanya Langenhorst，
Rob Ogden,Miho　Inoue-Murayama

Androgen receptor genep polymorphism in zebra species META GENE　５（2015）120-123 平成27年9月1日

21
花塚優貴，木村幸一，今西鉄也，田
中正之，緑川晶

認知エンリッチメントツールとしてのiPadの利用可能性－スマトラオランウー
タンを対象とした事例研究－.

動物園水族館雑誌 56(3): 71-79.

22
田中正之，前垣慧，伊藤二三夫，
佐々木智子，長尾充徳

Spatial use of western gorilla in a new facility of kyoto city zoo-To make
an exhibition of arboreal gorillas-京都市動物園のニシゴリラ屋外グラウンド
における空間エンリッチメント－樹上性ゴリラを見せることができるか－

国際応用動物行動学会第49回大会
平成27年9月14日-16日
北海道大学

23

郷康広，辰本将司，Li　Qian，He
Liu，大石高生，鵜殿俊史，重信秀
治，柿田明美，那波宏之，Khaitovich
Philipp

ヒト脳と類人猿脳における時空間的比較トランスクリプトーム解析 日本遺伝学会第８７回
平成27年9月24日-26日
東北大学（川内北キャンパ
ス）

24
吉田 信明，田中　正之，和田　晴太
郞

動物園におけるセンサー情報・飼育情報の統合管理・分析技法に基づく種
の保存および環境教育活動支援プログラムの研究開発（132307006）
Research and development of wildlife educational programs in zoos based
on sensor data analysis and husbandry information management.

総務省の「ICTイノベーションフォーラ
ム」

平成27年10月7日
幕張メッセ国際会議場
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25
塩田幸弘，髙木直子，釜鳴宏枝，羽
原達也，太田能之

右心不全及び肝機能障害を呈したツシマヤマネコの一症例 平成27年度獣医学術近畿地区学会
平成27年10月11日
大阪府立大学

26
岡部光太，髙木直子，中野和彦，塩
田幸弘，川口かおる，佐藤元治

レッサーパンダの交尾ペアにおける同居時の関係性 第63回動物園技術者研究会
平成27年10月21日‐23日
オークラ千葉ホテル

27 田中正之 飼育下チンパンジーの生活スキルについて 第63回動物園技術者研究会
平成27年10月21日‐23日
オークラ千葉ホテル

28 山梨裕美
チンパンジーはどのように新しい行動を習得するのか～京都市動物園での
事例～

第63回動物園技術者研究会
平成27年10月21日‐23日
オークラ千葉ホテル

29
伊藤英之，楠田哲士，秋葉由紀，高
原由妃，落合絵美，佐藤安優美，高
桑省吾，鈴木貴久，西角知也

グレビーシマウマの繁殖生理に関する調査研究 第19回種保存回議
平成27年11月6日‐8日
ホテル日航熊本

30
黒田恭子，柳本博，松岡賢司，岩橋
宣明，米田弘樹，荒蒔祐輔，安井早
紀，瀬尾 亮太

ラオスからの新規個体導入 第25回ゾウ会議
平成27年11月10日
マリオス（盛岡地域交流セ
ンター）

31
和田晴太郎，田中正之，坂本英房，
髙山光史

ゾウの繁殖プロジェクトの進捗について 第25回ゾウ会議
平成27年11月10日
マリオス（盛岡地域交流セ
ンター）

32 和田晴太郎，板倉豊 動物園で環境教育 SAGA１８
平成27年11月14日
京都市動物園

33
田中正之，伊藤二三夫，松永雅之，
水野章裕，佐々木智子

京都市動物園における霊長類の「お勉強」展示 SAGA１８
平成27年11月14日
京都市動物園

34 佐々木智子 タンザニア研修報告 SAGA１８
平成27年11月14日
京都市動物園

35 荒蒔祐輔 ブラジルバク授乳頻度の調査 SAGA１８
平成27年11月14日
京都市動物園

36
山梨裕美，島田かなえ，水野章裕，
門竜一郎，田中正之

チンパンジー・ベッド作り大作戦！～飼育チンパンジーのベッド作り行動を
促すための寝台の設置と行動評価～

SAGA１８
平成27年11月14日
京都市動物園

37
山田英里, 中野雄介, 吉川禄助, 泉泰
輔, 小林朋子，任鳳蓉, 宮沢孝幸, 小
柳義夫, 佐藤佳

Functional positive selection of a bovine APOBEC3 driven by bovine
lentovirus（ウシレンチウイルスによるウシ族APOBE3駆動の機能的選択）

第63回日本ウイルス学会学術集会
平成27年11月22日‐24日
福岡国際会議場

38 岡部光太 高齢レッサーパンダにおける飼料管理の一例
平成27年度近畿ブロック動物園技術
者研究会

平成27年11月24日
淡路ファームパークイングラ
ンドの丘
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39 岡部光太，髙木直子，和田晴太郎 ツシマヤマネコを主題とした地域団体との教育の試み
第56回日本動物園水族館教育研究
会沖縄大会

平成27年11月27日‐28日
沖縄こどもの国

40 Tanaka M
Bringing Zoology back to the Zoo: The zoo as a research and education
tool.

Research Activities 5(3): 24.
平成27年12月
京都大学

41
中野雄介,山田英里,吉川禄助,泉泰
輔,小林朋子,三沢尚子,任鳳蓉,佐藤
佳,小柳義夫

ウシ族APOBEC3Z2蛋白質の発現レベルの差異とその進化的意義 第38回分子生物学会
平成27年12月1日‐4日
神戸ポートアイランド

42 田中正之 ゴリラ的な生活の実現 エンリッチメント大賞2015
平成27年12月5日
東京大学弥生講堂

43
Carelli FN, Hayakawa T, Go Y, Imai H,
Warnefors M, Kaessmann H

The life history of retrocopies illuminates the evolution of new mammalian
genes.

Genome Research
 Published online Jan. 4,
2016

44 有馬春香 大型ネコ科動物はマタタビにどのうように反応するのか？ 卒論発表会
平成28年3月1日
麻布大学

45 青木翔吾 休園と絶食が飼育下のジャガーとライオンに及ぼす影響 卒論発表会
平成28年3月1日
麻布大学

46 古茂田千尋 ジャガーとライオンでは生きた魚 卒論発表会
平成28年3月1日
麻布大学

47
土井穂波，山田一憲，田中正之，和
田晴太郎，中道正之

京都市動物園を訪れる来園者にとってのふれあいグラウンドの役割
ヒトと動物の関係学会第22回学術大
会

平成28年3月5日‐6日
東京大学　弥生講堂

48
水野佳緒里，安井早紀，田中正之，
伊谷原一

Individual identityof low frequency calls in captive immature Asian
elephants.(飼育下未成熟アジアゾウにおける低周波音声の個体性)

The 4th Design Symposium　on
Consernation of  Ecosystem

平成28年3月16日
京都大学

49 米田弘樹 好奇心旺盛な子ゾウたち～ドングリから タイヤまで～ ず～だなも　動物園大学⑥in犬山
平成28年3月20日
日本モンキーセンター

50

岡部光太,，田中正之，和田晴太郎，
岡橋要，長尾充徳，門竜一郎，島田
かなえ，山梨裕美，橋本直子，小倉
匡俊，萩原慎太郎，三家詩織，山崎
彩夏

うちのネコ科動物に環境エンリッチメント実践型ワークショップを実施しまし
てん ～ワークショップのその後～

ず～だなも　動物園大学⑥in犬山
平成28年3月20日
日本モンキーセンター

51 荒蒔祐輔 ブラジルバクの授乳期間観察および発達の調査 ず～だなも　動物園大学⑥in犬山
平成28年3月20日
日本モンキーセンター

52
土井穂波，山田一憲，田中正之，和
田晴太郎，中道正之

京都市動物園を訪れる来園者にとってのふれあいグラウンドの役割 修士論文
平成27年3月
大阪大学
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53

吉田信明，鈴木勝宏，原祥介，大西
匡明，西村洋泰，迫田翔哉，高島良
彰，田中正之，和田晴太郎，高木直
子，釜鳴宏枝，酒井俊英，中村優，塩
瀬隆之

ロボットが動物園にやってきた～ロボットを活用した動物園案内の
試み

ず～だなも　動物園大学⑥in犬山
平成28年3月20日
日本モンキーセンター

54
土井穂波，山田一憲，田中正之，和
田晴太郎，中道正之

京都市動物園を訪れる来園者にとってふれあいグラウンドはどのような役
割を果たしているのか

ず～だなも　動物園大学⑥in犬山
平成28年3月20日
日本モンキーセンター

55

山梨裕美，橋本直子，田中正之，和
田晴太郎，岡橋要，長尾充徳，岡部
光太，島田かなえ，小倉匡俊，萩原
慎太郎，三家詩織，山崎彩夏

第一回環境エンリッチメント実践型ワークショップの開催＠京都市動物園 ず～だなも　動物園大学⑥in犬山
平成28年3月20日
日本モンキーセンター

56
藤澤加悦，佐藤英雄，飯野雄治，古
田洋，太田真琴，田中正之

飼育下のインドゾウの飼育環境改善の試み. ず～だなも　動物園大学⑥in犬山
平成28年3月20日
日本モンキーセンター

57 川北安奈，山田一憲，中道正之 京都市動物園の幼獣オスキリンのフレーメンについて ず～だなも　動物園大学⑥in犬山
平成28年3月20日
日本モンキーセンター

58
岡部光太，青木翔吾，有馬春香，古
茂田千尋，渡邉英博，伊藤英之，田
中正之，田中智夫，植竹勝治

飼育下ネコ科2種における絶食・マタタビ・活魚に対する反応
日本家畜管理学会・応用動物行動学
会２０１６年度春季合同研究発表会

平成28年3月30日
日本獣医生命科学大学

59
田中正之，水野章裕，松永雅之，長
尾充徳

群れ飼育チンパンジーにおける認知エンリッチメント課題参加意欲に及ぼ
す影響

日本家畜管理学会・応用動物行動学
会２０１６年度春季合同研究発表会

平成28年3月30日
日本獣医生命科学大学

60
萩原慎太郎，森村成樹，田中正之，
岡本智伸，伊藤秀一

アジアゾウにおける行動の左右差に関するアンケート調査
日本家畜管理学会・応用動物行動学
会２０１６年度春季合同研究発表会

平成28年3月30日
日本獣医生命科学大学


