
日本爬虫両棲類学会
第４３回大会
プログラム

京都大学大学院理学研究科
２００４年１０月２３日 (土)～２４日 (日) 京都



日本爬虫両棲類学会　第 43 回大会　日程

2004 年 10 月 23 日（土）    2003 年 10 月 24 日（日）

　受付　　　　　09:00～ 　口頭発表　　　09:00～10:35

　開会　　　　　10:15 　ポスター発表　10:35～12:00

　口頭発表　　　10:30～12:05 　記念写真撮影、昼食

　昼食 　総会　　　　　13:30～14:30

　口頭発表　　　13:30～15:05 　口頭発表　　　14:30～16:20

　ポスター発表　15:05～16:30 　

　特別講演　　　16:30～18:30 　自由集会　　　17:00～20:00

　懇親会　　　　18:30～20:30  

会場：京都大学理学研究科６号館３階（ポスターは４階）

　　　（京都市左京区北白川追分町，最寄りのバス停は「京大農学部前」） 

会費：大会参加費 3,500 円，懇親会費 4,500 円

　　

大会事務局：〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 京都大学大学院理学研究科動物学教室内 

日本爬虫両棲類学会第 43 回大会実行委員会　疋田　努　e-mail：tom@zoo.zool.kyoto-u.ac.jp

Tel：075-753-4091，Fax：075-753-4114　注意：開催日は電話に出れません。

受付は９時から。３階に大会受付、クロークがあります。

口頭発表をされる方へ

　講演は１題につき発表時間 12 分、質疑応答が３分です。10 分、12 分、14 分 30 秒に予鈴をならします。

OHP の枚数、PC プロジェクターのページ数に制限はありませんが、発表時間を厳守してください。会場には

Mac (MacOS X 10.3.5)、Windows (XP)を用意します。持ち込まれたノートパソコンをつなぐことはできません。

PCプロジェクター用のデータはCD-R に焼き、OS、ソフト名、講演番号、発表者名を明記して早めに受付に提

出してください。CD-Rが破損して読めないトラブルが起きることもありますので、フラッシュメモリー等に別

にコピーを用意していただいた方が安全です。前もって郵送していただければ、問題がないかチェックいたし

ます。

ポスター発表される方へ

　ポスター会場は、４階ロビーと402 号室です。パネルに講演番号を付けていますので、所定の場所にはって

ください。パネルは幅90cmX 高さ120cmです。10 月 23 日（土）には奇数番号、10 月 24（日）には偶数番

号の発表者がポスター前でお立ちください。ただし、都合が悪い場合には奇数偶数にこだわらず、どちらかに

お立ちいただいてかまいません。ポスターは講演番号にかかわらず、10 月 23 日の午前中からおはりいただいて

結構です。ポスターは10 月 24 日の16:30 までにはがしてください。この時刻までにはがされていないポスター

は事務局で処分いたします。

講演要旨の提出

　講演要旨はできるかぎり電子データでお願いします。詳細は別紙の和文誌編集委員会からのお知らせを参

照してください。
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特別講演

10 月 23 日（土）Ａ会場（３０１号室）16:30～18:30

S-01 リチャード・ゴリス（横浜市立大学）

「ヘビ少年の冒険」

S-02 岩澤久彰（新潟大学）

「発生段階表製作のこと」

自由集会

10 月 24 日（日）17:00～20:00

カエル探偵団

内容：カエルを含む生きものに配慮した水田整備（仮題）

場所：理学研究科２号館１階第１講義室（1 ２０号室）　

カメ懇話会

内容：最近のカメの状況についての情報・意見を交換する

場所：理学研究科２号館１階第３講義室（130 号室）　
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口頭発表　Ａ会場（３０１号室）　10 月 23 日（土）　

A-01　10:30～10:45　○森哲・戸田守（京大・理・動物）

「ヒメハブの待ち伏せ場所選択：日々の待ち伏せ場所」

A-02　10:45～11:00　田中幸治（京大・理・動物）

「電波発信器を用いた黒化型およびストライプ型のシマヘビにおける体温調節に関する

　研究」

A-03　11:00～11:15　池内敢（京大・理・動物）

「季節によるニホンヤモリの微環境選択—体温調節の観点から—」

休憩　５分

A-04　11:20～11:35　○大河内勇・吉村真由美（森林総研・昆虫）

「小笠原諸島におけるグリーンアノールの個体群密度」

A-05 　11:35～11:50　○山城彩子（琉大・熱生研），小田愛（琉大・理・海自），太田英利（琉大・

熱生研）

「単為生殖種オガサワラヤモリ（爬虫綱，ヤモリ科）の異なる２つのクローン間における

　繁殖特性の比較」

A-06　11:50～12:05　○高橋洋生・長谷川雅美（東邦大・理）・森哲・池内敢（京大・理・

　動物）

「マダガスカル西部乾燥林におけるFurcifer属カメレオンの生活史」

昼休み　１時間２５分

A-07　13:30～13:45　増永元（琉大・熱生研）

「イイジマウミヘビ（爬虫綱，コブラ科）における消化管内容物の季節変異」

A-08　13:45～14:00　○木寺法子（琉大・理工・海環）・太田英利（琉大・熱生研）

「琉球列島およびその周辺地域に分布するヘビ類におけるヒキガエル毒への耐性の変異」

A-09　14:00～14:15　○宇都宮妙子（広島市）・亀山剛（復建・環境・生物）

「広島県におけるダルマガエル Rana porosa brevipoda Ito の今昔話」

休憩　５分

A-10　14:20～14:35　○藤谷武史(東山動物園）・三谷伸也（鳥羽水族館）・三浦郁夫（広大・理・両

生研）

「愛知県北西部で高頻度・広範囲に出現するトノサマガエルのアルビノ幼生」

A-11　14:35～14:50　竹中践（北東海大・教セ）

「エゾアカガエル（Rana pirica) の繁殖活動の年変動」

A-12　14:50～15:05　○高原輝彦（工繊大・工芸科学・化学生態）・神松幸弘（地球研）・山岡亮平

（工繊大・工芸科学・化学生態）

「捕食者由来の化学物質がニホンアマガエルとツチガエルの幼生に及ぼす影響の比較」
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口頭発表　Ｂ会場（３０３号室）　10 月 23 日（土）　

B-01　10:30～10:45　松井正文（京大・人間環境）

「サバナガレガエルの２型について」

B-02　10:45～11:00　○西川完途・松井正文・島田知彦（京大・人間環境）・モハメド=マリアッティ

（サバ大）

「マレーシア・サバ州産アシナシイモリの遺伝的変異」

B-03　11:00～11:15　○島田知彦・松井正文（京大・人間環境）

「DNA解析を利用したボルネオハヤセガエル数種の成体-幼生間の正しい対応づけ」

休憩　５分

B-04　11:20～11:35　○住田正幸・町山文朗・倉林敦・黒瀬奈緒子・西岡みどり（広島大・院理・両生

類研）・Md. Mk. R. Khan・Md. Mafizul Islam・Md. Shafiqul Alam（バングラデシュ農業大・水

産）・松井正文（京大・人間環境）・太田英利（琉大・熱生研）・倉本満（宗像市）

「アジアに広範に分布するヌマガエル種群における遺伝的分化と繁殖隔離機構—交雑実験およびミ

トコンドリアDNA遺伝子の塩基配列からの推定—」

B-05　11:35～11:50　○井川武・倉林敦・西岡みどり・住田正幸（広島大・院理・両生類研）

「ニホンヒキガエルのミトコンドリアゲノム全塩基配列の決定とそれに基づく系統関係の

　推定」

B-06　11:50～12:05　○黒尾正樹・高橋裕美・稲田英理子（弘前大・農学生命）・長谷川葉子（弘前大

院・農学生命）・呉貫夫・曽暁茂（中国科学アカデミー・成都生物研）・池部千賀子（東邦大・

薬）・河野晴一（東邦大・理）

「サンショウウオ科６種における高頻度反復ＤＮＡの解析と系統類縁関係」

昼休み　１時間２５分

B-07　13:30～13:45　○池部千賀子・催愛花（東邦大・薬・生物）・久保田宗一郎・河野晴一（東邦大・

理・生物）

「Hynobius属４種の染色体の核小体形成部位とFISH法によるクロサンショウウオのメジャーrRNA
遺伝子座の検索」

B-08　13:45～14:00　○迫洸佑・岡本慶・水野健一郎・谷川俊輔・水津慶信・中西貴浩・川住京介・原

田雄紀・森田達己・赤川雅美・澤口友昭（広島・国泰寺高）・福本幸夫・桑原一司・足利和英

（安佐動物公園）・三浦郁夫（広島大・院理・両生類研）

「オオサンショウウオの反復DNA配列—パリンドロームに富むXba repeat—」

B-09　14:00～14:15　○岡本慶・迫洸佑・水野健一郎・谷川俊輔・水津慶信・中西貴浩・川住京介・原

田雄紀・森田達己・赤川雅美・澤口友昭（広島・国泰寺高）・福本幸夫・桑原一司・足利和英

（安佐動物公園）・三浦郁夫（広島大・院理・両生類研）

「オオサンショウウオのミトコンドリアゲノム—その遺伝子構造と進化速度—」

休憩　５分

B-10　14:20～14:35　○三浦郁夫（広島大・院理・両生類研）・Trevayne Fernandez（Australian Music

Examination Board）・森田達巳・赤川雅美・澤口友昭（広島・国泰寺高）・福本幸夫・桑原一

司・足利和英（安佐動物公園）

「オオサンショウウオの遺伝子メロディー」

B-11　14:35～14:50　○富永篤・松井正文・西川完途（京大・人間環境）・田辺真吾（京都市）

「ブチサンショウウオの形態変異について」

B-12　14:50～15:05　戸田守（京大・理・動物）

「タカラヤモリ型隠蔽種２種の鑑別形質の検討と系統学的位置」
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口頭発表　Ａ会場（３０１号室）　10 月 24 日（日）　

A-13　09:00～09:15　○関谷國男・石田千晶・小池隆史（新潟大・理・自然環境）

「小佐渡山中における放棄水田とその復元水環境に見られる両生類」

A-14　09:15～09:30　小山淳（宮城古川農試）

「寒冷地の水田におけるニホンアカガエルの生活史と水路の役割」

A-15　09:30～09:45　○林光武（栃木県博）・木村有紀（根本山自然観察セ）

「ヌマガエルの低温耐性」

休憩　５分

A-16　09:50～10:05　◯内藤富夫（島根大・生科・生物）・山下雅道（JAXA・宇宙研・宇宙環境利用

科学）・柏木昭彦（広島大・理・両生研）・小林健一郎（上智大・理工研・生物科学）

「タゴガエルのオタマジャクシの成長速度」

A-17　10:05～10:20　原村隆司　(京大・理・動物)

「海岸に生息するオタマジャクシの生息場所選択」

A-18　10:20～10:35　○岩井紀子(東大・農・森林動物)・大河内勇(森林総研)・加賀谷隆(東大・農・森

林動物)

「ニホンアカガエルの産卵場所選択における同種卵および幼生の有無の影響」

　

A-19　14:30～14:45　○岡田純（鳥取大・農）・岡田珠美（氷ノ山響の森）

「鳥取県におけるオオサンショウウオの分布と現状」

A-20　14:45～15:00　○岡田珠美（氷ノ山響の森）・岡田純（鳥取大・農）

「鳥取県日野川におけるオオサンショウウオの移動　その2」

A-21　15:00～15:15　○渡部祐子・松井正文・西川完途（京大・人間環境）

「京大構内人工池に生息するカスミサンショウウオの繁殖．VI」

休憩　５分

A-22　15:20～15:35　○大川博志（井口高校）・宇都宮妙子（広島市）・奥野隆史（皆実高校）

「中国地方のカスミサンショウウオのグループ」

A-23　15:35～15:50　○佐藤孝則（天理大・おや研）・中林成広・成海信之（北海道両爬研）・植田健

仁（北方生物研）

「釧路湿原に分布するキタサンショウウオの生息地利用」

A-24　15:50～16:05　○見澤康充（建設環境研究所）・松井正文（京大・人間環境）

「PIT タグを用いたヒダサンショウウオの個体識別」
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口頭発表　Ｂ会場（３０３号室）　10 月 24 日（日）

B-13　09:00～09:15　当山昌直（沖縄県文化振興会史料編集室）

「オキナワトカゲ種群における外部形態の地理的変異」

B-14　09:15～09:30　○岡本卓・本川順子・戸田守・疋田努（京大・理・動物）

「ニホントカゲとオカダトカゲの側所的分布境界の集団構造」

B-15　09:30～09:45　○瀧口勳（琉大・理工・海環）・太田英利（琉大・熱生研）

「アカマタDinodon semicarinatum（爬虫綱，有隣目）の形態形質における沖縄島内での

変異」

休憩　５分

B-16　09:50～10:05　○太田英利（琉大・熱生研）・呉弘植（済州大・科教・生物）

「済州島産ズグロヘビ属（爬虫綱，有隣目）の分類学的地位とその生物地理学的意義」

B-17　10:05～10:20

○坂田修一・岡本卓・疋田努（京大・理・動物）

「マダガスカル産トカゲ亜科の系統関係」

B-18　10:20～10:35　疋田努（京大・理・動物）

「ミズトカゲ属（Tropidophorus）の分類と系統」

B-19　14:30～14:45　○片山亮（弘前大・農学生命）・黒木敏郎（神奈川県衛生研究所）・林谷秀樹

（農工大院・共科技研・動生）・中臺文（農工大院・共科技研・動生）・森哲（京大・理・動

物）・森部絢嗣（名大院・生命農学・動物管理）・黒尾正樹（弘前大・農学生命）

「ミトコンドリアDNA を指標としたシマヘビの系統地理」

B-20　14:45～15:00　白井僚一（大阪薬大）・○鳥羽通久（蛇研）・林恭三・池田潔・井上晴嗣（大阪

薬大）

「アオダイショウ螓清からみつかったタンビマムシPLA2阻害タンパク質について」

B-21　15:00～15:15　○藤井亮・太田英利（琉大・熱生研）

「新潟県で発見された特異な形態的特徴を示すクサガメ Chinemys reevesii (爬虫綱：イシガメ科)の
個体群について」

休憩　５分

B-22　15:20～15:35　安川雄一郎（琉大・熱生研）

「マレーシア北西部からのコガシラスッポン属（Chitra）の初分布記録とその分類学的位置」

B-23　15:35～15:50　○島田尚幸（名大・生命農・動物管理）・織田銑一（名大・生命農・動物管理）・

矢部隆（学泉大・コミュニティ）

「ミシシッピアカミミガメ雌の生殖サイクルおよび成熟サイズ、成熟年齢について」

B-24　15:50～16:05　矢部隆（学泉大・コミュニティ）

「Ｘ線写真で調べたヤエヤマイシガメ雌の繁殖生態について」

B-25　16:05～16:20　○亀崎直樹（ウミガメ協/東大・農）・阪本いづみ・阪本時彦（Vadoo Research

Section)

「サンゴ礁生態系の破壊がタイマイの成長へ与える影響」

6



ポスター発表　（４階ロビーと４０２号室）　

10 月 23 日（土）15:05～16:30、10 月 24 日（日）10:35～12:00

P-01　○Song, JY（キョンギ大）・Kim, TH・Chung, KH・Oh, HS（国立チェジュ大）・松井正文（京大・

人間環境）・Zhao, W（ハービン師範大）

「韓国産アムールアカガエルの分類学的綜説」

P-02　○吉川夏彦・林陽子・倉林敦・住田正幸（広島大・院理・両生類研）・大海昌平（名瀬市農林

課）・福原栄一（広島市）

「絶滅危惧種・イシカワガエル（奄美大島産）における人工繁殖の試みとミトコンドリアゲノムの

解析」

P-03　○Donchev, Krasimir・松井正文（京大・人間環境）

「ニホンアカガエルの計量形態学的研究（予報）」

P-04　○倉石典広（琉大・理・海洋）・太田英利（琉大・熱生研）

「ハロウェルアマガエル（Hyla hallowellii)（両生綱，無尾目）の核型と形態における変異」

P-05　○藤井豊（福大・医・分子生命化学），木元久（福大・医・分子遺伝学），川内一憲（福井陸

水生研），長谷川巌（福井陸水生研），安川雄一郎（琉大・熱生研）

「福井県産トノサマガエル(Rana nigromaculata)とダルマガエル(Rana porosa brevipoda)の特徴—ミト

コンドリア・シトクロームcオキシダーゼ遺伝子とγ-クリスタリン２７（水晶体構造タンパク質）—」

P-06　上野篤賢・吉野雄俊・石川朱見・笠間慎太郎 （鶴見大・歯）・阿部道生・○佐々木史江  （鶴

見大・歯・生物）

「ヒキガエルの初期発生における内分泌撹乱物質の影響 IV」

P-07　○小賀野大一・笠原孝夫・吉野英雄（千葉県の野生生物を考える会）

「千葉県におけるトウキョウサンショウウオの産卵地の変化」

P-08　太田宏（東北大・生命科学・生態システム）

「トウホクサンショウウオは毎年同じ産卵池を使うのか？」

P-09　○富岡克寛（群馬県太田市）・広瀬文男・金井賢一郎（群馬県前橋市）

「モリアオガエルの高所の産卵経過」

P-10　○森田敏弘・亀山剛（復建・環境・生物）・岡田純（鳥取大・連合農）・宇都宮妙子

（広島市）

「広島県におけるダルマガエルの生息状況（その２）—福山市・神辺町の生息状況に

ついて—」

P-11　○大澤啓志（日文理大・工）

「大分川中流部の棚田域における両生類の生息状況」

P-12　○亀山剛（復建調査設計株式会社）・森田敏弘（復建調査設計株式会社）・岡田純（鳥取大連

合農）・宇都宮妙子（広島市東区）

「広島県神辺町産ダルマガエルの個体群保護について」

P-13　金田正人（三浦半島自然誌研究会）

「外来生物アライグマによるトウキョウサンショウウオへの影響について」

P-14　○湯本光子・村松正文（山梨・淡水研）

「山梨県内におけるカジカガエルの分布_」

P-15　○澤畠拓夫（松之山自然科学館）・南雲敏夫（雪国観察指導員の会）・永野昌博（松之山自然

科学館）

「新潟県南西部におけるトウホクサンショウウオの新産地について」
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P-16　○若林恭史（東邦大・理・遺伝）・中村有・長谷川雅美（東邦大・理・地理生態）

「ニホンアカガエルの個体群サイズを制限する環境要因—南関東における事例—」

P-17　○坂本真理子(熊大・自然科学)・西川完途・松井正文（京大・人間環境）・阪田和弘（九大・生

物資源）

「九州中部におけるブチサンショウウオの生態調査（予備的報告）」

P-18　○戸金大（明大院・農）・倉本宣（明大・農）・福山欣司（慶応大・生物）

「水田内におけるトウキョウダルマガエルの移動とフェノロジー」

P-19　小椋吉範（長野・下伊教・陸水研）

「長野県木曽川源流地域におけるヤマアカガエルの越冬の状況について」

P-20　伊原禎雄（奥羽大）

「谷地平湿原におけるイモリの餌の季節変動」

P-21　Maslova, Irina Vladimirovna

「極東ロシア南部における異種両生類の同じ池での繁殖」

P-22　○永井芳子（琉大・理・海自）・増永元（琉大・熱生研）・鳥羽通久（蛇研）・太田英利（琉大・

熱生研）

「東アジアにおけるマダラウミヘビ（爬虫綱，コブラ科）の地理的変異」

P-23　○栗山武夫・長谷川雅美（東邦大・理・地理生態）・宮地和幸（東邦大・理・細胞構造）・杉本

雅純（東邦大・理・分子生理）

「オカダトカゲにおける色彩パターンの個体発生とその地理的変異」

P-24　○本多正尚（信大・医・保健）・太田英利（琉大・熱生研）

「東南アジア産Dryocalamus属（爬虫綱，ナミヘビ科）の系統学的位置」

P-25　○細将貴（京大・AA研・生態環境）・堀道雄（京大・理・動物）

「イワサキセダカヘビの野外における餌動物」

P-26　○山本友里恵（琉大・理・海自）・太田英利（琉大・熱生研）

「琉球列島産ヤモリ類の産卵と孵化」

P-27　○佐々木隆馬（帝科大・理工・アニマル）・太田英利（琉大・熱生研）  

「沖縄島南部のヒメハブTrimeresurus okinavensis（爬虫綱，クサリヘビ科）個体群における活動性

の季節変異」

P-28　○森口一（蛇研）

「奄美大島と徳之島における幼ハブの胃内容物」

P-29　○岩本太志・亀崎直樹（ウミガメ協/東大・農)・加藤弘(表浜ネットワーク)・若月元樹・松沢慶将

(ウミガメ協)・日野明徳(東大・農)

「日本沿岸におけるアカウミガメの食性」

P-30　○小林頼太・宮下直（東大・農・生物多様性）・長谷川雅美（東邦大・理・生物）

「外来種カミツキガメの個体群動態に関する予備的研究」

P-31　○水上惟文（鹿児島大・医・保健・生物）・高瀬茂雄（愛知県津島市）

「奄美大島属島加計呂麻島で捕獲されたヒメハブ」

P-32　松尾公則（長崎県・西彼農高）

「長崎県における最近のヘビの確認記録」

P-33　徳本正（防府市立右田中学校）

「山口県の農村部における路上死したヘビ類について」
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大会参加者名簿（アルファベット順、○は懇親会参加、演者としての発表のみ講演番号を記載）

　阿部道生　

　赤川雅美　

　荒尾智哉　

○土井敏男　

○Donchev, Krasimir　P-03

○藤井　亮　B-21

○藤井　豊　P-05

○藤野　徹　

○藤谷武史　A-10

○福山欣司　

○ゴリス，リチャード　S-01

○原　幸治　

○原村隆司　A-17

○長谷川雅美　

○林　光武　A-15

○林　聡彦　

○疋田　努　B-18

○広瀬文男　

○本多正尚　P-24

○堀江道廣　

○細　将貴　P-25

○井川　武　B-05

○伊原禎雄　P-20

○池部千賀子　B-07

○池内　敢　A-03

　五十川清　

　伊藤寛治　

○岩井紀子　A-18

　岩本太志　P-29

○岩澤久彰　S-02

○和泉　剛　

○亀山　剛　P-12

○亀崎直樹　B-25

○金田正人　P-13

○片山　亮　B-19

　川瀬勝也　

○川内一憲　

○木寺法子　A-08

○木村有紀　

○小林頼太　P-30

　熊沢純一　

○倉林　敦　

○倉石典広　P-04

　栗山武夫　P-23

○黒尾正樹　B-06

○前田憲男　

　Maslova, Irina 

　　Vladimirovna　P-21

○増永　元　A-07

○松井正文　B-01

○松尾公則　P-32

　松島野枝　

○水上惟文　P-31

○見澤康充　A-24

○三浦郁夫　B-10

○宮前睦子　

○宮崎ますみ　

○持田浩治　

○森　哲　　A-01

○森口　一　P-28

○森田敏弘　P-10

○永井芳子　P-22

○内藤富夫　A-16

　中村泰之　

　中野隆文　

○西川完途　B-02

　西岡みどり　

○野村卓之　

　小賀野大一　P-07

　小倉寧巳　

○小椋吉範　P-19

　大西　拓　

○岡田　純　A-19

○岡田珠美　A-20

○岡田夕季　

　岡本　慶　B-09

○岡本　卓　B-14

○大川博志　A-22

○大河内勇　A-04

○奥山真智子　

○大井　豊　

○大澤啓志　P-11

○太田英利　B-16

○太田　宏　P-08

○小山　淳　A-14

　坂　雅宏　

　堺　大輔　

○坂本真理子　P-17

○阪田和弘　

○坂田修一　B-17

　迫　洸佑　B-08

　佐々木史江　P-06

○佐々木隆馬   P-27

○佐藤寛之　

○佐藤眞一　

○佐藤孝則　A-23

○澤畠拓夫　P-15

○関慎太郎　

　関谷國男　A-13

○千石正一　

○島田尚幸　B-23

○島田知彦　B-03

○篠原　望　

○Song, Jae-Young　P-01

○住田正幸　B-04

　田井彰人　

○高原輝彦　A-12

○高橋洋生　A-06

○竹田正義　

○竹中　践　A-11

○瀧口　勳　B-15

○田辺真吾　

○田中幸治　A-02

○戸田　守　B-12

○戸田光彦　

○戸金　大　P-18

○冨樫忠志　

○徳本　正　P-33

○富永　篤　B-11

○富岡克寛　P-09

○鳥羽通久　B-20

○当山昌直　B-13

○植田健仁　

　上野篤賢　

　臼田隼人　

○宇都宮妙子　A-09

○若林恭史　P-16

　渡辺有紀　

○渡部祐子　A-21

○矢部　隆　B-24

○山本友里恵　P-26

○山城彩子　A-05

○安川雄一郎　B-22

○吉川夏彦　P-02

○吉村雅子　

　吉野雄俊　

○湯浅義明　

○湯本光子　P-14
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北部キャンパスマップ

 

　⑥理学研究科６号館（大会会場）

　⑪北部生協（懇親会会場）

　②理学研究科２号館（自由集会） 

宿泊について：大会前日の10 月 22 日（金）は、京都三大祭りのひとつである時代祭のため、

大会前後の京都周辺の宿泊施設の予約はかなり困難な状況となっております。 宿泊を予定さ

れる方は、早急に予約することをおすすめします。 なお、個人で予約を申し込むよりも、旅行社を

通したツアーなどを利用した方が予約が取りやすい可能性があります。



大会会場への行き方

会場は京都大学北部キャンパス内。最寄りのバス停は「京大農学部前」、降りると門のすぐ前です。 「百万遍」のバス

停からは東に徒歩約５分です。

○京都駅から

　１．地下鉄で「烏丸今出川」下車（約10 分、230 円）。 タクシーで「京大農学部前」へ（約5 分、約 800 円）。

　２．地下鉄で「烏丸今出川」下車（約 10 分、230 円）。 市バス（２０３系統）で「京大農学部前」へ（約10 分、

220 円）。

　３．地下鉄で「烏丸今出川」下車（約 10 分、230 円）。 市バス（２０１系統）で「百万遍」へ（約10 分、220
円）。東に徒歩約５分で「京大農学部前」。

　４．京都駅烏丸口の市バスA2乗り場から、市バス（１７系統）で「京大農学部前」へ（約40 分、220 円）。 

　５．タクシーで「京大農学部前」へ（約 30 分、約 2000 円）。

○阪急四条河原町駅から

　１．市バス（１７系統） で「京大農学部前」へ（約20 分、220 円）。

　２．タクシーで「京大農学部前」へ（約 15 分、約 1200 円）。

○京阪出町柳駅から

　１．市バス（２０３系統）で「京大農学部前」へ（約 5 分、220 円）。

　２．東へ徒歩約 15 分で「京大農学部前」へ。


