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2020 年度業務実績報告書 

提出日 2021 年 1 月 14 日 

 

１．職名・氏名 教授・松岡由浩      

 

２．学位  学位 博士（農学）、専門分野 農林生物学、授与機関 京都大学、授与年 1998 年 

 

３．教育活動 

(1)講義・演習・実験・実習 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

専攻演習（２単位 毎年開講）４年生 

② 内容・ねらい 

国内外の学術論文の読解力を育成するとともに植物資源学領域に関する知識と理解を深める。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

ややレベルの高い最新の学術論文を取り上げ、研究の背景と内容を、パワーポイントを用いて

分かりやすく解説した。 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

卒業論文（8 単位 毎年開講）４年生 

② 内容・ねらい 

研究の進め方や思考方法、プレゼンテーションスキルを習得し、研究論文を作成する。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

研究テーマの設定し、仮説を検証し、結果を考察し、論文を作成するプロセスを体得できるよ

うに工夫した。 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

生物学 II（２単位 毎年開講）１年生 

② 内容・ねらい 

生物資源学部２年次以降の専門科目を理解するために必須の基礎的知識や考え方を習得する。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

教科書をベースに、パワーポイントを用いて分かりやすく解説した。受講生の質問・コメント

を収集するツールを使って、授業の双方向化を進めた。 



① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

遺伝学 II（２単位 毎年開講）２年生 

② 内容・ねらい 

集団遺伝における、突然変異、選択、遺伝的浮動、移住の働きを理解し、量的形質の遺伝機構

とその解析方法の基礎を習得する 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

集団遺伝を理解する前提となる初歩的な統計学を含め、演習問題をふんだんに取り入れ、理解

の深化を図った。パワーポイントを用いて分かりやすく解説した。受講生の質問・コメントを

収集するツールを使って、授業の双方向化を進めた 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

生物学実験（2 単位）１年生 

② 内容・ねらい 

生物統計の基礎として、仮説検定の原理、カイ自乗検定、t 検定を学ぶ。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

生物統計の基礎を分かりやすく解説するためパワーポイントを使用し、問題演習をふんだんに

行なった。受講生の質問・コメントを収集するツールを使って、授業の双方向化を進めた。 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

応用生物学実験（2 単位）2 年生 

② 内容・ねらい 

生物統計の基礎として、仮説検定の原理、カイ自乗検定、t 検定、相関、回帰を学ぶ。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

生物統計の基礎を分かりやすく解説するためパワーポイントを使用し、問題演習をふんだんに

行なった。受講生の質問・コメントを収集するツールを使って、授業の双方向化を進めた。 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

生物資源学概論（2 単位）2 年生 

② 内容・ねらい 

生物資源学部の特色ある研究領域について説明するとともに、担当教員の専門分野の研究を紹

介する。 



③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

パワーポイントを用いて分かりやすく解説した。受講生の質問・コメントを収集するツールを

使って、授業の双方向化を進めた。 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

遺伝資源学（2 単位）修士１年生 

② 内容・ねらい 

遺伝資源学に関連する論文の作成・データ可視化などの基本を習得する。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

受講生が持参するパソコンに R をインストールし、自ら操作させることで、R の挙動を理解で

きるように工夫した。 

(2)その他の教育活動 

内容 

 



４．研究業績  

(1)研究業績の公表 

① 著書 

 

 

 

 

【0本】 

② 学術論文（査読あり） 

 

*1. Matsuoka Y, Mori N  

Reproductive and genetic roles of the maternal progenitor in the origin of common wheat 

(Triticum aestivum L.) 

Ecology and Evolution 10: 13926-13937 (2020) 

 

2. Inoue Y, Trinh Thi Phuong, Vy, Asuke S, Matsuoka Y, Tosa Y 

Origin of host specificity resistance genes of common wheat against 

non-adapted pathotypes of Pyricularia oryzae inferred from a D genome diversity in 

synthetic hexaploid wheat lines 

Journal of General Plant Pathology (2020, in press) 

 

 

 

 

【2本】 

③ その他論文（査読なし） 

 

*1. 松岡由浩、石井孝佳、宅見薫雄、辻本壽、岸井正浩  

祖先野生種プレブリーディングによるコムギ遺伝資源の創出と育種展開 

アグリバイオ 4(3):42-44 (2020) 

 

 

【1本】 

④学会発表等 

*1. [ポスター] 松岡由浩、森直樹 

コムギ倍数性進化における雑種ゲノム倍加の重要性 

日本進化学会第 22 回オンライン大会（2020 年 9 月） 

 

*2. [オーラル] 松岡由浩 

新しいタルホコムギの見方 

第 15 回 ムギ類研究会（2020 年 12 月） 

 

*3. [ポスター] 松岡由浩、森直樹 

コムギ倍数性進化における雑種ゲノム倍加の重要性:交雑実験と QTL 解析の結果から 

第 15 回 ムギ類研究会（2020 年 12 月） 

 

【3件】 

⑤その他の公表実績 

 

 

 

【0本】 

 



 

(2)科研費等の競争的資金獲得実績 

全て学外です。 

1. [代表者]「日本のコムギ研究リソースと国際農業研究機関の連結による新遺伝資源創出と

育種展開」科学研究費 国際共同研究強化(B) 

2. [代表者]「アポミクシス形質を獲得してクローン胚を形成するコムギの作出と関連遺伝子

の同定」科学研究費 基盤研究(B) 

3. [代表者]「パンコムギの起原地はどこか？：植物遺伝学と考古植物学の協働による学際的

研究」科学研究費 挑戦的研究（萌芽） 

4. [代表者] 新学術領域 先進ゲノム解析研究支援プラットフォーム 「先進ゲノム支援」

（支援事業のため配分される経費はありません） 

 

 

 

 

(3)特許等取得 

 

 

 

 

(4)学会活動等 

 

 

 

 



５．地域・社会貢献活動 

 

1. 文部科学省 第 4 期ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）・コムギ運営委員

会 委員長 2017〜現在に至る 

 

2. 永平寺町学校のあり方検討委員会 委員 2020 年度〜現在に至る 

 

 

3. 永平寺町吉田郡生活指導連絡協議会 農村カルチャー教室 2020 年度 開講式講演「栽

培植物１万年の旅：誕生から遺伝子組み換えまで」永平寺開発センター２Ｆ 消防ホール 

2020 年 7 月 

 

4. 敦賀高校進路探究講座「栽培植物の進化と未来」 オンラインにて開催 2020 年 10 月 

 

 

 

 

６．大学運営への参画 

(1)補職 

 

 

(2)委員会・チーム活動 

教学 IR 部会委員 

(3)学内行事への参加 

高校入試説明会（大野高校） 

 

(4)その他、自発的活動など 

 

 

 

 


