
様式第１号（第１０条関係） 

 

2020 年度業務実績報告書 

提出日 2021 年 1 月 8 日 

 

１．職名・氏名 准教授・杉本 亮     

 

２．学位 学位 博士（農学）、専門分野 生物地球化学、授与機関 京都大学、授与年 2008 

 

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 

山川里海連関学（2単位）学部 3年生 5コマ 

② 内容・ねらい 

山川里海はすべて繋がっており、海の生態系や生産構造は陸域、河川、海洋の諸環境の影響を

受けている。本講義では山川里海のつながりやその重要性について、海洋物理学的、生物地球

化学的、生物学的、および人間生活の影響の側面から考えるスキルを養う。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

山川里海を巡る生元素の動態の基礎についての詳細な解説を行った上で、それらが今日の地球

環境問題とどのように関係しているのかを多くの実例を交えながら詳細に解説した．また、各

授業での重要項目については、レポート課題に取り上げ、復習を促した。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

生物資源統計学（2単位）学部 3年生 5コマ 

② 内容・ねらい 

統計解析の背景にある基本的な概念を説明することができる。また、多様なタイプの実験や調 

査と関連して、適切な統計的手法を選別し、科学的に妥当な結論を得ることができる。さらに、 

これらの知識をもとに、卒業研究等で統計解析を適用することができることを目標とする。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

生物資源データの解析ツールとしての統計を習得できるように努めている。そのため、LL教室

で実施する毎回の授業内で演習問題を実際に解かせて、理解を深めさせている。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

科学英語Ⅱ（2単位）学部 3年生 5コマ 

② 内容・ねらい 

研究室に仮分属した 3 年生を対象とし、専門分野に関連した英語の文章を読み、理解する能力

を身につけることを目的とする。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

卒業論文に身近なテーマを題材に、基本的な英文構造を理解させた上で、英語を英語として理

解できるように心がけた。講義後には、本文の要約を提出させることで、理解を深めさせてい

る。 

 

① 当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

海洋生物育成学（2単位）修士課程 5コマ 

② 内容・ねらい 

海洋における資源培養を目指した栽培漁業の基礎となるさまざまな技術と科学領域を理解する

ことを目的とする。 



③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

栽培漁業を含め、生態系における環境負荷等の問題を調べるツールとして有用な安定同位体比

の基礎について概説し、各分野での応用方法について、受講生にプレゼンをさせることで、理

解を深めれるように心がけた。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

海洋生物資源学フィールド演習（2単位）学部 1年生 9コマ 

② 内容・ねらい 

海洋生物資源学部における学習内容と、必要な学び方を理解させるとともに、グループでの課

題研究を行い、課題発見から問題解決までのデザイン能力を身に付けることを目的としている。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

課題研究担当時：技術的な面（調査やパワポ作成など）を除き、学生の自主性とオリジナルな

発想を重要視したいので、必要以上な指導はしない。ただし、方向性がおかしくなる時は、軌

道修正ができるように適宜助言を入れる。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

基礎演習（2単位）学部 3年生 15コマ 

② 内容・ねらい 

卒業論文を実施するにあたり、科学論文の読解法を習得すること、および口頭発表技術を習得

することを目的としている 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

各自の卒論研究で行う予定である研究と関連する論文を選び、パワーポイントにより発表させ

る。プレゼン能力と論文理解能力を身につけさせるように心がけている。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

専攻演習（2単位）学部 4年生 30コマ 

② 内容・ねらい 

卒業論文に関連する英文で書かれた科学論文の読解法を習得すること、および口頭発表技術を

習得することを目的としている。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

各自の卒論研究で行っている研究と関連する論文を選び、パワーポイントにより発表させる。

プレゼン能力と論文理解能力を身につけさせるように心がけている。 

 

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）学部 2年生 6コマ 

② 内容・ねらい 

COVID-19 の影響により、実習日が遅くなったため、当初予定していたウニの発生観察を行う

ことができなくなった。そのため、本年度は二枚貝を用いた水質浄化実験を行った。干潟や河

口で動植物の遺骸や排出物由来の有機物やプランクトンを含んだ海水を取り込み水質浄化に貢

献している二枚貝の水質浄化能を実験的に観察することを目的とする。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

ハマグリを用いて実際に植物プランクトンを入れた海水が浄化されていく様子を、クロロフィ

ル a 濃度および細胞数の経時変化を観察することで、二枚貝が有する水質浄化能を実感しても

らうように心掛けた。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

保全生態学実習（2単位）学部 3年生 17コマ 

② 内容・ねらい 

COVID-19 の影響により従来予定していた水田調査ができなくなったため、小浜湾内の砂浜域

を対象とした水環境、水生生物の分布および海浜植生の分布状況を調査し、人間活動が生態系



に及ぼす影響を考察することを本年度の目的とした。 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

水環境の評価方法を担当した。現場での水質計測・サンプリングから実験室での化学分析まで

の一連の流れを体感してもらうとともに、得られた科学データの論理的解釈・表現方法を習得

できるように心掛けた。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

卒業論文（8単位）学部 4年生 240コマ 

② 内容・ねらい 

各自の研究テーマに沿って、指導教官の下に実験や調査を進める。その結果得られたデータを

集積し、論文を作成して発表する。目的の理解、それに沿った実践、論議、発表などを通じて

研究成果を総合的にまとめて人に伝える主体的能力の向上を目指す。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

学生が主体的に結果を導き出せるように、現地調査・化学分析で得られた科学データを解析す

るためのスキルを丁寧に指導している。その上で、科学データの論理的解釈・表現方法を習得

できるように心がけている。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

海洋生物培養学専攻実験（4単位）120コマ 

② 内容・ねらい 

海洋生物の進化や保全、増養殖に必要なさまざまな分野の科学技術を習得し、実際にそれを応

用して研究を進め、結果をとりまとめて示し、議論する能力を養う。 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫 

学生が主体的に結果を導き出せるように、現地調査・化学分析で得られた科学データを解析す

るためのスキルを丁寧に指導している。その上で、科学データの論理的解釈・表現方法を習得

できるように心がけている。 

 

(2)その他の教育活動 

内容 

∙ 大学院特別講義世話人：「専門特別講義Ⅰ（演題：沿岸生態系の炭素隔離機能）」渡辺謙太

博士 



４．研究業績  

(1)研究業績の公表 

① 著書 

*1. 杉本 亮（2020）山川里海のつながり．水産増養殖と環境まちづくり．福井県立大学ブック

レット①、48-50、福井県立大学． 

 

【1本】 

② 学術論文（査読あり） 

1. Trista McKenzie, Ceylena Holloway, Henrietta Dulai, James P. Tucker, Ryo Sugimoto, 

Toshimi Nakajima, Kana Harada, Isaac R. Santos (2020) Submarine groundwater discharge: 

A previously undocumented source of contaminants of emerging concern to the coastal ocean 

(Sydney, Australia). Marine Pollution Bulletin 160, 111519. 

doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111519. (受理：2020年 7月) 

*2. Ryo Sugimoto, Akihide Kasai, Douglas R Tait, Takahito Rihei, Takeru Hirai, Kazuyoshi 

Asai, Yuji Tamura, Yoh Yamashita (2020) Traditional land use effects on nutrient export 

from watersheds to coastal seas. Nutrient Cycling in Agroecosystems, doi: 

10.1007/s10705-020-10102-9. (受理：2020年 10月) 

3. Henrietta Dulai, Isaac R. Santos, Makoto Taniguchi, Ryo Sugimoto, Jun Shoji, Abhijit 

Mukherjee (2020) Editorial on the Research Topic: Submarine Groundwater Discharge: 

Impacts on Coastal Ecosystem by Hidden Water and Dissolved Materials. Frontiers in 

Environmental Science, doi: 10.3389/fenvs.2020.629509.(受理：2020年 12月) 

 

【3本】 

③ その他論文（査読なし） 

 

 

【0本】 

④ 学会発表等 

1. Trista McKenzie, Ceylena Holloway, James Tucker, Ryo Sugimoto, Toshimi Nakajima, Kana 

Harada, Henrietta Dulai, Isaac Santos：Submarine groundwater discharge as a source of 

contaminants of emerging concern to the coastal ocean (Sydney, Australia). Ocean Sciences 

Meeting 2020. 2020/2/16-21. San Diego, California, USA. 

*2. 杉本 亮、角野悠太、中島壽視、富永 修：若狭湾内の砂浜域における地下水湧出と食物網

構造．日本惑星地球科学連合 2020年大会．2020/7/12．オンライン開催． 

3. 中島壽視、杉本 亮、楠 隆大、横山勝英、谷口真人：気仙沼舞根湾における再循環性地下水

流入の重要性：水・栄養塩輸送量および生物生産への影響．日本惑星地球科学連合 2020年大会．

2020/7/12．オンライン開催． 

4. 山田 誠、杉本 亮、宮下 雄次、濱元 栄起、王 智宏：海底湧水調査における UAVを用いた

海面温度測定法の最適化．日本惑星地球科学連合 2020年大会．2020/7/12．オンライン． 

*5. 杉本 亮、平井タケル、根岸晃芸、坪井智子、田原大輔、浅井和由、山田 誠、渡邊裕美子、

藤田素子、Isaac Santos：大気沈着窒素によって引き起こされる日本海側の河川水中の窒素濃

度の上昇と下降．日本惑星地球科学連合 2020年大会．2020/7/13．オンライン開催． 

6. 本間 駿、兼田淳史、大西 徹、杉本 亮、片岡剛文：若狭湾からその沖合域の高塩分水層の

特性．2020 年度水産海洋学会研究発表大会．2020/7/13．オンライン開催． 

 

【6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 

【学外】 

・ 科学研究費補助金・挑戦的研究（萌芽）、海底湧水の超高解像度マッピングを可能とするハ

イブリッド観測システムの開発、研究代表者 

・ 科学研究費補助金・国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A))、海底湧水が創出する生

物生産ホットスポット：気候帯レベルでの比較、研究代表者 

・ 科学研究費補助金・基盤研究(A) 、河川護岸の開削による震災湿地の水交換操作実験と物

質循環・汽水生態系の応答解析、研究分担者 

【学内】 

なし 

(3)特許等取得 

 

 

 

 

(4)学会活動等 

学会での役職など （学会名） 

・ 水産海洋学会 若手・女性・地域活性会員 

・ 日本海洋学会 沿岸海洋研究会 事業部会委員 

 

学会・分科会の開催運営 （担当学会（大会）名（開催年月日）、開催場所）  

・ 日本惑星地球科学連合 2020 年大会セッション「沿岸海洋生態系─1．水循環と陸海相互作

用」、2020年 7月 12日、コンビーナ、オンライン開催 

 

査読 

∙ Estuarine Coastal and Shelf Science（1件）、地下水学会誌（1件）、日本水産学会誌（1

件） 

 

 



５．地域・社会貢献活動 

① 国・地方公共団体等の委員会・審議会 （それぞれの名称、業務内容、担当期間）  

・ 日本学術会議 環境学委員会・地球惑星科学委員会合同 FE・WCRP 合同分科会 Future Earth 

Coasts 小委員会委員 幹事、H30.4～現在に至る 

・ 三方五湖自然再生協議会、委員 (同農法部会 副部会長)として協議会および農法部会への

出席、H30.4～現在に至る  

・ 北潟湖自然再生協議会、委員として協議会（全体会議・水と生きもの再生部会）への出席、

H30.4～現在に至る 

 

② 国・地方公共団体等の調査受託等（それぞれの名称、業務内容、活動期間）  

・ 文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター 専門調査員．科学技術の動向に

対するインターネットアンケートの対応．H30.4～現在に至る  

・ 三方五湖自然再生協議会 水田代掻き濁水調査、H30.4～現在に至る 

・ 北潟湖自然再生協議会 流域および湖内の水質調査、H30.4～現在に至る 

 

③ （公益性の強い）NPO･NGO 法人への参加（それぞれの名称と活動内容、活動期間） 

 

④ 兼業規程で業務と見なされる範囲内での）企業等での活動（企業名、活動内容、活動期間） 

 

⑤ 大学間あるいは大学と他の公共性の強い団体との共催事業等（事業名称及び主催・共催者

名、活動内容、活動期間）  

 

⑥ 公開講座、オープンカレッジ、社会人・高校生向けの講座の開講（タイトル名、開催場所、

開催日時） 

・ 開放講義（若狭高校、2020/9/30） 

 

⑦ その他 （名称、活動場所、活動期間）  

・ 福井県立若狭高校 1年生の探究協働会議に出席しアドバイス、2020/12/15 

・ 京都海洋高校船舶コース 3年生の研究発表会に出席しアドバイス、2020/12/22 

 

 

 

６．大学運営への参画 

(1)補職 

 

 

(2)委員会・チーム活動 

【全学】 

∙ 海洋生物資源臨海研究センター運営会議 

∙ 水産増養殖の新学科設置プロジェクトチーム 

【学部・学科】 

・ 学科再編 WG 

・ アドバイザー 

・ 初年次教育担当 

・ 入試企画・オープンキャンパス担当 

・ 臨海センター運営連絡会議 

・ JABEE 委員会 

・ 教員評価委員会（オブザーバー） 



(3)学内行事への参加 

・ 入試説明会（若狭高校、2020/9/15、Zoom） 

・ 海洋生物資源学部ランチタイムセミナー（オーストラリアでの研究生活、2020/11/29、Zoom） 

(4)その他、自発的活動など 

 

 

 

 


