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2020 年度業務実績報告書 

提出日 2021 年 1 月 20 日 

 

１．職名・氏名  准教授・塩野克宏      

 

２．学位 博士（農学）、専門分野 農学、授与機関 筑波大学大学院、授与年 2007 年 3 月 

 

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 

植物栄養学（２単位） 専門選択３年生（2012〜2020 年度） 

② 内容・ねらい（自由記述） 

高等植物の生存に必須である水と植物栄養素の物質循環を元素レベルから理解する。物質循環

を担う水と栄養素の移動メカニズムについても学習する。主要な植物栄養素の吸収、移動、同

化を理解するとともに、不良土壌における応用の可能性についても議論する。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫（自由記述） 

学生が植物栄養学での学びを身近に感じられるように、対面での講義時間を利用して永平寺キ

ャンパス圃場でイチゴの栽培をおこなった。学生一人に対して 1 本の苗を配布し、土作から定

植、肥料分の分析をすることで、講義への興味を高める工夫をした。対面、オンラインでの出

席率は例年よりも高く、例年よりも興味をもって取り組める学生が多かったように感じている。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

生物学実験（1 単位） 専門必修 1 年生（2016〜2020 年度） 

②  内容・ねらい（自由記述） 

環境分析を体験する目的として、身近な土壌の採取と土壌中の窒素量の分析を実施した。 

③  講義・演習・実験・実習運営上の工夫（自由記述） 

急遽、オンラインでの実験となったため、身近な土壌の採取に変更した。対面での実験が行え

るようになったため、予定通りの土壌窒素の分析を実施する予定である。一人に一つずつの分

析用キットを配布することで、操作を一人一人が体験できるように配慮している。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

環境生物学実験（２単位 毎年開講） 専門必修３年生（2011〜2020 年度） 

② 内容・ねらい（自由記述） 

環境因子に対する植物の応答を理解するための基礎実験と分析手法を教示する。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫（自由記述） 

7 回分の主担当として実験の設計、説明を実施した。オンラインの期間は実験の原理と手法の

伝達が主になった。しかし、対面での実験ではオンラインで学んだ内容を生かした分析をする

ことができた。実験内容も大幅に見直し、学生ひとりひとりに分析キットを配布して、誰かの

実験を見ているだけの学生をゼロにすることができた。実験から解析まで、それぞれのペース

で学びを深められ、学生にも好評であった。 



 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

植物資源学実験（２単位 毎年開講） 専門必修３年生（2011〜2020 年度） 

② 内容・ねらい（自由記述） 

植物個体群の分布と成長の様相を理解するための基礎的技術を学習する。 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫（自由記述） 

7 回分の主担当として実験の設計、説明を実施した。オンラインの期間は身近な植物を採取し

て、植物のかたちづくりと同定の基礎を学んだ。対面の実験では、グループでの分析となった

が、可能な限り少人数で、各学生が分析に参加できるよう工夫した。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

卒業論文 必修４年生（2011〜2020 年度） 

②内容・ねらい（自由記述） 

植物の環境適応に関する研究に主体的に取り組む中で、基礎的な研究技術、論理的な思考力を

養う。さらに、研究成果を対外的に発表する経験をする。 

③講義・演習・実験・実習運営上の工夫（自由記述） 

基礎的な技術が身につくまではサポート時間を十分に確保した。学生が主体的に研究に取り組

むことが高い学習効果を上げると考えている。そのため、ある程度研究が進んだ段階では個人

の提案を元に丁寧に議論し、研究を進めるようにした。学生に秋に開催される全国規模の学会

での発表をする機会を与え、学外の専門家による評価を受けた。学会での発表と交流を通じて

学生が自らの研究環境と研究成果の立ち位置の把握を目指した。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

大学院 生物生産環境学（2018〜2020 年度） 

② 内容・ねらい（自由記述） 

作物生産における環境ストレスとその適応応答について、教科書の輪読とグループ討論によっ

て理解を深める。 

③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫（自由記述） 

座学での講義だけでなく、課題についてのグループワークを取り入れることで主体的な学習を

促した。 

 

① 担当科目名（単位数）  主たる配当年次等 

大学院 植物資源学専攻実験（2018〜2020 年度） 

② 内容・ねらい（自由記述） 

食糧生産や環境保全に有用な植物とそれらの近縁種の遺伝的変異、系統関係および育種的改良、

ならびに有用植物の生産環境保全に関する重要な問題について、実験的研究を行い、その成果

を取りまとめる。 



③ 講義・演習・実験・実習運営上の工夫（自由記述） 

学生が主体的に修論研究を進められるよう、学生自身と丁寧に議論し、方向性を決めていくよ

うに心がけた。学生によってははじめての難しい課題であるため、個人にあわせてできるだけ

時間的な余裕を持って進めるようにした。 

 

(2)その他の教育活動 

 



４．研究業績  

(1)研究業績の公表 

① 著書 

該当なし 

 

【0本】 

② 学術論文（査読あり） 

*1. Masato Ejiri, Takeshi Fukao, Tomoki Miyashita, Katsuhiro Shiono*. A barrier to radial oxygen loss 

helps the root system cope with waterlogging-induced hypoxia. Breeding Science, In Press 

 

2. Imene Rajhi*, Hirokazu Takahashi, Katsuhiro Shiono, Mikio Nakazono. Laser microdissection: 

sample preparation and applications. Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, 6: 6 

(2021) 

 

*3. 塩野克宏*, 平修. 質量分析イメージングによる複数の植物ホルモンの可視化. 植物の生長

調節. 55(2): 84-91 (2020) (表紙) 

 

*4. Masato Ejiri, Yuto Sawazaki, Katsuhiro Shiono*. Some accessions of Amazonian wild rice (Oryza 

glumaepatula) constitutively form a barrier to radial oxygen loss along adventitious roots under aerated. 

Plants, 9(7): 880 (2020）  

 

5. Katsuhiro Shiono, Shu Taira*. Imaging of multiple plant hormones in roots of rice (Oryza sativa) 

using nanoparticle assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry, 68(24):6770-6775 (2020) 

 

*6. Masato Ejiri, Katsuhiro Shiono*. Groups of multi-cellular passage cells in the root exodermis of 

Echinochloa crus-galli varieties lack not only suberin lamellae but also lignin deposits. Plant Signaling & 

Behavior, 15(2): e1719749 (2020)  

 

7. 島村聡*, 塩野克宏, 山内卓樹. 植物組織の空隙率測定方法－1．比重瓶法－. 根の研究 In 

Press. 

 

*: 責任著者 

【7本】 

③ その他論文（査読なし） 

*1. 江尻真斗, 宮下智貴, 塩野克宏*. アマゾン川流域に分布する野生イネ（Oryza glumaepatula）

がもっている洪水耐性を利用した育種の可能性. アグリバイオ 4(7): 80-82 (2020) 

 

‡: 責任著者 

 

【1本】 

④学会発表等 

【口頭発表】 

*1. 塩野克宏*, 岩崎和也, Morten Larsen, Ronnie N. Glud. 冠水状態のイネの発根には一過的な酸

素上昇が必要である. 第 61 回日本植物生理学会年会, 大阪, 2020 年 3 月 19 日-21 日. 

2. 江尻真斗*, 沢崎雄登, Xoan Nguyen T., Timothy D. Colmer, 塩野克宏. 硝酸態窒素量の低下が

イネの酸素漏出バリア形成のきっかけとなる. 第 52 回根研究集会, オンライン, 2020 年 11 月

21-22 日. 優秀発表賞受賞 

3. 宮下智貴*, 塩野克宏 . 根箱・ピンボード法を用いた湛水処理により誘導される  Oryza 

glumaepatula の 地表根の評価. 第 52 回根研究集会, オンライン, 2020 年 11 月 21-22 日 

*4. 塩野克宏*, 越出晃子, 岩崎和也, Morten Larsen, Ronnie N. Glud. 2次元酸素オプトードによる

酸素動態観察からみえてきたイネの発根と酸素の関わり. 第 52 回根研究集会, オンライン, 

2020 年 11 月 21-22 日  

*5. 塩野克宏*, 越出晃子, 岩崎和也, Morten Larsen, Ronnie N. Glud.２次元オプトードが光をあ



てる: イネが水中で発芽できるしくみ. 第 16 回学際領域における分子イメージングフォーラム

（オンライン）,2020 年 11 月 19 日 招待講演 

 

【ポスター発表】 

6. 沢崎雄登*、Xoan Nguyen T., 塩野克宏. イネの耐湿性に重要な ROL(Radial Oxygen Loss)バリ

アを誘導する環境要因の探索. 第 61 回日本植物生理学会年会, 大阪, 2020 年 3 月 19 日-21 日. 

 

【6件】 

⑤その他の公表実績 

 

【 本】 

 

 

(2)科研費等の競争的資金獲得実績 

【学外】 

科研費 国際共同研究加速基金 1,404 万円（直接経費 1,080 万円）研究代表者 

科研費 基盤(C) 143 万円（直接経費 110 万円）研究代表者 

 

【学内】 

非破壊酸素イメージング法による「コシヒカリ」と「いちほまれ」の効果的な直播栽培法の研

究（福井県立大学 戦略的課題研究推進支援 2019-2020 年度） 

 

 

(3)特許等取得 

 

該当なし 

 

 

(4)学会活動等 

 根研究学会 副事務局長（2019 年〜現在に至る） 

 根研究学会英文誌「Plant Root」編集委員長（複数体制）（2018 年〜現在に至る） 

 

 

 



５．地域・社会貢献活動 

 2020 年度 大野高校探求活動事業 

 

 

 

６．大学運営への参画 

(1)補職 

 

該当なし 

(2)委員会・チーム活動 

 国際部会（2019 年度〜現在に至る） 

 遺伝子組換え実験安全委員会（2019 年度〜現在に至る） 

(3)学内行事への参加 

 入試説明会 三国高校（2020 年 9 月 16 日） 

(4)その他、自発的活動など 

 

該当なし 

 

 

 


