ここでは、
「学会活動における委員等」
、外部諸団体の「委員・評議員等」、
「国際協力等の
委員・講師等」
、
「公開講座・講演会等」に分けて示します。
（2016 年 10 月 28 日現在）

学会活動における委員等
2014～

日仏海洋学会 評議員（副会長）

2013～2016

日本沿岸域学会 理事

2011～2015

日本魚類学会 評議員

2011～2013

日本水産学会 水産環境保全委員会 委員長

2009～2011

日本水産学会 水産環境保全委員会 副委員長

2009～2012

日仏海洋学会 幹事（庶務）

2004～2014

日仏海洋学会 評議員

2004～2008

日本水産学会 水産環境保全委員会 委員

2004～2007

日本魚類学会 編集委員

2004～2005

日本魚類学会 学会賞選考委員

2001～

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 編集顧問
（トルコ中央水産研究所）

2001～2003

日本魚類学会 編集委員長

2001～2002

日本魚類学会 自然保護委員会 委員

1998～2000

日本魚類学会 英文誌主任編集委員

1996～2007

日本魚類学会 評議員

1993～1997

日本魚類学会 編集委員

委員・評議員等
2016～2018

港区緑と水の委員会 委員（副委員長）

2016～2017

埼玉県レッドデータブック動物編改訂編集委員（委員長）

2014～2016

港区緑と水の委員会 委員

2014～

東京都農林水産食品技術試験研究外部評価委員・専門委員（水産部会）

2014 年 2 月

千葉県生物多様性センター研究報告第 7 号「千葉県と大学との連携成果
の学術報告第 1 巻 都市-里山里海の生物多様性保全」編集委員

2013～

「生物多様性に関する千葉県と大学の連携に関する協定書」にもとづく
東京海洋大学 連絡代表者

2013～2016

埼玉県レッドデータブック動物編改訂検討会 委員

2013～

絶滅のおそれのある海洋生物の選定・評価検討会 魚類分科会検討委員
（環境省委託事業 （一財）自然環境研究センター

2013

平成 25 年度漁場環境・生物多様性保全総合対策委託事業（水産総合研究
センター）赤潮・貧酸素水塊漁業被害防止対策事業 検討委員会 委員

2012

国立大学法人 お茶の水女子大学 理学部 非常勤講師

2012～2017

港区新郷土資料館開設準備委員会 委員

2012～2014

港区生物多様性推進委員会 委員

2012～

財団法人長尾自然環境財団 理事

2011～2012

港区立港南小学校 学校評議員

2010～

財団法人自然環境研究センター 評議員

2010～

Techno-Ocean Network News & Web 編集委員

2009

神戸市 Techno-Ocean2010 実行委員会

2008

港区生物現況調査（第２次）検討会議委員

2006～2013

財団法人港湾空間高度化環境研究センター

羽田周辺水域環境調査研究

委員会 委員
2006～

公益法人 長尾自然環境財団 研究助成選考委員会 委員

2006～2008

財団法人自然環境研究センター

平成 17～19 年度

皇外苑濠外来種対

策業務における水環境改善分科会 委員
2004～2011

財団法人長尾自然環境財団 評議員

2003

アクアマリンふくしま 特別展（エービーカーニバル）監修

2001～2008

財団法人自然環境研究センター

皇居外苑濠外来種駆除等対策検討会

検討委員
2001～2002

生物分類技能検定（水圏生物）講習会 講師

2000

アクアマリンふくしま シーラカンス委員会 委員

1999～2002

NHK デジタル大図鑑監修委員

国際協力等の委員・講師等
2013 年 12 月

メコン河委員会（Mekong River Commission） 「Training-workshop
on fish larvae identification in the Lower Mekong Basin（メコン川下流
の仔稚魚同定に関するトレーニングワークショップ）
」プンンペン カン
ボジア 招聘講師

2008～2012

国際協力事業団 「海域における水産資源の管理及び培養コース」高知大
学

2001～2006

講師(魚類系統分類学）

国際協力事業団 「マリンランチング研修コース」高知大学 講師(魚類
系統分類学）

1995～1998

国際協力総合研修所（市ヶ谷） 専門家養成研修 事例研究 講師

1995～1996

国際協力事業団 国内支援委員（マラウィ）

1994～1996

国際協力事業団 国内支援委員（インドネシア、トンガ）

1992～1996

神奈川国際水産研修センター 講師（水産生物学、海産魚類各論、生物統
計学等）

公開講座・講演会等
2016 年 3 月

神奈川県立海洋科学高校
特別授業「魚類の透明骨格標本を使って・・何しよう！？」 講師

2015 年 12 月

豊洲おもしろゼミナール「江戸前の海と魚の物語」 講師

2015 年 3 月

めぐろと生きる水の会主催「水に関する環境講座」 講師

2015 年 2 月

環境省平成 26 年度環境教育研修での講義と演習「地域の環境を題材とし
た環境教育の取り組み」 講師

2014 年 10 月

品川区シルバー大学同窓会 講師

2014 年 8 月

ESD 実践モデル全国会議 2014②生物多様性と ESD 発表者

2014 年 8 月

港区立高輪図書館～大人の海洋講座～東京湾 江戸前の海の歴史 講師

2014 年 8 月

奈良学園 SSH 東京海洋大学研修 講師

2014 年 7 月

平成 26 年度港区教員研修大学講座 講師

2014 年 3 月

聖教新聞社「聖教文化講演会」 講師

2014 年 1 月

鳥居薬品㈱外部講師講演会 講師

2013 年 9 月

環境省平成 25 年度環境教育研修での講義と演習「地域の環境を題材とし
た環境教育の取り組み」 講師

2013 年 8 月

東京海洋大学オープンキャンパス 模擬講義『魚と私たち』

2013 年 7 月

平成 25 年度港区教員研修大学講座 講師

2013 年 3 月

東京都教育委員会主催 晴眼者とともに学ぶ視覚障害者教養講座での講
演『江戸前の海（東京湾）の魚とその環境』

2012 年 11 月

第 6 回東京湾海洋環境シンポジウム 発表者

2012 年 10 月

環境省平成 24 年度環境教育研修での講義と演習「地域の環境を題材とし
た環境教育の取り組み」 講師

2012 年 7 月

平成 24 年度港区教員研修大学講座 講師

2011 年

品川区生涯学習教育「しながわネイチャー塾」講師

2006 年

渋谷区生涯学習教育「えびす大学」講師

