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◇ 連合農学研究科研究科長挨拶

柔軟な思考力と行動力

鹿児島大学大学院連合農学研究科長 寺 田 竜 太

この度、鹿児島大学大学院連合農学研究科にご入学された皆様をお祝い申し上げますと供に、実り多

い 3 年間となりますことを心より期待します。例年はこのような書き出しから挨拶文が始まるのですが、

昨年来の新型コロナウイルスのパンデミックにより、我々の生活は多大なる制約を強いられています。 

大学の教育研究も大きな影響を受けており、連大の学位記授与式や入学式は感染予防の観点から、代

表者のみの簡素な形式で実施しています。また、大学の国際交流関係の事業は軒並み中止か延期になっ

ており、連大生が一同に集う「農学特別講義（一般セミナー）」もオンラインでの開催になりました。海

外での学術調査を計画していた方は計画そのものの変更を強いられ、学会発表も中止か、オンラインで

の実施になっています。しかし、このような状況下にも関わらず、連大の教育研究は停滞することなく

前進しています。連大では元々、講義等の教育に遠隔講義システム（SINET）を用いており、オンライ

ンでの教育に十分な経験を有していました。これまでは、各構成研究科の教室を繋ぎ、双方向型の講義

を実施していましたが、これに WebEx 等のオンライン会議システムを連動させ、自宅や研究室からも受

講できるようにしました。前述の一般セミナーでは、講義も学生のプレゼンテーションも全てオンライ

ンで実施しましたが、新しいセミナーのあり方として新時代の到来を感じることができました。また、

学位論文の公開審査もこれまで一同に会して実施していましたが、感染状況に応じて、対面かオンライ

ン、あるいはその両方を組み合わせた方法を適宜選択していただき、柔軟に対応することにしました。

全てオンラインによる学位審査においても、対面での開催と全く遜色ないどころか、スライドの画面等

はむしろ会場の末席から聴講するよりも鮮明であり、世界各地から聴講できる点においても秀でていま

す。佐賀大学、琉球大学、鹿児島大学に跨がる教育組織である連大としては、このようなオンライン教

育の利点は今後も活かしていきたいと感じているところです。

コロナウイルスの感染拡大の影響は、研究においても多大な影響があったことは否めません。私自身、

海外での学術調査は中止になり、学会もオンライン大会になりました。留学生の方には、母国に帰って

の現地調査を計画していた方もいましたが、変更を強いられたと伺っています。しかし、研究が出来な

かったとの声は意外と少なく、皆さんが各自、前に進んでいます。これは、教員と学生が今現在できる

ことを見極め、研究を続行していることによります。皆様の前向きで柔軟な思考力と行動力に心より敬

服する次第です。これらの経験は、不自由な部分も多々あるかと思いますが、学生の皆さんの将来の研

究生活において、大いに活かされることと信じています。また、連大としても、皆様の研究がさらに進

展するように、最大限の支援を行っていきます。連大では今年度、学生の皆さんの学術論文の掲載料や

英文校正料の支援を新たに始めるなど、研究に関する支援制度を拡充しているところです。

コロナウイルスの感染の影響は先行きが不透明ですが、教職員、学生の皆様が健康で一年をお過ごし

になれることを切に願い、挨拶とさせていただきます。
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◇ 連合農学研究科副研究科長挨拶 

 
ご挨拶 

 
                   鹿児島大学大学院

連合農学研究科副研究科長  

        三好 和睦     
昨年度より連合農学研究科の副研究科長を拝命しております、鹿児

島大学農学部の三好です。力不足からご迷惑をお掛けしたことも度々あったのではないかと存じますが、

皆様のご協力により何とか 1年間務めることができました。本年度も引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。 

振り返ってみれば、昨年度は新型コロナウイルス感染症に翻弄された 1年になりました。副研究科長

となった私の初仕事は、「鹿児島大学の教学事項に係る新型コロナウイルス感染症対策特別会議」に出

席することでした。この非常に長い名称が付けられた会議は、本学における教学事項（学生に係るすべ

ての事項）に係る緊急的な新型コロナウイルス感染症対策について審議・決定するために設置されまし

たが、昨年度の間に合計 21 回開催されることとなりました。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴っ

て 4 月 16 日に全都道府県に対して緊急事態宣言が発令され、これを受けて鹿児島県から本学に 4 月 22

日から 5月 6日まで臨時休業するよう要請がありました。そのため、前期の授業は開始日を当初の 4月

8日から 4月 20 日に繰り下げたうえ遠隔授業で始まりましたが、5月 14 日に鹿児島県を含む 39 県で緊

急事態宣言が解除されたのに伴い、5月 21 日からは対面での授業も可能となりました。そのまま前期授

業を終えることができ、後期授業も予定通り開始されてほっとしていたのですが、11 月 16 日に本学で

新型コロナウイルス感染症の陽性者が判明したため、12 月 3 日まで再度遠隔授業のみとなりました。学

生の帰省の分散化を図る等の理由から年始明けの授業も 1 月 4 日から 1 月 15 日まで遠隔授業のみとな

りましたが、年末年始に再度拡大した新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たないためこの期

間は延長され、そのまま後期授業が終了してしまいました。 

このような状況でしたので、連合農学研究科の運営も新型コロナウイルス感染症の影響を受けて大き

く変わりました。入学式や学位授与式は縮小され、従来行われていた祝賀会は中止されました。研究科

教授会や代議委員会等の会議、農学特別講義（一般セミナー）等の授業、さらには入学試験がオンライ

ン開催となりました。同様に、連合農学研究科に所属する学生達の研究も新型コロナウイルス感染症の

影響を強く受けたことと存じます。中には研究が全く進まなくなり、内容の変更を余儀なくされた学生

もいるでしょう。また、来日することができないので休学手続きを取らざるを得なかった留学生もいる

と聞いています。本年度が始まりましたが、相変わらず新型コロナウイルス感染症が収束する兆候は見

られず、当初 4 都府県に発令されていた緊急事態宣言は、対象地域を 10 都府県に拡大しながら継続さ

れています。このことから、本年度の連合農学研究科の運営も、昨年度同様に大変厳しいものになるこ

とが想像できます。代議委員の先生方のご協力をいただきながら寺田連合農学研究科長をしっかりとサ

ポートし、この局面を乗り越えていきたいと存じます。 
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◇退職の挨拶

退職を間近に控えて − 雑感 

佐賀大学教授 農学部

早川 洋一

１７年前に佐賀大に赴任し、翌年から鹿児島大学大学院連合農学研究科に参加させていただきました。

確か２００５年９月、後期入学試験を受験する最初の院生と共に鹿児島大を訪れたのが、私にとって生

まれて初めての鹿児島でした。到着は夜の８時過ぎだったように思います。翌朝、大学のキャンパスか

ら眺めた桜島の大きな存在感に覚えた感動は今でも鮮明です。以来、何回の鹿児島出張があったものか

正確に数えてはいませんが、２年間の代議委員期間もありましたので、恐らく２０回以上になるものと

思います。この２月、最後となるはずだった鹿児島出張も実は楽しみにしていたのですが、オンライン

開催となり少々心残りです。年々出不精になり、学会は元より、どうしても断り切れないシンポジウム

や会議以外は概ね不参加で通した十数年でありましたが、何故か、年２回の連大教授会に関しては異常

に高い出席率ではなかったかと思います。勿論、代議委員会は他の出張と重なった１、２回程度の欠席

しかなかったように記憶しております。今思えば、その要因は２点に絞られます。一つは、鹿児島が魅

力的な街だからです。偶に訪れる私には、桜島が四季折々の表情でいつも鹿児島の街全体を見守ってい

るような感じがして心地良さを覚えたものです。もう一つは、何より鹿児島連大に参加している各大学

のメンバーにこの連合大学院を盛り立てていこうというポジティブな雰囲気を伺えた事にあるように

思います。ですから、代議委員会は言うまでもなく、毎回大人数になる教授会も良い雰囲気でした。

 私の知る限り、定年を迎える大多数の先達は、「これからの大学・大学院が置かれる状況は益々厳し

さを増す状況にあります」と最後の挨拶に盛り込んで去って行きました。確かに、自分が大学院生の頃

は仕組み（カルキュラム）も人（学生や教職員）も今より遥かに大らかな雰囲気であったことは間違い

ありません。ただ、あの頃の方が良かった言える研究環境にしても教育環境にしても、大学を取り巻く

あの頃の社会があったから成り立っていたのでしょう。他の諸々の事象と同様、大学も後戻りはできま

せんから、現状に即した最良の大学・大学院教育・研究を目指すしかありません。私が１６年間感じて

きた鹿児島連大のポテンシャルを持ってすれば、今後も降りかかる難題を解決して行くことはそう難し

いことではないように思います。益々のご発展を期待しています。そして、皆様のご健勝とご活躍を心

から祈念しつつ、在り来りの定年の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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連大と共に 30年 

佐賀大学教授 農学部

渡邉啓一

鹿児島連大が設置された 1988 年の 7 月に、私は佐賀大学に着任しました。当時、佐賀大学への応募

を決意した大きな要因は、佐賀大学、宮崎大学、鹿児島大学が連合して、博士課程の独立研究科が設置

されるという情報でした。連大設置のためにご尽力いただいた先生方には、心から敬意を表します。

南極観測から帰国後、1991 年 4 月に連大教員を併任して以来、丁度 30 年間、先生方や事務職員の方々

には、大変お世話になり、厚くお礼申し上げます。 

この間、主指導あるいは副指導教員として、多くの博士課程学生さんの研究指導に関わることができ

たことはとても光栄で、私たちの酵素の構造と機能に関する研究の進歩も学生さんたちとの研究活動が

なければなかったと思います。前研究科長の杉元先生をはじめ、鹿児島大学、琉球大学、宮崎大学の先

生方それに、博士課程の学生さんたちの主指導、副指導を通じて、学会での関係とは異なり、より広い

研究分野の先生方や学生さんらと有意義で深いつながりを持つことができました。また、常に外部資金

を獲得できるわけではないので、予算配分の点でも、連大は継続して研究を続けていくうえで大いに助

けとなりました。 

外国からの国費留学生を受け入れることができたことも研究の発展と共に、国際交流という点でとて

も意義深いものであったと思います。博士修了生はそれぞれの国で、大学や公的機関で責任ある地位に

ついている方が多く、連大は、特にアジアにおける農学バイオテクノロジーの拠点としての役割を果た

していると思います。私の場合も昨年はコロナで中止とりましたが、バングラデシュやスリランカでの

シンポジウムや共同研究の話を進めています。

2009、2010年度は、代議委員として、佐賀大学での一般セミナーをお世話し、博士修了者の就職を支

援するための活動として、人材養成学生支援セミナーの企画と運営を担いました。当時、博士修了者を、

大学や公的研究機関だけでなく民間企業の研究所でも受け入れられるようにするために、企業回りを行

ったことを思い出します。しかし、未だに、博士号取得者が社会で活躍する環境の整備は、連大だけで

なく我が国の課題として残っています。 

連大は各構成大学の研究教育の質と量を向上させるために大いに貢献しています。2013~2017 年度の

4 年間、佐賀大学農学研究科長を務めましたが、予算の面でも、人的物的研究環境の面でも、連大があ

っての佐賀大学農学研究科でした。私事ですが、幸いなことに、退職後も研究教育を続けていくことが

できる環境に移籍しております。これも連大があり、博士課程の学生さんたちと共に研究を行うことが

できたおかげです。 

最後になりましたが、佐賀大学をはじめ、鹿児島大学、琉球大学、宮崎大学の先生方、それに、連大

事務の方々、これまで大変お世話になり、ありがとうございました。これからの益々の連大の発展と皆
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様のご活躍を祈念して、退職のご挨拶とさせていただきます。 
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鹿児島大学退職のご挨拶とみなさまへのお礼

鹿児島大学 農学部

芝山 道郎

平成 24 年の夏につくばの農水省系の研究機関を退職して鹿児島大学農学部に採用され、8 年半にわたり本

学ならびに連合大学院教員として勤務させていただきました。また平成 30 年度より 1 期 2 年、代議委員を務

めました。この間、各連大構成大学の諸先生をはじめ事務職員のみなさまにはたいへんお世話になり、まこ

とにありがとうございました。代議委員在任中は、連合大学院の歴史や制度に疎い自分に果たして無事に務

まるものだろうかと危惧しておりました。幸い籾井和朗前研究科長、寺田竜太前副研究科長（現研究科長）

をはじめ、先任・同期の代議委員の先生方、連大事務室のみなさまのご支援のおかげをもちましてなんとか

退任までこぎつけました。連大教員としては一人でも多くの博士学生を育てるのが本分と自覚はしておりま

したが、浅学非才のためそのことはかないませんでした。同じ講座を一足先に退職された河野澄夫先生の教

え子の学位取得のお手伝いをしたことが唯一の貢献でしょうか。

代議委員在任中の思い出は、鹿大農学部が当番校となった農学一般セミナーです。留学生指導や国際研究

経験豊富な同期代議委員の候 徳興先生、坂上潤一先生には見学企画から講義や懇親会の進行運営に至るまで

大いにご尽力いただきお世話になりました。さらには事務室スタッフのみなさまにはプロフェッショナルな

手際で会場設営・授業行事運営のほかさまざまな手配と事務作業を進めていただき、大いに助けられました。

当初何も知らなかった私はこれらをどのように処理すべきかまったく途方に暮れたこともありました。さら

にはコーディネーターや座長で多くの同僚代議委員、連大教員の先生方のご協力も賜りました。ここに改め

て御礼を申し上げます。また数次にわたる代議委員会では佐賀大学、琉球大学、鹿大水産学部を訪れ、日常

お話しする機会の少ない異分野でアクティブにご活躍中の先生方と交流させていただき、大いに刺激を受け

ました。

連大は、お互い地理的にもやや距離のある各構成大学間で巧みに連携、かつ競争しつつ、ひとつの大学院

として機能し、国内外に優秀な学位取得者を数多く送り出していることに敬服しています。一方、そこで運

営に携わる方々のご苦労は並大抵のものではないとの思いも抱かざるを得ません。そのようなご努力の賜物

として多くの修了生が国際的に活躍しているうえ、優秀な OB・OG が連大各構成大学・大学院をはじめ広く

教育研究現場で教鞭をとり、後進指導に当たり、さらに実業界・官界でも活躍していることは、連大の明る

い未来を強く予感させてくれます。今般のコロナ禍による海外往来の制限などが続くなか、国境を越えたフ

ィールドで研究に従事され、また国際的な情報交換を必要とする学生諸君や教員・研究者のみなさまは非常

にご苦労されていることと思います。一刻も早い感染終息を願うとともに、連大が今後もさらなる研究教育

の充実発展を遂げられることを大いに期待し、みなさまの一層のご健勝とご活躍を祈念しつつ退職のご挨拶

といたします。
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退職のご挨拶

鹿児島大学教授 農学部

  籾井 和朗

昭和 55 年 3 月に大学院修士課程を修了し、博士号もないまま大学の助手になり、戸惑い

ながらも、昭和 60 年 9 月に論文博士として学位を取得、平成 7 年 4 月に、鹿児島大学農学

部に赴任、連大では、副指導教員、主指導教員、代議委員、研究科長として、大変お世話に

なりました。ここに謹んでお礼を申し上げます。

私の教育・研究分野は、農業用水資源の有効利用・管理、地域を循環する水や物質の定量

的な評価解析です。私の講義での水循環の話：『天空から降ってくる雨は、森を育み、地中

に浸透する。雨が降らない時も、川の流れが絶えることのないように、浸透した水は、地下

をゆっくりと流れる。川は海へと流れ、地下水は海岸近くで海水とせめぎあい、海へと流出

する。地中深く浸透した水は、海底から湧出し、海へとミネラルを供給、海に多様な生命を

育む。海から水は蒸発、上昇し雲となる。地表の植物からは蒸散し、湖沼や川の水も液体か

ら気体へと相変化する。上昇する水蒸気は上空で冷やされ、水や氷となり、一部の熱は宇宙

空間へと排出されるが、重力により液体や固体の水は降水となって地表に戻ってくる。循環

とは、巡り巡って元の場所に戻り、それを繰り返すことである。太古の昔、遥か彼方にあっ

た水滴は、質と相変化を繰り返しながら、時空を超えて我々のまわりを循環している。』

宮沢賢治は、地域の水循環と植物の関わりについて、教材絵図で科学的イメージをわかり

やすく描写しています。私は、地域を巡る水を時間と空間の軸の中で注意深く観察し、巡る

水に夢をのせて、サイエンスとしての情報を発信してきました。1980 年代、関連する欧米

の論文をあちこちの図書館で検索、コピーを依頼しましたが、最近では、どこでも瞬時に最

新の研究論文をみることができます。多くの研究論文が次々と出版されているということ

は、多くの研究者が論文の審査に関わっていることになります。忙しい中、皆、熱心に査読

し、貴重なコメントが科学論文の質を高めていると思います。科学研究費審査においても同

様なことを感じます。研究費獲得に向けて、申請者は自由な発想のもとに、理詰めで申請書

を作成していますが、特に、研究に懸ける熱い想いが伝わってくる申請書は魅力的です。独

創性と新規性とともに、申請者のサイエンス（研究）に懸ける夢が行間から伝わってきます。 

連大は、博士課程学生の教育・研究指導を通じて、佐賀、鹿児島、沖縄の地域に密着した

大学の研究力を強化し、インパクトの高い研究成果を世界に発信していると思います。この

ためには指導教員と学生の信頼関係および切磋琢磨できる研究環境が重要と思います。こ

れからも創造性豊かな優れた研究力と研究への夢と情熱をもつ農水産学系博士人材の育成

に、連大がさらに貢献していくことを祈念します。長い間、ありがとうございました。
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代議委員とまさかの出戻り副研究科長

鹿児島大学教授 水産学部

山本 淳

平成 23～24 年度に代議委員を、平成 26～27年度に副研究科長を務めました。それまで主指導教員と

して連大生を指導した経験がなく、また私が論文博士だったので、博士課程の教育方法も、そこに所属

する学生の気持ちが分からない、さらに連大の組織のこともわからない。無い無い尽しのまま任期が始

まりました。案の定、5 月琉球大での初の代議委員会では、いつチケットを手配し、どこに集合するの

かもわからず途方にくれましたし、翌 6月には、水産学部で開催される代議委員会の手配と、その後の

懇親会場探し…わからないことだらけでした。追い打ちをかけるように、秋には連大生対象後援会の企

画と、FD委員として自己点検・外部評価報告書の作成。さらに、同時期、学長補佐として「第 1期中期

目標計画の実績報告書」の作成にも携わっていたので、時間が猛スピードで過ぎ去りました。「連大っ

て、お仕事たっぷり」が強烈な印象でした。2 年目には初めて 2 名の連大生の主指導教員として、それ

までとは異なる様々な種類の書類の作成をしながら、連大とさらに深く関わりました。その時の連大生

Y君は、昨年水産学部の助教に採用されました。 

 学長補佐の任期を終えた直後の平成 26 年 4 月、杉元前研究科長から副研究科長にスカウトされまし

た。副研究科長時代の杉元先生が、膨大な業務を抱えて大変なご努力なさったことを間近で拝見し、他

人事ながらその重責を感じていたので、非常に不安でした。しかし、私の主たる業務が、その年に受審

する認証評価のための報告書の原案作成と知り、学長補佐の経験が生かせると信じて拝命した次第です。

幸運なことに、半年後、企画評価課長だった川西さんが連大事務室長に就任されました。このとんでも

ない追い風のおかげで、間もなく自己評価書が完成しました。 

 副研究科長 2年目の秋に、大学の先輩で宮大名誉教授の前田先生から、望外の誘いがありました。あ

る種の放線菌を探して、それでレンゲを食害するゾウムシの一種を殺滅する 3年間のプロジェクトに参

加しないかと。まさに、学生時代に愛読した「微生物の狩人（パスツール、コッホ、メチニコフなど病

原体を追求し、人類に偉大な貢献をした偉人たちの業績が記された微生物学史）」そのものの仕事でし

た。直前には、ノーベル医学賞を受賞された、我が郷土の誇り、大村智先生と同じ仕事。断る理由など

見つかりませんでした。杉元先生にこの事情を伝え、1 年早い退任を許していただきました。県内外の

90か所から 500以上の土壌・底泥サンプルを得て、培地に接種、出現した疑わしいコロニーの一部を検

鏡、分生子を確認後、DNA 抽出、rDNA の増幅と精製、サイクルシークエンス、塩基配列の解析と相同性

解析による種の同定を経て、とうとう 1株を発見しました。この間の作業は時代こそ違えど、まさにあ

こがれてきた微生物の狩人気分、至福の 3年でした。 

連大との 20年間、思い出は尽きません。お世話になりました。 
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定年退職にあたり

生物生産科学専攻 動物資源生産科学連合講座

琉球大学 農学部

及川 卓郎

私が琉球大学に転任してきたのは平成 21 年 12 月ですが、それから約 2 年を経た平成 23
年 9 月に鹿児島連大に教員を任じられ現在に至っています。翌 24 年には、いきなり連大代

議委員を任じられ、右も左もわからない状況で連大運営の一端を担うことになりました。

構成員の皆様にはいろいろとご迷惑をおかけしたかと思います。この場を借りておわびし

たいと思います。

代議委員任期中の思い出としては、研究科長経費の交付を受け琉球大学で実施した「フ

ォローアップセミナー」があります。この事業は、古くからの昵懇でアイデア豊富な川満

先生が発案し、私どもが運営を担った事業で、連大としても成果のあがったプロジェクト

ではなかったかと思います。実施後 10 年近くたっているのでその概略を説明します。これ

は連大で学位を受けた修了生のうち琉球大学が担当した修了生をふたたび琉球大学に招き、

合同セミナーを通じて学術的な交流を深める目的で開かれたセミナーでした。発表者の多

くが海外からの参加者で、帰国後の年限にもよりますが、多くの修了者が母国において指

導的地位あるいた研究活動を指揮しる立場にあり、研究交流を進めるうえでも意義の大き

い事業となりました。修了生も久しぶりに沖縄県あるいは琉球大学を訪れることができ、

感慨もひとしおの様子でした。多くの研究者が旧交を温めるとともに研究交流を図ること

ができ、価値ある機会だったと思います。私事になりますが、私自身、その後何度か先方

の研究機関、大学を訪れて記念講演、特別授業を行う機会がありましたし、相手方大学よ

り連大生、大学院研究生を受け入れることができ、研究も大いに進展させることができま

した。ただ、このようなセミナーがそれ以来開かれていないことは大変もったいないこと

と思います。毎年とか短周期で開催する必要はないので、5 年ごととか長い周期で開催でき

たら双方に有意義だと思います。

私の在任期間は 10 年あまりと短い期間でしたが、何人かの修了生も出すことができまし

た。また、当初からのテーマであるウシにおける遺伝と環境の相互作用にもある程度成果

をあげることができました。鹿児島連大には予算面、制度面で多くのサポートを受け、有

意義な研究生活で締めくくることができたと思います。本当にありがとうございました。

皆様の末永いご活躍を祈念し、ペンを置きたいと思います。
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◇旧代議委員の挨拶 

 

代議委員を終えて 

 

農水圏資源環境科学専攻 生物環境保全科学連合講座 

佐賀大学教授 農学部 

大島 一里 

 

 

「平成31年度（令和元年度）より新たに代議委員を務めさせて戴くことになりました。これから

２年間，大変お世話になります」，とニューズレターの新代議員挨拶に書かせて戴いてから，あっ

という間に２年間が過ぎました。本当に「あっ」という間でした。「代議委員として微力しかあり

ませんが，連大の発展に貢献できるよう，ただ楽しませて戴きながら，これから２年間を過ごした

いと思います。」とも書かせて戴いてから，「貢献できた」のかはさておき，「楽しませて戴きな

がら２年間を過ごした」ことは事実となりました。これも研究科長，代議委員の先生方や連大をサ

ポートして戴く事務職員の皆様と出会いがあり，楽しい時間が過ごせたからです。 

これまで30年以上教員人生を送ってきましたが，この２年間に多くの素敵的な先生方にお会いす

ることができました。特に１年目の同期の先生方とは新型コロナウイルス流行前と言う事で，大い

に親睦を深めることができ，本当に楽しい時間を過ごすことができました。鹿大農学部先生方，水

産学部の先生方，琉大の先生方，そして勿論佐大の先生方，私の人生で「宝」となった２年間でし

た。感謝いたします。親睦を深めていたためか，３大学の垣根を越えて，会議でも本音で話すこと

もできました。新型コロナウイルスの流行により一般セミナーの開催場所も右往左往し担当の委員

の先生方は大変であったと思いますが，時には率直な意見も述べさせて戴きました。１年後に遅れ

て代議委員になられた先生方はさぞかし驚かれたことでしょう。 

代議委員１年目では，那覇市の国際通りの裏の店で代議委員の先生方と好きなことを言いながら

夜中まで飲んでホテルのチェックインに遅れたり，鹿児島中央駅近くでまた好きなことを言いなが

ら先生方と飲んだり，どれもこれも私にとってとても有意義な楽しい思い出です。中央駅近くでの

メンバーは，鹿大からT先生とK先生，琉大からはK先生とO先生，佐大からはG先生と私であった

とその風景も含めて記憶していますが，もし間違えていましたら御免なさい。 

２年目の入試は初めての選抜試験，そしてオンライン入試，絶対ポカを私自身はするだろうと思

い臨んでおりましたが，研究科長，副研究科長そして事務職員さんの緻密な計らいと確かな進行で，

大きな問題もなく無事成功に終わりました。 

私の写真は２年前のニューズレターのままにしました。また楽しい時間が２年前と同じように始

まりますように，と言う気持ちからです。２年間一緒に過ごした代議委員の先生方は，どうかお体

を大切に，ご自愛ください。「代議委員はとても楽しいよ」と私にだまされ代議委員になられた先

生方は，是非２年目を楽しんでください。 

最後に，琉大のK先生は，鹿児島中央駅の駅弁を全種類制覇すると言われていましたが，２年目

の最後に新型コロナウイルスが流行したのにも関わらず，追い込みをかけ制覇されたそうです。流

石です。でも最近新しい駅弁を中央駅で見かけました。競って鹿児島市の全てのホテルを制覇する

と私は宣言しましたが，出張が無くなり断念しました。最後に泊まるホテルは憧れの城山ホテル鹿
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児島を予定していましたが，ホテルH鹿児島となりました。 

連合大学院の益々のご発展，そして皆様のご多幸をお祈りします。 
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代議委員の任期を終えて 

 

 

応用生命科学専攻 生物機能化学連合講座 

佐賀大学教授 農学部 

後藤 正利 

 

 

2019 年 4 月から代議委員を務めさせていただきました。おかげさまで、代議委員を担当した当初は連

大がどのような組織化さえもよく理解していませんでしたが、新しいシステムを含めよく理解すること

ができました。 

さて、前任代議委員の小林元太先生にお聞きしていたとおり、任期 1年目は、委員会と代議委員会を

行い、とくに終了後は懇親会で専門分野以外の個性的な先生方と交流できて、たいへん有意義で、リラ

ックスした中で過ごすことができました。代議委員会が鹿児島大で開かれるときは焼酎を、沖縄では泡

盛を、佐賀では清酒を堪能できました。もちろんそれらのお酒を作るのに欠かせない麹菌について研究

していますので、各地の麹菌の研究者とも交流することができました。バラ色の代議委員活動の１年で

した。2020 年 2 月 27-28 日（金）に連大分野別セミナー代表として、佐賀で講演会と工場見学を実施し

ました。まさに Covid-19 が忍び寄って来たところで、工場見学は３社の予定が２社となりました。開催

が１日遅れて 3月に入っていたら、佐賀大学から禁止令が出ましたので、分野別セミナーは開催できな

いところでした。２年目の連大活動が大変になることを予感させるイベントでした。 

2020 年 4 月となり、研究科長に連大を熟知されておられる寺田先生が就任され、新体制で連大の運営

が始まりました。Covid-19 対応下での連大の代議委員会も含めオンラインとなり、当然ながら懇親会は

全て取りやめとなり、バラは枯れて、茨の道を行く１年でした。しかし、研究科長のリーダーシップの

もと、新入試システムを開始することができたと思います。オンラインで会議ができるので臨時会議が

随分増えましたが、その分、連大運営における問題点への対処について議論できたかと思います。 

研究科長の籾井先生、寺田先生と連大事務係の皆様、同期の代議委員の皆様に感謝申し上げます。この

代議委員としての経験を今後の連大での教育研究に活用させて、連大構成員の一人として協力していき

たいと考えております。 
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   代議委員のメモリー 

 

応用生命科学専攻 

先端応用生命科学連合講座 

鹿児島大学教授 農学部 

侯 德興 

 

 

代議委員を引き受けて、ワクワクの気持でスタートし、あっという間の２年間でした。な

ぜワクワクなのか、実は、私は 1989 年 4 月入学し、1991 年 3 月学位取得した本連合研究科

の第一期生で、また、1998 年から農連大の指導教員として十数人の博士課程学生の指導にも

関わってきたので、農連大に対する特別の親近感がありました。 

 

１年目から代議委員に加えて入試委員長と教務委員も仰せつかりました。手探りながら農

連大の入試と教務の流れに理解を深めました。特にこれまで農連大入試に科してきた「小論

文」は、時代の変化に伴い不都合が生じています。例えば「渡日前入試」では、「小論文」を

実施するために指導教員は該当学生の所在国に行けなければなりません。また、「小論文」の

評価は、口頭試問の直前に配布され、内容も口頭発表のものと重複することで、重なって検

討した結果、2020 年度の入試から「小論文」を廃止することとなりました。また、2019 年度

農学特別講義（一般セミナー）は鹿児島大学農学部が当番部局で芝山先生、坂上先生と一緒

に、講演授業以外に焼酎工場の見学・試飲や夜の懇親会も実施することができました。特に、

1 年目は代議委員会の後に代議委員と事務方の交流会があり、楽しい一時を過ごすことがで

きました。特に佐賀大学及び琉球大学で開催された代議委員会はとても思い出のある楽しい

会でした。 

2 年目は農連大に大きな入試改革がありました。これまで、農連大は合格基準を満たしてき

た受験生がほぼ全員入学することができまして、入学定員超過の状況が近年続いております。

大学中期目標の評価に絡み、本学から入学定員超過の是正が求められ、「入試選抜方法」の改

正が必要になってきました。博士課程の入試は、学部の入試と異なることがあり、いかに公

正公平の土台の上に将来研究・教育の「卵」になれる優秀な人材を選抜できるか、研究科長

寺田先生のリーダーシップのもとで、代議委員会で重なって議論し、夏休み最中の 8 月にも

3 回臨時代議委員会が開催され、9 月の農連大研究科教授会の審議に間に合いました。これで

学生募集要項を全般改正により新しい入試選抜基準が出来上がり、2021 年度からスタートす

ることができました。一方、2年目は新型コロナの関係で、農連大の代議委員会と入試も一変

し、オンラインを軸に行ってきました。 

2年間の代議委員でいろいろと経験させて頂きました。特に入試関係で研究科長をはじめ、

代議委員の先生方、農連大事務系の皆様に大変お世話になりました、この場を借りて厚く御

礼申し上げます。どうもありがとうございました。今後も構成員の一人として農連大の発展

に微力出ながら引き続き貢献していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

最後に、これを読んでいる農連大生の皆様へ。本連大は3大学4 研究科で構成され、様々

な考え・個性を持つ他大学の博士課程の学生が入っており、一般セミナーや分野別セミナー

の機会も是非大事にして下さい。学び合いを通じ、人的ネットワークも広げましょう。ま

た、研究は悩みがあるからこそ、問題点が洗い出され、解決につながりますので、ぜひ研究

生活を楽しんで下さい！ 
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九州・沖縄に繋がる大学院として

生物生産科学専攻 熱帯資源・植物生産科学連合講座 

鹿児島大学教授 農学部

坂上潤一

まず、令和 3 年 3 月に 2 年間の連大代議委員の務めを無事に終えることができました。この間、連

大関係者の皆様には大変お世話になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。9 年前につくば

にある農水省傘下の研究機関から鹿児島大学農学部に赴任し、それ以降連大とは主指導・副指導教員と

して関りを持たせていただいていました。そして、2 年前に代議委員の指名をいただいた際には、少々

荷が重いと思いましたが、お引き受けすることにしました。初年は初めてのことばかりで要領が得ず、

会議などでは他の代議委員また事務職員の方々には大変にご迷惑をおかけしたと思います。しかし、結

論から申し上げると、個人的にはとっても勉強になった 2 年間でした。特に、連大の様々なシステムを

深く知ることができたのが大きなメリットで、指導する連大生の指導においても大変に役立ちました。

連大の最大の長所は、異なる大学の教員が連携して学生を指導することです。学生にとって、この知の

融合は博士論文研究において極めて大きなメリットになっていると思います。また、一般セミナーなど、

学生と関係教員が一堂に会して学び交流するユニークなプログラムは、連大ならではの独自性のある取

り組みと思います。毎回開催場所を変えて実施しますので、それぞれの地域文化や郷土料理などにも触

れる良い機会となりました。このように九州から沖縄までの広範囲を対象として大学が連携する連大の

姿は魅力的で、教員・学生間のシナジー効果が生まれていると確信しています。

連大にはたくさんの留学生が学んでおり、また世界各地で修了生が活躍しています。私はよく海外に

出かけます。思わぬ場所で連大修了生に出くわすことがあります。東南アジアにある大学の学長は、私

に日本語で鹿児島の思い出を語ってくれました。彼らのような修了生にはアンバサダーとしての役割を

期待したいところです。私の研究室には、現在 4 名の連大生が所属していますが、そのうち 2 名は留学

生です。修了したあとの彼らとのグローバルな活躍と継続的な交流を期待したいと思います。

連大の今後のますますの発展をお祈り申し上げます。ありがとうございました。
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退任のご挨拶

農水圏資源環境科学専攻 水産資源環境科学連合講座 

鹿児島大学教授 水産学部

吉川 毅

お陰様をもちまして、令和 3 年 3 月末をもって代議委員の任期を終えることとなりました。この 2 年

間、前研究科長・籾井和朗先生、現研究科長・寺田竜太先生、副研究科長・三好和睦先生、代議委員の

先生方や連大事務室の皆様方のお力添えをいただきましたこと、この場をお借りいたしまして厚くお礼

申し上げます。

代議委員を仰せつかってから、委員会の開催されました佐賀大学や琉球大学にお伺いし、研究や教育

をはじめとする皆様のお話を直接お伺いすることができました。所属する水産学分野の中に閉じこもり

がちとなるところ、多様な教育研究分野の皆様と交流する機会が持てましたことは、私にとって貴重な

経験となりました。連大は複数の構成大学からなり、かつさまざまな文化的背景を持った国からの留学

生が在席しています。このような、多様性に富んだ組織を緻密に運営していく様子を拝見し、組織運営

の観点からも多くを学ぶことができました。

令和 2 年度は、琉球大学で実施予定でした「農学特別講義（一般セミナー）」がリアルタイム配信と

なり、入学試験も遠隔実施となるなど、COVID-19 の感染拡大が連大の運営にも大きく影響を与えるこ

ととなりました。新たな入試制度への対応も含め、私にとってもはじめての経験で、至らぬ点もあった

かと存じますが、なんとかご迷惑をお掛けすることなく役目を果たせたのではないかと考えているとこ

ろです。

今後は、一連大教員として、微力ながら連大の発展に貢献すべく尽力いたしたいと存じます。今後と

もご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

写真添付
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鹿児島連大の人気の秘密が少しわかりました 

生物生産科学専攻 地域・国際資源経済学連合講座 

琉球大学 農学部 教授 

大田伊久雄 

お陰様で、2 年間の代議委員を何とか無事に勤め上げることが出来ました。籾井前研究科長、寺田研

究科長ならびに同僚となった代議委員の先生方、そして事務係の皆様に心より感謝申し上げます。しん

どいこともありましたが、終わってみれば楽しい 2年間でした。 

 初年度（2019 年度）は、毎月のように鹿児島に飛び、委員会が終わると市内の温泉巡りを楽しんだり

懇親会に参加したりということができ、噂に聞いていた以上に充実した代議委員生活でした。佐賀大学

にも行き、琉球大学にも来ていただき、鹿大水産学部のキャンパスにも行けました。委員会での議論は

活発で勉強になることも多かったですが、特に緊急の課題もなく、平穏な1年間だったように思います。 

 ところが、年度がかわる直前の 3月から新型コロナが流行するようになり、委員会や学位授与式も取

りやめになるなど、一気に雲行きがおかしくなりました。2年目（2020 年度）に入ると、会議はすべて

オンラインとなりましたが、入学定員管理の厳正化に向けた入試制度の大幅な見直しなど大きな課題も

あり、対面での円滑な意思疎通ができない状況下でばたばたとすることが多くなりました。さらに、琉

球大学では 11 月に一般セミナーの開催を予定していましたが、対面で出来るのか出来ないのか、どう

いう形でなら沖縄に外部講師の先生方に来ていただけるのか、学生に選択肢を与えるのかなど、無い知

恵を随分絞って考えた時期もありました。結局、すべてオンラインで開催するということに落ち着いた

わけですが、研究科長をはじめ関係の諸先生方には多大なご尽力を賜りました。沖縄での開催は 1年延

期となりましたが、今年度は無事に対面開催ができ、多くの学生に訪沖の機会が与えられることを願っ

ています。 

また、2 年目には生物生産科学専攻の専攻長を拝命したのですが、入試の面接がすべてオンラインと

なり、新しい方式では面接委員が 5名ということでその人選と日程調整等が大変でした。面接での採点

の厳格化・公正化はこれからも引き続きますので、今後面接委員になられる先生方は採点方法の特徴と

意義をよく理解して臨んでいただきたいと思います。 

 さて、鹿児島連大はこれまで定員を大きく上回る入学者を受け入れてきた（それが文科省に問題視さ

れている）わけですが、どうしてそれほど人気があるのでしょうか。私の前任校の愛媛大学では、修士

課程もそうですが連大もなかなか定員が埋まらず、時代の風潮として大学院志向が減退しているのだと

思っていましたが、鹿児島連大はそうではありませんでした。琉大では連大ご出身の先生も多く、その

実力の片鱗は感じていたのですが、代議委員として 2年間運営に関わってみて、責任感のある先生方の

元できっちりとした学生教育がなされていること、事務係の皆さんの温かく献身的な学生支援、そして

最先端の研究領域の数々と厳しい論文審査などの特徴を見るに及び、人気の秘密の一端を了解すること
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が出来ました。加えて、亜熱帯島嶼地域研究（琉大）や水産・海洋研究（鹿大）など、日本の最南端に

位置する連大として熱帯アジア諸国からの留学生にとって魅力的な場所であるという地の利もありま

す。その結果、日本人学生にとっても留学生にとっても居心地よく研究に打ち込める体制が整っている

（もちろんさらに上を目指すべき余地はあるでしょうが）組織になっているのだと考えています。今後

とも、この特性を生かして社会貢献度の高い研究成果と人材の輩出を続けていってほしいと思っていま

す。私も微力ながら頑張ります。 

２年間どうも有難うございました。 
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◇新代議委員の挨拶

代議委員就任にあたって

応用生命科学専攻 生物機能化学連合講座 

佐賀大学教授 農学部

北垣浩志

2021 年 4 月から代議委員を務めさせていただく北垣浩志と申します。私はこれまでに連合農学研究科

において 3 人の博士課程学生を指導させていただいております。彼らは現在、アメリカの大学のテニュ

アトラック准教授や海外の大学の准教授として活躍しており、教員として喜んでいます。

個人的には、連合農学研究科は、多様な分野の専門を持つ教員が交流できる、大変に良いシステムだ

と考えております。

 鹿児島大学は旧制第七高等学校造士館（旧制）をルーツに持ち、大変に伝統のある大学だと考えてお

ります。鹿児島大学の前身である旧制第七高等学校造士館出身の赤﨑勇先生がノーベル賞を受賞された

ことは、関係者にとって誇りであります。

 現在、新型コロナウィルスの蔓延により、遠隔授業が多くなっております。遠隔授業にはよいところ

も悪いところもあると考えております。対面授業と比べて、インターアクションが容易であるところは

いいところであると思います。ただし紙ベースの授業にも、実際に手を動かせるなどよいところがあり、

なんとか対面授業のよいところを遠隔授業にも取り入れたいと思っているところです。

 学術の進歩や変革、授業方法の変革など、とにかく変化、進歩の速い時代です。またインターネット

の普及はグーテンベルグの印刷技術の普及に匹敵するインパクトを及ぼしつつあると考えております。

新型コロナウィルスの蔓延により、こうした変革のタイミングが 10 年前倒しになったと思います。ま

たこれまで「閉じていた」学術の世界も、海外との同期のタイミングや、学術以外の世界（産業界、消

費者、マスコミ、政治）との同期のタイミングが速くなったと考えています。

こうした変化に追いつき、それを教育にも活かせるように自らも頑張っていきたいと思っております

ので、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
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代議委員就任のご挨拶

農水圏資源環境科学専攻

地域資源環境工学連合講座

佐賀大学教授 全学教育機構

近藤 文義

2021 年度より鹿児島大学大学院連合農学研究科（以下、連大）の代議委員を務めることになりました

佐賀大学の近藤文義と申します。ある程度の心構えは出来ていましたが、輪番により自分にもとうとう

巡ってきたのかなという思いです。これから 2 年間皆様には大変お世話になることかと存じますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。

さて、私は 1993 年 7 月に前任校の宮崎大学農学部に助手として赴任いたしました。その後、学位取

得後の 1997 年 4 月に指導補助教員として辞令を頂いたのが連大との関わりの始まりでした。当時の連

大主指導教授であった故・國武昌人先生のご指導の下、当時の研究室には連大生として日本人学生、社

会人学生、留学生が総勢 6 名ほど在学しており、彼らの実験のアシスタントや論文のミーティングを通

して、自分の研究テーマの裾野を広げるための訓練に携わることができたのが懐かしい思い出です。佐

賀大学農学部には 2005 年 11 月に助教授として赴任いたしましたが、これ以降は連大生の第 1 副指導教

員または第 2 副指導教員として、また教授昇任後は主指導教員として毎年平均 1 名の連大生を担当させ

ていただいております。本年度からは代議委員として、このような連大組織の運営に関わり、その発展

に寄与できるように頑張りたいと存じます。

私の専門分野は農業農村工学（旧・農業土木学）ですが、その中でも主として「軟弱地盤の理工学的

性質の把握および環境に配慮した地盤改良材の開発」を手がけています。この研究は、干拓地のような

軟弱粘土地盤における用排水路改修工事に適切な地盤改良法に関する検討や、石炭火力発電所からの産

業廃棄物である微細石炭灰（フライアッシュ）を有効利用した「ジオポリマー」と称する環境保全型コ

ンクリートを開発しようとするものです。この研究のサブテーマとして、粗粒石炭灰（クリンカアッシ

ュ）を利用した水質浄化に関する研究にも不定期に取り組んでいます。また、「粘土」繋がりで 2017 年

以降は佐賀大学肥前セラミック研究センター（有田キャンパス）を併任することとなりましたので、こ

ちらでは「粘土の可塑性評価およびジオポリマーを利用したやきもののリサイクル」に関する研究を手

がけています。一方、教育に関しては、2018 年以降は農学部から全学教育機構（旧・教養部）へ移籍し、

農地環境工学に関する教養教育やリサーチ・リテラシーという統計関連の教育に携わっております。な

お、私は大学院修士課程のみ農学研究科に所属し、前述の軟弱粘土地盤や人工衛星リモートセンシング

に関する講義と演習を主として担当しています。将来的に、このような研究や教育を通して、連大の運

営や博士課程大学院生の人材育成に貢献できればと思っています。

連大では、佐賀大学だけでなく鹿児島大学や琉球大学の先生方とも連携した教育研究が行われていま
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すので、これらの大学の先生方との会議や懇親会を通じての交流も楽しみにしております。今後の連大

の発展に微力ではありますが、お手伝いさせていただきたいと思います。皆様には色々とお世話になる

ことが多いかと存じますが、重ねてよろしくお願いいたします。
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ご挨拶

応用生命科学専攻 先端応用生命科学連合講座 

鹿児島大学教授 農学部

石橋 松二郎

この度、応用生命科学専攻先端応用生命科学連合講座の代議委員となりました鹿児島大学農学部の石

橋松二郎と申します。私は大阪の食品会社でチーズの研究開発を行っていましたが、ご縁があり、H10

年に助手として鹿児島大学農学部に着任しました。そして、H17 年にこの連大で学位を取得後、H18 年

に副指導教員資格者になり、それ以来 15 年間お世話になっております。代議委員の仕事は初めてです

ので、ご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

 私の専門は極限環境微生物です。普通の生物が生きていけないような環境でも生きていけるたくまし

い微生物の研究をしています。例えば好熱菌、好冷菌、好酸・好アルカリ性菌などいますが、私は特に

高濃度の塩の中でも生きていける好塩菌の研究をしています。塩は微生物の増殖を抑えるため、古来か

ら天然の食品添加剤として使われてきました。塩は、浸透圧を高めることで細胞を破壊します。また、

水分を奪うことで酵素の働きを抑え、代謝活性を低下させます。そのため、好塩菌は細胞外の浸透圧に

対抗するために適合溶質という物質を蓄積したり、細胞内部に流入してきた塩を積極的に排出する機構

を持っています。また、酵素自身も高い塩濃度の環境でも働けるようにアミノ酸を置換することで進化

しています。我々はこれら好塩性酵素の塩に対する適応メカニズムを調べることで、好塩性酵素の新た

な産業利用やタンパク質工学を用いた有用酵素の安定化を目指しています。さらに、様々な極限環境耐

性酵素の特徴を集め、どんな環境でも耐えられる最強酵素 polyextremozyme(複数の極限環境耐性酵素)の

作成を目指しています。

まだ代議委員の仕事はあまり理解しておりませんが、伝統ある連大研究教育のさらなる質の向上に微

力ながら貢献するために、代議委員の仕事を一生懸命頑張りたいと思います。また、鹿児島大学だけで

なく、佐賀大学、琉球大学の先生方とも積極的に交流し、いろいろなことを学びたいと思っています。

2 年間どうぞよろしくお願い致します。 

写真添付

21



ご挨拶

農水圏資源科学専攻・生物環境保全科学連合講座 

鹿児島大学・農学部

津田 勝男

この度、代議委員になりました津田です。よろしくお願いいたします。2010～2011 年度以来の 2 度目

の担当です。1 度目の就任時は所属講座名さえ正確に言えない状態で、当時は不安しかありませんでし

たが、今回は余裕を持って任務に臨むことができると思います。今回も前回と同様に入学試験検討委員

会の委員長、教務委員会委員、奨学金返還免除候補者選考委員会委員という役割を担う予定です。特に

入学試験検につきましては前年度に大きく変わりましたので、新しいしくみが円滑に進むよう調整が必

要だと感じております。

さて、私の専門は昆虫病理学(天敵微生物学)です。とは言っても、これは大学院時代の専門で、前職

の福岡県職員時代は福岡県農業総合試験場で果樹栽培、土壌微生物、病害虫、企画の部署を転々としま

した。そのおかげで新しい仕事に対する適応力はついたのではないかと思います。24 年前に鹿児島大学

に着任しましたが、害虫学研究室では害虫や天敵昆虫を始め昆虫一般を扱います。天敵微生物だけを扱

うという訳にもいきません。このように専門に対するこだわりは薄れています。代わりに新しいこと、

慣れない仕事に対してもすんなりと受け入れることが出来るようになりました。さらに年齢を重ねるに

したがって大学の管理運営に関する役も回ってくるようになりました。研究に没頭していた時期ははる

か昔になってしまいました。

大学の教員となって良かったこと、それは、学生さん達が成長していく様子を見ることが出来るとい

うことです。以前は虫にしか興味がなかったのですが、今はヒトにも興味が持てるようになりました。

色々な種類のヒトが色々な場所(立場)でどのような生態を見せてくれるかを観察しています。連大の代

議委員では専門分野が異なる先生方や学生さん達と関わりを持つことになると思います。このことが楽

しみでもあります。
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ご挨拶

生物生産科学専攻 地域・国際地域資源経済学連合講座 

鹿児島大学教授 水産学部

佐野雅昭

2021 年 4 月より、代議委員を拝命いたしました鹿児島大学水産学部の佐野です。2006 年より 2 年間

代議委員を務めさせていただきましたので、今回が 2度目となります。 

2001 年に鹿児島大学に赴任し同年連大教員となって以来、連大学生の教育にはこれまで延々と関わっ

てまいりました。水産学においてはどの分野もそうなのですが、当初から一貫して留学生を多く受けい

れてきました。インドネシア、中国、トンガ、フィジー、パナマ、ベトナムなどから学生を受け入れ、

彼らが連大で学んだことをそれぞれの母国で水産政策や水産研究そして水産教育の発展に生かしてく

れています。インドネシアのボゴール農科大学で現在学長を務めているアリフ・サトリヤ氏も教え子の

一人であり、誇らしく思っています。またそのつながりから、インドネシアの水産長官一行を当研究室

で受け入れ、中央卸売市場の見学や桜島、吹上海岸などをご案内したこともありました。東南アジアを

はじめ太平洋島嶼国や中米まで、連大への留学生を通じて様々な地域の水産業についてこちらが学ぶこ

ともとても多く、連大が私の研究と世界をぐっと近づけてくれたように思います。 

また、日本人学生はいずれも社会人学生でした。社会人としてお仕事をしながらの博士論文作成に向

けた研究活動ということで時間の制約などもありましたが、学生とは違い既に専門性をお持ちの方々な

ので、短くも濃く深い議論を行うことができ、これまたこちらの方がいろいろ勉強になりました。 

と同時に、連大での様々な活動は、鹿児島大学農学部はもちろんのこと佐賀大学、琉球大学の先生方

との交流をもたらしてくれました。特に代議委員をやらせていただいた 2年間には代議委員会のあとの

懇親会が楽しみであり、学問分野と地理的距離を超えた交流を深めることができました。代議委員とし

て何かしたかと言われればあまり記憶にないのですが、懇親会だけはよく覚えています。 

 今はコロナ禍の最中であり、代議委員会もリモートとなっているようです。県境を越えた相互の行き

来もままならず、飲み会などもってのほかでしょう。年に一度学生が交流し、狭くなりがちな視野を広

げる機会である一般セミナーも昨年度はリモートでした。もうしばらくは連大と代議委員会もこうした

難しい状況下での運営を余儀なくされるのでしょう。願わくば後期には、教員も学生もワクチン接種が

済み、互いに堂々と往来し、研究上の交流を深め、また懇親会ではゆっくりとお話しできる日が来るこ

とを願って止みません。 

 最後になりましたが、大変にお世話になってきた連大のために、これから 2年代議委員として精一杯

務めさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。 
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代議委員就任のご挨拶

生物生産科学専攻 熱帯資源・植物生産科学連合講

座 琉球大学教授 農学部

嬉野 健次

本年度より代議委員を仰せつかりました、琉球大学農学部の嬉野 健次と申します。よろしくお願い

いたします。私は、平成 20 年 5 月に琉球大学農学部に赴任し現在に至っております。同年 9 月に鹿児

島大学連合大学院副指導教員の資格を取得し、平成 27 年 9 月に主指導の資格を取得しました。よって

連大には 13 年ほどお世話になっていることになります。 

私の専門分野は園芸学で、主に花卉類を対象にした研究を行っております。現在取り組んでいる研究

は、花卉園芸植物の花色育種に関する研究と花木類の休眠機構の解明に関する研究です。花色育種では、

ツツジを材料として用い、常緑性黄色花ツツジの作出を目指しています。常緑性ツツジ類には黄色花の

ツツジはありませんが、これは、花弁内でカロテノイド生合成遺伝子群の発現が弱いことと高発現する

CCD4 遺伝子により黄色色素カロテノイド類が酸化開裂されるためです。カロテノイド生合成遺伝子群

は、落葉性種キレンゲツツジとの交配により発現量を増加させることができますが、CCD4 遺伝子の発

現によりカロテノイドは無色のアポカロテノイドになります。しかし、この CCD4 発現量は常緑性ツツ

ジ種により異なり、面白いことにサキシマツツジやヤクシマヤマツツジなど鹿児島および沖縄に自生す

る固有種で発現量が低いことが、これまでの研究で解明されました。これらの種は、常緑性ツツジ品種

作出のための育種親として利用されておらず、有望な育種親になると考えています。休眠性の研究につ

いては、台湾原生の四季咲き性キンモウツツジを用いて実験を行っています。このように、対象に用い

ている種は、亜熱帯に自生している種で、亜熱帯に自生する未利用資源植物の魅力を感じています。

 今回、代議委員を担当させていただきますが、連大の教育研究に少しでも貢献できるように協力して

いきたいと思います。また、他大学の先生との交流も楽しみにしております。２年間、よろしくお願い

します。
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◇新入生の素顔

令和 2年 10月入学（7名） 

【生物生産科学専攻・Science of Bioresource Production】

熱帯資源・植物生産科学・Tropical Bioresource and Plant Resource Production 

Anil
アニル

 Kumar
ク マ ー ル

 Mahato
マ ハ ト

 (Nepalese) 

MOLECULAR IDENTIFICATION AND SURVEY FOR HEALTH BENEFIT 

COMPOUNDS IN CITRUS 

Advisory Professor: KOTODA Nobuhiro (SAGA University) 

First Vice-Advisory Professor: WATANABE Satoshi (SAGA University) 

Second Vice-Advisory Professor: YAMAMOTO Masashi (KAGOSHIMA University) 

In year 2019, I completed my master’s degree in Horticulture from Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka, 

Bangladesh. Before beginning master’s degree, I finished my bachelor’s degree in Agriculture faculty from Sher-e-

Bangla Agricultural University in year 2006. 

I started my professional career voluntarily as a 'Field Coordinator' for a National NGO, SAN (Silk Association of 

Nepal) in June 2007. Recently, again I am working as volunteer to support COVID-19 victim family with socio 

economic recovery program in province I, II and Bagmati of Nepal .During my career with in different organizations, I 

have exposed many new challenges, as my responsibility level has been shifted considerably from the technical to 

managerial level. It gave me many opportunities to challenge my strengths and weaknesses. And I became to realize 

that my knowledge is limited, specifically in the field of agriculture and productivity, including sustainable land and 

water management, climate change and policy development aspects. Those perspectives are urgently required in order 

to be able to support different government and non- government organizations appropriately. I am sure, the knowledge, 

skills that I benefit, will contribute not only to my future carrier but also to the development of my country. 

With a solid foundation in academic theory on Agriculture gained through the degree programme, I am confident that 

this will provide me with the knowledge, skills and confidence to realize my dreams. After I earn my Ph.D. degree, I 

intend to make my greatest contribution in eliciting the emerging agriculture specially in Horticulture problems in the 

developing countries particularly in Nepal, utilizing my theoretical background and creativity as a scientist.   

As far as I know by conversations with your pass out students, Saga University Ph.D. programme offers the excellent 

teaching facilities and staff and I am attracted by seriousness and demandingness of your courses as well as by the 

opportunity to study under prominent professors and researchers. I also value that, as a fact, the education in Science of 

Bioresource Production at Saga University, Japan does not stop with theory and also emphasizes the necessity of own 
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research in the area. Therefore, It would be an honor for me to pursue my Ph.D. in Tropical Bioresource and Plant 

Resource Production at The United Graduate School of Agricultural Sciences. 

At last, After completion of the program, I will back to my country Nepal. Hopefully, I will join either in Agriculture 

and Forest University or Tribhuvan University as a teacher or as a Scientific Officer at government agricultural 

organization and serve my country with the knowledge, technology and culture learnt from your country. I will continue 

researches and involve the curious students. 

Neptu
ネプトゥ

 Islamy
イ ス ラ ミ

 Raharja
ラハージャ

 (Indonesia) 

Title of Research: Diversity and biological activity of culturable bacteria isolated from 
different Curcuma species for improvement of Curcuma production  

Major Advisory Prof.: Md. Amzad Hossain (University of the RYUKYUS) 
First Vice-Advisory Prof.: SANO Ayako (University of the RYUKYUS) 
Second Vice-Advisory Prof.: HOU ,De-Xing (KAGOSHIMA University) 

Hello everyone, my name is Neptu Islamy Raharja, and my nickname is Neptu. I come 

from Indonesia. I completed my undergraduate study in 2017 at the Faculty of Biology, Jenderal Soedirman University. 

My undergraduate research was on the exploration of plant growth-promoting rhizobacteria of open post-coal mining 

and its potential for revegetation. After graduating from the undergraduate program, I continued my postgraduate study 

in the microbiology study program at Bogor Agricultural University (IPB University). The research topic in the master 

program was on bioactive compounds derived from marine sponge-associated bacteria. 

I have an interest in research activities in the field of microbiology, especially regarding bacteria, since I was an 

undergraduate student. I am very interested in bacteria because even though they are microscopic in size, but they have 

tremendous potential and have many benefits for human life. Quoting from Perlmon D's statement in 1980, "microbes 

can and will do anything: Microbes are smarter, wiser, and more energetic than microbiologist, chemist, engineer, and 

others" made me even more interested and curious about microbes. My desire to become a researcher in the future and 

interest in research activities motivated me to become a learner. As a learner, I think it is necessary always to increase 

knowledge and experience. In my opinion, one way to be able to improve it is by continuing education to a higher level. 

Continuing higher education outside Indonesia has been my dream for a long time. I was delighted when I got the 

opportunity to continue my studies at the doctoral level at The United Graduated School of Agricultural Science, 

Kagoshima University. Before I applied for a doctoral course, I took a research student program for one year at the 

University of the Ryukyus. During my research student program, I gained a lot of experience which was very useful to 

support my doctoral studies. 
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In this doctoral program, I plan to conduct research on the diversity and biological activity of culturable bacteria 

isolated from different Curcuma species for improvement of Curcuma production. In general, I hope that this research 

can provide additional information in science and become preliminary research to developing biofertilizers that are 

useful for increasing agricultural quality and production. Besides that, I also hope that this research can provide new 

knowledge and experiences for me that I can apply in future research activities. At the end of this paper, I would like to 

express my gratitude to all my supervisors for always providing advice, support, and opportunities. 

 

伊
い

川
がわ

 秀
ひで

治
はる

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        新規酒質芋焼酎を作り出すサツマイモの 

生理・形態学的ならびに醸造学的特性に関する研究 

 

主 指 導 教 員 ：        志水 勝好（鹿児島大学） 

 

第一副指導教員：髙峯 和則（鹿児島大学） 

 

第二副指導教員：外山 博英（琉球大学） 

 

 皆様こんにちは。2020年 10月に入学いたしました伊川秀治と申します。生まれも育ちも沖縄県です。

琉球大学にて「泡盛黒麹菌の細胞壁に関する研究」を行わせて頂き、2012年に修士号を取得いたしまし

た。現在は宮崎県都城市に所在する霧島酒造株式会社に勤務し「焼酎原料用のサツマイモに関する研究」

を行っており、働きながら博士号取得を目指します。所属は、鹿児島大学 生物生産科学専攻 熱帯資源

・植物生産科学講座 比較環境農学研究室になります。 

 あまりご存じでない方も多いかと思いますので、本格芋焼酎と業界の置かれた現状について説明させて

頂きます。芋焼酎を含めた本格焼酎は日本酒や泡盛と同様、「國酒」に認定されている日本を代表する伝

統あるお酒です。鹿児島では沖縄からサツマイモが持ち込まれた約300年前から造り始められたとされて

おり、現在でも南九州地域の鹿児島および宮崎の2県で、全国で造られる本格芋焼酎のほとんどが造られ

ています。本格芋焼酎は基本的に、水と米麹、サツマイモから造られており、サツマイモは米の約5倍量

使用するため、その品質が芋焼酎の品質の良し悪しに影響するだけでなく、使用する品種を変更すること

で異なる香りや味わいが生まれます。多くの本格芋焼酎製造メーカーでは、肉色が紫や橙などの有色サツ

マイモを原料とすることで従来とは異なる香りや味わいを醸し出し、近年の多様化する消費者ニーズに対

応してきた経緯があります。しかしながら、サツマイモ多様性を鑑みると、このような対応も限界に近い

と考えます。そこで弊社では数年前より、サツマイモの肉色に頼ることなく消費者ニーズに応えうる新し

いカテゴリーの酒質を醸し出すサツマイモの育種に取り組んできました。 

博士課程では弊社にて数年前に作出した、肉色に頼らず新しいカテゴリーの酒質を醸し出すことができ

るサツマイモに関する研究に邁進していく所存です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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地域・国際資源経済学・Regional and Global Economics 

 

     新崎
あらさき

 泰史
た い し

（日本） 

研 究 題 目 ：        沖縄県小規模離島地域における野菜産地の形成と展開過程 

に関する研究 

 

主 指 導 教 員 ：        内藤 重之（琉球大学） 

 

第一副指導教員：杉村 泰彦（琉球大学） 

 

第二副指導教員：坂井 教郎（鹿児島大学） 

 

はじめまして。2020年 10月に社会人として入学しました、琉球大学所属の新崎

泰史と申します。 

私は 2016年３月に琉球大学大学院農学研究科を修了した後、沖縄県に入庁しました。入庁後は沖縄県

宮古農林水産振興センター農業改良普及課で、新規就農者の確保・育成や露地野菜の栽培指導等の業務に

４年間携わりました。その後、今年度４月から沖縄県農業研究センター名護支所で研究員として勤務して

おり、主にサトウキビの育種試験や栽培試験等の研究に取り組んでいます。 

博士課程で取り組む研究は、仕事内容と直接関わるものではありませんが、沖縄県の小規模離島地域に

おける地域農業の現状や野菜産地の展開過程等を明らかにするとともに、産地の形成条件や維持・存続し

ていくための課題を検討することを目的としています。この内容は学部学生時代から取り組んできた卒業

論文と修士論文の内容を含み、さらなる事例研究を進めながら、地域農業を維持させていくための理論構

築を行いたいと考えています。 

沖縄県の離島地域ではサトウキビの栽培と肉用牛の飼養を中心とする農業と製糖業が主要産業となって

いますが、グローバル化の進展等により、これらに依存した離島農業は見直しが迫られています。しか

し、離島地域では輸送条件が厳しいといった制約があり、なかでも小規模離島においては資本や労働力が

限られていることから、園芸品目等の産地形成や維持・存続は容易ではありません。 

このような中、近年では安心・安全志向の高まり等から、端境期に国産野菜が供給できる沖縄への期待

が高まっており、離島においても野菜の産地化が新たな地域振興方策の一つになると考えられ、離島農業

の維持に役立てられる研究にしていきたいと考えています。 

学位取得に向けては、仕事との両立を図りながらになりますが、体調には十分配慮しながら頑張ってい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
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I.D.K.S.D. ARIYAWANSHE
ア ー リ ヤ ワ ン シ ェ

 (Sri Lanka) 

Title of Research: Role of Collective Action in Climate Change Adaptation Among 

Rural Farming Communities  

 
Advisory Professor: FUJIMURA Miho (SAGA University) 
 
First Vice-Advisory Professor: TSUJI Kazunari（SAGA University) 
 
Second Vice-Advisory Professor: SAKAI Norio (KAGOSHIMA University) 

 

I am a Sri Lankan graduate student from the University of Peradeniya, having completed my basic degree, B.Sc. in 

Agricultural Technology and Management (2014-2018) from the Faculty of Agriculture, and masters’ degree, M.Sc. in 

Organizational Management (2018-2020) under the Board of Study of Agricultural Extension, from the Postgraduate 

Institute of Agriculture at the same university. 

Upon the successful completion of undergraduate studies, I worked as a Temporary Lecturer at the Department of 

Agricultural Extension, Faculty of Agriculture of the University of Peradeniya (2018-2019). Thereafter, I was employed 

as a Field Coordinator on Climate Smart Agriculture at the “Climate Resilient Integrated Water Management Project” 

(CRIWMP) under the United Nations Development Program and Ministry of Mahaweli, Agriculture, Irrigation and 

Rural Development, Sri Lanka (2019-2020). 

 During the period as a postgraduate student, meanwhile as a Temporary Lecturer at the Department of Agricultural 

Extension, I was involved in the teaching- learning process for undergraduate students through small group teaching as 

well as conducting practical classes and assisted in out-reach work and research processes of the Faculty.  

I have gained an exposure to a range of subjects related to Agricultural Extension including Socio-economic aspects 

of Natural Resources Management, Farming Systems, Community Development, Productivity Enhancement Training, 

Project Management, Information management and Social Research Methods etc. as a student of University of 

Peradeniya and practical experience regarding engaging with the dry zone communities of Sri Lanka both as an intern 

and an employee under the United Nations Development Program. 

Academic achievements: 

As an undergraduate, I represented Sri Lanka as a research presenter at “The 16th International Students’ Summit of 

Food, Agriculture and Environment in the 21st Century”, which was held in Tokyo, Japan in the year 2016.  Further, I 

was selected as a member to take part in the “Rural Immersion Program” at Madurai, India in the year 2017. I was 

offered the “A.T. Mosher Gold medal for Academic Excellence in Agricultural Extension” and the “Memorial prize for 

academic excellence at the Final year examination” of the Faculty of Agriculture, at the General Convocation of 
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University of Peradeniya, 2017. 

Goal: 

My ultimate goal is to explore and apply dimensions of collective efficacy of human communities for sustainable 

management of natural resources and climate change adaptation through a research study in Sri Lanka and Japan. I wish 

to pursue this research study under the course on Science of Bioresource Production and the Major chair on “Regional 

and Global Resource Economics” under the guidance and supervision of my Advisory Professor Miho Fujimura, and 

my Vice Advisory professors.  

I deem it a privilege to become a student of The United Graduate School of Agricultural Sciences, and to serve it and 

my mother country in my utmost capability. 
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【応用生命科学・Biological Science and Technology】 

先端応用生命科学・Advanced life science 

B. R. S. Bogahawaththa
ボ ガ ハ ワ ッ テ

 (Sri Lanka) 

Title of Research: The Effects of Bio- actives Isolated from Heen Bowitiya (Osbeckia 

Octandra) on Different Liver Disease: in vitro and in vivo studies 

Advisory Professor: MITSUTAKE Susumu (SAGA University) 

First Vice-Advisory Professor: TSUJITA Tadayuki（SAGA University) 

Second Vice-Advisory Professor: MIYATA Takeshi (KAGOSHIMA University) 

I am a Sri Lankan graduate student from the University of Peradeniya, having completed my basic degree, B.Sc. in 

Animal Science and Fisheries (2011-2015) from the Faculty of Agriculture, and masters’ degree, M.Phil by research 

(2016-2019) under the Higher Degrees Committee, Faculty of Veterinary Medicine & Animal Science, University of 

Peradeniya Sri Lanka.  

Upon the successful completion of postgraduate studies, I worked as a Temporary Lecturer at the Department of 

Animal Science, Faculty of Animal Science and Export Agriculture of the Uwa Wellassa University, Sri Lanka (2018-

2019). Thereafter, I was employed as a Research Assistant as well as a co-investigator in one of the research project on 

“The effects of Heen Bowitiya (Osbeckia Octandra) Leaf Extract on Major Liver Fibrosis Associated Proteins 

Expression and Regulation in a Rat model” at University of Peradeniya, Sri Lanka (2019-2020).  

During the period as a postgraduate student and Research Assistant, meanwhile as a Temporary Lecturer at the 

Department of Animal Science, I involved in the teaching-learning programme of undergraduate student of Animal 

science, inclusive of lab (Biotechnology and anatomy) small group teaching as well as supervised final year research 

students in Faculty of Agriculture, University of Peradeniya. In addition, I have experience about Characterization of β-

lactoglobulin gene to be used as a genetic marker in Sri Lankan dairy cattle breeding as a research assistant. With this 

project I have gained knowledge and practical experience about DNA extraction, RFLP and gene sequencing with other 

biotechnological methods. Furthermore, I have worked with HPV project as a technical assistant and I have obtain 

experience regarding collection of cervical samples, survey of patients and preservation of samples.  

My ultimate goal is to invent a plant based treatment for liver fibrosis and cirrhosis through a research study in Sri 

Lanka and Japan. I wish to pursue this research study under the course on Biological Science and Technology and the 

Major chair on “Advanced Life Science”. I deem it a privilege to become a student of The United Graduate School of 

Agricultural Sciences, and to serve it and my mother country in my utmost capability. 
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【農水圏資源環境科学・Resource and Environtal Science of Agriculture,Forestry and Fisheries】 

生物環境保全科学・Environmental Science and Conservation Biology 

 

Wiwit
ウイウイット

 Probowati
プ ロ ポ ワ テ ィ

 (Indonesia) 

 

Title of Research: Molecular genetic study on pathogen evolution and  

                disease resistance. 
 
Advisory Professor: OHSHIMA Kazusato (SAGA University) 
 
First Vice-Advisory Professor: FUKUDA Shinji（SAGA University) 
 
Second Vice-Advisory Professor: NAKAMURA Masayuki (KAGOSHIMA 

University) 

 

 

 

A Pleasant Greeting to all.. I would like to express my gratitude for this opportunity to introduce myself. My name is 

Wiwit Probowati from Indonesia. I have completed my graduation in Biology from Universitas Gadjah Mada, one of 

the best universities in Indonesia. I did my M.Biotech. in Biotechnology from the same university. As a lecturer at 

Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta who is required to continue to develop knowledge, I have to pursuing Doctoral 

program. My dream is to obtain a Ph.D from a developed country and Japan is at the top of the list. Just after that, I 

applied for MEXT scholarship. Going through a hard competition. I got the scholarship by the grace of Almighty. I 

have enrolled as a doctoral student in the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University in 

April, 2020. But until May 2020, my position in Indonesia undergoing online lectures and there is no certainty when I 

will go to Japan. All of this because the world now is suffering the Covid-19 outbreak. It will be challenging situation. 

I hope that the situation will pass soon. So that I can go to Japan and the most important I could do research directly in 

Japan. My research theme is Molecular genetic study on pathogen evolution and disease resistance. As I am interested 

in plant pathology, my research will analyze Narcissus degeneration potyvirus and analyze pathogen interaction in 

Loquat [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl].   

I would like to convey my profound regards to Professor Kazusato Ohshima for his cordial supervision, I would also to 

acknowledge Professor Shinji Fukuda for continuing assistance in carrying out my research and he will be able to look 

after me carefully. I am also grateful to Professor Masayuki Nakamura for his willingness to co-supervise my research. 

I would like to thank the Japanese Government for the provision of MEXT scholarship to do my doctoral study.  

Last but not least, I hope to have a happy PhD course in Japan, make a breakthrough in research and graduate 

successfully, Doctor life, come on! 
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令和３年４月入学（２６名）

【生物生産科学・Science of Bioresource Production】 

熱帯資源・植物生産科学・Tropical Bioresource and Plant Resource Production 

Odama
オ ダ マ

 Emmanuel
エ マ ニ ュ エ ル

 (Ugandan) 

Title of Research: Adaptation of NERICA genotypes to improve rice productivity under 
different moisture conditions and different soil physical properties 

Advisory Professor: Dr. SAKAGAMI Jun-Ichi (KAGOSHIMA University)  

First Vice-Advisory Professor: Dr. AKAGI Isao（KAGOSHIMA University) 

Second Vice-Advisory Professor: Dr.FUJITA Daisuke (SAGA University) 

Greetings! It is such a great privilege to be given an admission at Kagoshima University 

as a doctorate student. My name is ODAMA Emmanuel; I come from Uganda, a small 

Country in East Africa. I pursued my Bachelor of Science and Master of Science degrees in Makerere University 

Kampala, which is the oldest Public University in Uganda. The title of my Masters’ thesis was “Relative suitability of 

phosphorus analytical methods for a Ferralsol.” Upon obtaining my Master’s degree, I began working with the National 

Agricultural Research Organisation (NARO) of Uganda as a Soil Fertility Specialist.  

When the Japan International Cooperation Agency (JICA) launched the “NERICA Rice Promotion Project” in 2008 in 

Uganda, I was appointed as the Focal Person for Abi Zonal Agricultural Research and Development Institute—one of 

the 16 Public Agricultural Research Institutes under NARO.  This would begin my close interaction with the Japanese 

people and their way of doing things. Given the high work productivity I witnessed from working with the Japanese 

experts, I was greatly motivated to increase my knowledge in rice research. That opened for me the door to visit Japan 

to undertake short courses in rice research and variety selection techniques in 2010, 2013 and 2019.  

The more l learnt the Japanese style of work and ethics, particularly paying attention to details and time management, 

the more I desired to pursue my doctorate degree in this Country. Fortunately enough, that door opened for me in 2o2o 

when JICA sponsored me to undertake my doctorate studies in Tropical Bioresource and Plant Production at the United 

Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University. My research will focus on adaptation of NERICA 

genotypes to improve rice productivity under different moisture conditions and different soil physical properties, and I 

will be based at the Tropical Crop Science Laboratory under the main supervision of Prof. Dr. SAKAGAMI Jun-Ichi.  

I look forward to enjoying my stay in Japan, working so hard to complete my course in time, making new friends from 

Japan and other parts of the world, and networking with Japanese experts and organisations for possible future research 

collaborations. I am so grateful to Prof. Dr. SAKAGAMI for accepting to mentor me and supervise my doctorate studies. 

I’m also very thankful to JICA for identifying the academic potential in me and sponsoring my doctorate studies. 
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GOTO
ゴ ト ウ

 Keita
ケ イ タ

 (Japan) 

 

Title of Research: Evaluation of Responses and Development of Growth Estimate 

Model Corresponded to Impact of Soil Moisture-Atmosphere Interactions in Chili 

Pepper 

Advisory Professor: SAKAGAMI Jun-Ichi (KAGOSHIMA University) 

First Vice-Advisory Professor: KANDA Eiji (KAGOSHIMA University) 

Second Vice-Advisory Professor: ZHENG,Shao-Hui (SAGA University) 

 

Hello everyone! I am GOPPY, full name is Keita GOTO. Although I am a Japanese, my nickname is like an Indian 

and my face is like a Korean. Then, I am writing this content in English now. So, you must notice that I am aiming for 

being an “International person”!   

//BACKGROUND// I was born on 1996 and spend my childhood in the rural area of FUKUOKA prefecture. Then, I 

got a college undergraduate education (4 years) in KOCHI university, which in Shikoku island. I belonged to 

International Field Science Course in Faculty of Agriculture, and I had a lot of opportunities for study abroad to 

being international person. For example, we harvested oil palms in Malaysia, tried to a touristy project for a rural 

village in central Java, Indonesia, investigated on hybrid tree at a primeval forest in Singapore, and so on... Thought 

such meaningful time, I felt I need “Specialized field” and decided continue Master and Doctor in KAGOSHIMA 

university. Thus, now I try to be a specialist in 🌶Chili Pepper🌶. 

//RESEARCH// First, why I chose Chili pepper is just I love it and love people who eat it, which shows South-East 

Asian people. My major is Crop Science, especially in the interaction of Environment × Chili pepper growth. 

Environment indicates Soil water condition, Sun light (incident energy), Atmospheric H2O and CO2 concentration. 

We evaluate the Environmental Responses in each Morphological, Physiological, Biochemical and Real fields levels, 

as to Chili pepper grown under varying environmental conditions. In doctoral study, to object development of 

effective crop production system corresponded to near future climate changes such as global warming and sea-level 

rising, I am going to try to involve Modeling technics and Information and Communications Technology (ICT) in my 

major. My doctoral research will be belonged to Climate-Smart Agriculture (CSA) project suggested by FAO.  

 Nowadays, we may feel hard to make plan about own research and life for COVID-19. Although we faced such not 

nice situations, I believe we should try to pour inside excessive energy into other objective and challenges for making 

us and world HAPPY. I really hope that a lot of HAPPY will come around for you, who read my self-introduction in 

my (strange) English! Thank you so much!! 
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 田丸
た ま る

 翔
しょう

太郎
た ろ う

（日本） 

研 究 題 目 ：        イネ科植物の嫌気応答メカニズムの生理学的解析 

主 指 導 教 員 ：        坂上 潤一（鹿児島大学） 

第一副指導教員：池永 誠（鹿児島大学） 

第二副指導教員：鄭 紹輝（佐賀大学） 

はじめまして。2021年 4月に入学しました、田丸翔太郎と申します。熱帯作物学研究室に所属しており

ます。出身は鹿児島県で、生まれてからずっと鹿児島に住んでいます。 

大学 4年生の頃は、キャッサバという作物の栽培に関する研究を行っていました。そのころにキャッサバ

畑で発生していた湿害に頭を悩まされた経験から、植物の根と湿害に興味を持ち、大学院からはイネを用

いた湿地適応の研究に着手しました。湿害は水の過多による根へのダメージである、というふうに誤解を

されてしまいがちなのですが、実は根圏の酸素不足に起因します。そのため、水辺に適応している植物は

根に酸素を送る機能を発達させており、根の酸欠を回避しています。イネは水田でも畑でも栽培が可能な

半水生植物であることから、イネが湿地の嫌気条件に適応しているメカニズムを解明できれば、湿害に強

い作物を育種していくうえで有用な知見を提供できると考えました。そのため、これまでは水田で栽培さ

れる水稲と、畑で栽培される陸稲を用いて、イネ品種内の嫌気応答の多様性を解明することを通じて畑作

物の耐湿性強化のためのモデルケースを探索してきました。これからの研究では、研究で扱う対象をイネ

からイネ科植物に広げ、根圏酸素濃度と植物の応答に関して詳細に明らかにしようと考えています。ま

た、植物の根と土壌に存在している微生物は酸素獲得の面で競合していますが、水辺に適応している植物

は根圏の微生物とうまく共存し、相互に恩恵を与えています。研究の後半では、耐湿性の強弱が異なるイ

ネ科植物を用いて、植物がどのように微生物と共存し、どのような恩恵を与えあっているかについて考察

していきたいです。将来的に湿害に悩まされない作物生産を実現するために、博士課程では研究者として

の根をしっかりと張っていきたいです。よろしくお願いいたします。 
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 野間口
の ま く ち

 智
さとし

（日本） 

研 究 題 目 ：        鹿児島県種子島のサトウキビにおける遺伝子型と 

環境の相互作用の解析 

主 指 導 教 員 ：        坂上 潤一（鹿児島大学） 

第一副指導教員：坂井 教郎（鹿児島大学） 

第二副指導教員：鄭 紹輝（佐賀大学） 

皆様こんにちは。令和3年４月に入学いたしました野間口智と申します。私は現在、鹿児島県種子島にあ

る新光糖業株式会社にて農務部職員として働いておりこのたび社会人ドクターとして入学いたしました。

また、副業でサトウキビの栽培販売も行っております。 

学部卒業時、研究によって生活が変わる対象や、現場の現状・技術・ニーズを確実に理解せず研究を続け

ることに抵抗があり、就職して３年後、修士社会人コースに入学し、この度の進学となりました。 

研究対象はサトウキビです。種子島含む鹿児島県・沖縄県の離島の多くはサトウキビが基幹産業である一

方で、収量性が上昇しないことから生産者にとっての魅力が薄れつつあります。２年目以降の再生茎を収

穫する「株出し栽培」は労働者人口が減少する今日植え付けの省力化により重要ですが、同じく省力化を

担う機械化（植え付け・収穫）により株出し収量の低下が観察されます。この問題を解決し、地域産業を

維持発展していくために、機械化に適応した株出し栽培の方法について研究しています。 

また、土壌や地形など生産条件が異なる種子島内において、非常に限られた品種しか栽培されておらず、

生産条件に応じた品種特徴の選定は行われていません。環境と遺伝子の相互作用についても博士課程で研

究を行っていきます。 

受け入れてくださる先生方や理解協力をしてくれる家族、生産者、会社に感謝して、地域に還元される研

究に取り組みます。 
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地域・国際資源経済学・Regional and Global Economics 

 新美
に い み

 達也
た つ や

（日本） 

研 究 題 目 ：        外国人農業労働者に関するプッシュ・プル要因分析 

主 指 導 教 員 ：        藤村 美穂（佐賀大学） 

第一副指導教員：辻 一成（佐賀大学） 

第二副指導教員：坂井 教郎（鹿児島大学） 

私たちの身近に外国人の方々がたくさんおられます。私の記憶では，バブ

ル時代の新宿や上野公園などにあつまっていたフィリピンやイランの方々，そして今ベトナムから日本の

語学学校や専門学校への留学生や技能実習生という身分での働き手たちです。学部では，わたしはスポー

ツ科学（ラグビー），国際経済学を専門として学んで参りました。その後，ベトナム地域研究，地域開発

分野において研究を進めています。なかでも国際的な労働力の移動，ベトナムの分散化する工業区開発と

地方都市・農村部の変容に関心をもっています。 

 近年のベトナムから日本に出稼ぎにきてくださっている働き手は，これまで自動車関連の中小企業や縫

製業などの小規模事業者などが受入先となっていました。ところが，この数年日本政府あげて農業分野へ

の受入を拡大してきています。これまでも，また農業分野での外国人労働者の受入に至っては，日本の外

国人労働者の受入制度に対して違和感をさらに強めざるを得ません。 

 このような国内の諸問題に関心を抱くようになったのは，名古屋大学の産学官連携推進本部において，

愛知県内の地域資源を活用した新製品開発プロジェクトに加わったことで，とりわけ農水産業の課題につ

いて考えるきっかけとなりました。その後，ベトナムの在外公館で勤務しましたが，帰国後は，佐賀大学

国際交流推進センターへ勤務することになり，農学部が申請したJICA 草の根技術協力事業に携わり，本

格的に国内外の農業・農学の視点からベトナム農村の発展について実践的に学ぶことができました。 

 本研究に取り組む上で，農業をご専門とされる先生方やベトナムなどの海外からの留学生の方々などか

らのご指導・コメントを頂戴し，議論させて頂きつつ，上記で触れた私の違和感を整理して参りたいと思

います。どうぞよろしくお願い致します。 
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IBIKOULE
イ ビ ク レ

 T
ティー

. Godfrid
ゴッドフリッド

 Erasme
エ ラ ス メ

 (Benin) 

Title of Research: Proper roles and organizational structure of Agricultural 

Cooperatives under market transformation in Republic of Benin. 

Advisory Professor: LEE Jaehyeon (KAGOSHIMA University) 

First Vice-Advisory Professor: SAKAI Norio（KAGOSHIMA University) 

Second Vice-Advisory Professor: TSUJI Kazunari (SAGA University) 

I am Erasme IBIKOULE from Republic of Benin (Ouest Africa) and I am currently a PhD student in Regional and 

Global Resource Economics. I graduated from University of Parakou (Benin) and then got the opportunity through 

MONBUKAGABUSHO Scholarship, to pursue my Master and now a PhD here at Kagoshima University.  

I got a Master of Agriculture and Forestry Sciences and my research focused on the challenges of maize producers 

cooperatives’ development in Republic of Benin. I am passionate about small businesses in agriculture and local 

communities empowerment. That passion drove me to identify agricultural cooperatives as one of the avenues for an 

inclusive development of agriculture and rural areas in my country. 

My vision is to have in a near future, in my country Benin, the convenient framework and effective cooperatives like 

the ones described as successful cases in certain developing countries. I dream of farmers who are no longer seen as 

poor and needy people but instead dignified and valuable actors of our communities through their contributions in 

feeding people and getting fair prices in return. And then, agriculture won’t be a sector people are dodging but an 

attractive place for young people where multiple opportunities can be taken.  

I assume myself practical and hardworking. I am self-motivated and flexible to changing circumstances and 

environments. My hobbies are sport (playing and watching soccer games), reading books, cooking and learning new 

things. I do believe that diversity is an opportunity to learn from others and grow together and I wish to make the most 

out of the next 3 years in my interactions both with Japanese and foreigners. 
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Glorisa
グ ロ リ サ

 Kere
ケ レ

（Solomon）

Kagoshima University 

Title of Research: Traditional Coastal Resource Management in Solomon 

 Islands.

Advisory Professor: TORII Takashi (KAGOSHIMA University) 
First Vice-Advisory Professor: SANO Masaaki（KAGOSHIMA University) 

Second Vice-Advisory Professor: SAKAI Norio（KAGOSHIMA University) 

Konnichiwa, my name is Glorisa Kere and I came from Solomon Islands in the South Pacific. I first experienced life in 

Japan when I came to Japan in 2013 on an exchange program. It was during that trip that i learnt a lot about Japan and 

it was my dream to visit Japan again. 

I graduated from the University of the South Pacific (USP) Law School in 2016 with a Bachelor of Law and Bachelors 

of Arts Program. In 2017 for my Professional Diploma in Legal Practice, I did my placement at the Forum 

Fisheries Agency Legal Unit. 

I was then fortunate enough to be awarded a Japanese Government Scholarship (MEXT) in 2018 to pursue my Masters 

degree in Kagoshima University and graduated in March 2021. I am now currently enrolled as a Doctoral student under 

the same Scholarship. 

For my study, I chose to focus more on coastal fisheries management. Coming from a coastal community that relies 

heavily on coastal resources as a main source of livelihood and food security it is important that the resources are well 

managed. Today more and more issues are affecting our marine or ocean resources from natural threats to human threats 

everywhere, and this really concerns me because it is affecting my home and my people. 

Outside of school activities I also enjoyed visiting tourist sites around Kagoshima, enjoyed festivals and as well as 

making new friends. I love Japanese food and my favourite dish would be sashimi and Kagoshima black pork. 

I hope that I will gain more knowledge and experience in my study as well as enjoy Kagoshima and making good 

memories of Japan. 

I would also like to acknowledge and thank my Professor Takashi Torii for his continuous invaluable support towards 

my study. 

Finally, I would like to thank my Sponsor for the award to study here in Japan. This opportunity to me is a dream come 

true therefore, I would like to thank the Government and the people of Japan for this opportunity. 
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Shubha
シ ュ ブ ハ

 Singh
シ ン

 (Fiji) 

 

Title of Research: Socio-ecological approach to coastal fisheries in Fiji 
 
Advisory Professor: TORII Takashi (KAGOSHIMA University) 
 
First Vice-Advisory Professor: SANO Masaaki （KAGOSHIMA University) 
 
Second Vice-Advisory Professor: SAKAI Norio (KAGOSHIMA University) 

 

 

Bula, I am Shubha Singh from the beautiful Fiji Islands. I have completed my master 

thesis on coral ecology, Symbiodiacea genetics, coral recruitment, thermal stress and growth. The master thesis was 

done in Fiji and French Polynesia through a scholarship by University of the South Pacific (Fiji) and Institute for Pacific 

Coral Reefs (French Polynesia). For the last 2 years I have been teaching marine biology and fish and fisheries Biology 

as a teaching assistant at the University of the South Pacific.  

This year I have enrolled at Kagoshima University as a doctoral student and will be working on my PhD thesis 

titled“Socio-ecological approach to coastal fisheries in Fiji”. Through this I hope to conduct a thorough analysis of Fiji’s 

fishery and find ways in which it can be made more efficient by studying the small island fishing communities in the 

Kagoshima prefecture. I am hoping my time at Kagoshima will be allow me to learn as much as possible from the 

Japanese fishery so that the lessons learnt from this can be used to improve the fishing industry in the Pacific islands 

where fish is a stable for not only diet but also income. 
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【応用生命科学・Biological Science and Technology】 

生物機能科学・Bioscience and Biotechnology 

 

           西谷 篤
にしたに あつし

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        麹菌の有機酸生産に関する研究 

 

主 指 導 教 員 ：        二神 泰基（鹿児島大学） 

 

第一副指導教員：玉置 尚徳（鹿児島大学） 

 

第二副指導教員：後藤 正利（佐賀大学） 

 

 皆さん、初めまして。2021年 4月から連合農学研究科に社会人ドクターとして入学しました西谷篤と

申します。現在、鹿児島大学に技術職員として勤務しており、所属は研究支援センター（遺伝子実験施

設）になります。普段は装置の維持管理や利用者への技術指導を行っています。 

 鹿児島大学を卒業後、岡山大学大学院自然科学研究科でメロンの系統分類に関する研究を行ってきまし

たが、この度、焼酎・発酵学教育研究センターの醸造微生物学部門でお世話になることとなり、麹菌の有

機酸生産という研究テーマを頂きました。 

 焼酎の製造には白麹菌が使用されていますが、多量のクエン酸を生産することでもろみのpHを下げて

雑菌汚染を防ぐことから、鹿児島を始めとする温暖な地域で安定した焼酎製造を可能にしています。クエ

ン酸の工業生産では同じ属の別の菌種が使用されていますが、クエン酸等の有機酸生産機構は未だ不明な

点が多く、麹菌の有機酸輸送体タンパク質の機能と遺伝子発現制御機構を明らかにすることは、研究・工

業、双方において大きな意義があると言えます。これらを解析する中で、遺伝子組換え技術、ゲノム編集

技術、次世代シークエンス、HPLC、GC-MS など最新の技術やまだ扱ったことのない装置に触れることがで

き、期待で胸が弾んでおります。同時に、現在の職場である遺伝子実験施設で管理している装置も研究で

使用する機会が多々あり、今まで以上に深く装置に精通できるようになると考えています。 

 進学にあたり、快く受け入れて下さった指導教員の先生方、サポートを引き受けて頂いた職場の方々に

心より感謝いたします。博士課程を経て得た知見を余すことなく業務に活かせるよう、精進していく所存

です。どうぞよろしくお願いします。 
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食品機能科学・Food Science and Nutrition 

 

 

          土田
つ ち だ

 永
えい

渡
と

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        沖縄県産生鮮物の貯蔵特性の解明および加工技術の開発 

 

主 指 導 教 員 ：        和田 浩二（琉球大学） 

 

第一副指導教員：高良 健作（琉球大学） 

 

第二副指導教員：橋本 文雄（鹿児島大学） 

 

2021 年４月より、連大の皆様にはお世話になります、土田永渡でございます。配属は琉球大学です。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。2017 年より沖縄県農業研究センター宮古島支所に勤めまして、へち

まをはじめとました野菜類の生産技術の向上に関する業務に従事しました。2020 年 4 月からは所属が沖

縄県農業研究センター農業システム開発班となりまして、沖縄県産生鮮物の貯蔵特性の解明および加工技

術の開発に関する業務を担当させて頂いております。生鮮物やそこに含まれる物質の挙動の解明が地域の

課題解決に結び付けられるよう取り組んでおります。研究対象としましては野菜類および果樹類から１品

目ずつとしまして、へちまと Acelora について調査しております。 

へちまは、沖縄県内では特に夏場に頻繁に味噌煮などで食卓に上る、とてもおいしい野菜です。最近で

は施設栽培による冬期の出荷も増えており、周年入手が可能な野菜となっております。へちまは、カット

後の加熱調理および冷凍によって果肉が褐変することが知られております。連大での調査におきまして

は、褐変が酸化酵素と基質物質の反応によるものであると想定し、酵素活性の測定を行い、反応に関与し

ている基質物質を明らかにする計画です。現在は、へちまの果肉に含まれる、特に低分子の成分の関与に

ついて調査しております。得られたサンプルにつきまして今後は、比色法での当量換算値の算出を行いま

して、また機器分析として質量分析計の SIM 法を用いまして成分を特定し、できれば定量化まで予定し

ております。褐変防止技術における成分の挙動についてもあわせて調査できればと考えております。 

Acerola は、その果実の鮮やかな紅色と酸味が特徴的で、沖縄県内では 4 月～11 月に収穫されます。

Acelora は、追熟後の完熟果実からジュース等が製造されておりますが、高温では鮮度の低下が著しく速

いことから追熟管理が至難の業でして、できるだけの改善が必要です。追熟管理のためには貯蔵が考えら

れますが、県内栽培品種の呼吸量が抑えられる温度等が不明確であるため、これらの特性を解明し、また

あわせて貯蔵における赤色色素の挙動を調査する計画です。さらに Acelora は、多量の Ascorbic Acid をは

じめとしまして特徴的な成分を含むことから、これら成分を生かしつつ有効利用できる加工方法の開発を

目指しております。 
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先端応用生命科学・Advanced life science 

 

           小橋
こ ば し

 有
ゆう

輝
き

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        酵母の高級アルコール生成に関連した遺伝子に関する研

究 

 

主 指 導 教 員 ：        高峯 和則（鹿児島大学） 

 

第一副指導教員：玉置 尚德（鹿児島大学） 

 

第二副指導教員：水谷 治（琉球大学） 

 

 

皆様こんにちは。2021 年 4月から鹿児島大学連合農学研究科に入学致しました小橋有輝と申しま

す。私は、大学院修士課程から他大進学という形で鹿児島大学に入学しました。鹿児島での生活も3

年目に突入し、この鹿児島という地が第二の故郷として感じられるようになって参りました。 

私は、酵母のイソアミルアルコール生成メカニズムの解明と焼酎製造への応用を目的に研究をして

おります。焼酎の主要香気成分であるイソアミルアルコールは、発酵の過程で酵母が生成し、焼酎の

華やかな香りに寄与します。しかし、その一方で、イソアミルアルコールは、原料の香りをマスキン

グすることが報告されています。芋焼酎は、しばしば「芋臭い」と表現され、この「芋臭い」香りは

原料の蒸し芋本来の香りとは少し異なっております。これは、イソアミルアルコールによるマスキン

グの影響と考えられ、焼酎中のイソアミルアルコール量を減らすことができれば、原料本来の香りが

強調できると予想されます。酵母のイソアミルアルコール生成メカニズムを解明し、そのメカニズム

の制御法を確立することで、焼酎の酒質の多様化に貢献できれば幸いです。 

博士課程の3年間は、何事にも真剣にそして楽しんで取り組み、研究者としても人としても大きく

成長する3年間に致します。 
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Jianmin
ジ ャ ン ミ ン

 Tang
タ ン

(China)  

Title of Research: Research on the chemical and functional analysis of secondary 

metabolites in Chinese Camellia.  

Advisory Professor: ISHIMARU Kanji (SAGA University) 

First Vice-Advisory Professor: KOTODA Nobuhiro （SAGA University) 

Second Vice-Advisory Professor: HOU,De-Xing (KAGOSHIMA University) 

My name is Jianmin Tang, I was born on June 24, 1988. Comes from Guilin of China . Graduated from Guangxi 

Normal University majoring in biochemistry and molecular biology , awarded the degree of science Master and 

worked in guangxi institute of botany in the same year. Mainly engaged in endangered plant conservation biology、

endangered mechanism and evolutionary biology research; research on development and cultivation technology of 

guangxi characteristic medicinal plants ; characteristic economic plant character improvement、 germplasm 

innovation and demonstration extension research. 

As I know Japan is a beautiful and richly endowed country with fine environment, industrious people and superb 

scientists. My deepest impression of Kagoshima University as all of Japanese university is her good study 

environment and advanced education system. I am longing to pursue my further education; I think I can realize my 

wish in Kagoshima university. 

In Kagoshima university, I will plan to focus on the study of plant secondary metabolism, learn the advanced 

methods of Japan in this research field, and apply them to the study of characteristic medicinal plants and 

characteristic economic plants in Guangxi , such as Sect. Chrysantha plant. Camellia plants are very important 

traditional plants in Guangxi of China as horticultural, food and medicinal materials. In my doctoral research, I will 

clarify genetic diversity and mating system of Sect. Chrysantha plant and also research on the secondary metabolites 

including polyphenol constituents in related Camellia plants such as C. nitidissima et al. The chemical analysis for the 

characterization of the diversity of the secondary metabolites in various Camellia plants will be also done. It lays the 

theoretical foundation for the development of plant health food and medicine of Sect. Chrysantha plant ; and I even 

hope to develop medicinal products for lowering blood sugar and blood lipids thought study on secondary metabolism 

of camellia plants during the doctoral course in Japan. Genetic diversity、chemical characterization and taxonomic 

studies of Camellia plants have important potential in China for industrial invention using the plants.  

I am a scientific research worker keen on the research, development and application of characteristic economic 

plants, I am eager to communicate with teachers and students in related fields.Besides, I also love sports, cooking and 

hiking. I hope to have a pleasant experience in Kagoshima University .  
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鈴木
す ず き

 智
とも

大
ひろ

（日本） 

研 究 題 目 ：        シロオビアゲハ擬態型雌における表現型の遺伝的基盤 

についての研究 

主 指 導 教 員 ：        辻  瑞樹（琉球大学） 

第一副指導教員：鬼頭 誠（琉球大学） 

第二副指導教員：坂巻 祥孝（鹿児島大学） 

 琉球大学昆虫学研究室所属、鈴木智大です。出身は千葉県で大学から来沖し、南国のキャンパスライフ

を満喫してまいりました。学部生の頃、授業で私の主指導教員である辻先生の講義を聞いて昆虫の擬態の

進化に興味を持ち、研究を行っています。私の研究対象であるシロオビアゲハは奄美以南、東南アジアに

かけて広く分布している沖縄では最もポピュラーなチョウの1つです。本種は雌の一部が毒蝶の翅模様を

模倣するベイツ擬態を有し、ダーウィンの進化論に反して捕食回避に有利な擬態型と不利な非擬態型とい

う多型が同一集団内に維持されています。なぜこのような現象が起っているのか、本種は世界中で注目さ

れ、擬態模様形質発現のメカニズムや擬態型には何かしらのコスト(例：雄に認識されにくい)があるので

はないかなど盛んに研究が行われています。私のこれまでの研究では、そも視覚的な擬態とは翅模様のよ

うな着色だけに限らず、行動や姿かたちも含み、これらが合わさって1つの模倣表現型として機能してい

ることが多いことからシロオビアゲハの擬態形質は翅の模様だけなのか？翅の形に着目して研究を行って

きました。博士課程では翅形状の擬態についての発展に加え、擬態型内での表現型の大きな個体差にも注

目し、研究を行っていく予定です。 

まだまだ勉強不足で未熟な身ではございますが、これから3年間、より広い技術と深い専門知識を身に

着け学位取得を目指して精進していく所存です。みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。 
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鈴木
す ず き

 佑
ゆう

弥
や

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        カラカラグモ科の分類および網の進化史の解明：洞窟や 

水面への進出に伴う網の特殊化を探る 

 

主 指 導 教 員 ：        辻 瑞樹（琉球大学） 

 

第一副指導教員：鬼頭 誠（琉球大学） 

 

第二副指導教員：坂巻 祥孝（鹿児島大学） 

 

 

はじめまして、琉球大学昆虫学研究室所属の鈴木佑弥です。出身は静岡県ですが、学部から大学院修士

課程までは茨城県の筑波大学に所属していました。 

 博士課程では、「クモ類を対象とした分類学的検討および網の進化史に関する研究」を実施する予定で

す。クモ類は陸域において最も高い種多様性を獲得した捕食者の一群であり、海岸から高山まであらゆる

環境に棲息しています。その多くは自らが紡いだ糸で網を張りますが、網は餌捕獲装置や生活場所として

機能する、いわば作成者の生存や繁殖に大きく資する形質です。そのため、網の多様化は、クモが新たな

環境に進出することに大きく寄与していると考えられてきました。私が特に注目しているのは、カラカラ

グモ類（Theridiosomatidae）とよばれる体長２ｍｍ程度の微小なクモ類です。これまでの調査から、カ

ラカラグモ類の生息環境は森林から草原、湿地の水面、洞窟まで多岐にわたること、生息環境によって網

構造にも部分的な差異が生じていることを発見しました。例えば、湿地水面に棲息する種は、糸の末端に

円盤状の構造を作ることで、網を水面に浮かべています。本グループを対象とした研究により、動物の種

分化、ニッチの多様化パターンやメカニズムを、動物が作り出す造形物の進化と紐づけて解明することが

できると期待しています。 

 学位取得に向けて精進してまいりますので、３年間よろしくお願い致します。 
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地域資源環境工学・Regional Resource Environment Engineering 

 

Himasha
ヒマーシャー

 Rathnappriya
ラ タ ナ プ リ ヤ

 (Sri Lanka) 

Title of Research: Water Footprint Assessment Approach of Sugarcane Cultivation in Sri 

Lanka to Ensure the Sustainable Utilization of Ground Water resources. 

 
Advisory Professor: SAKAI Kazuhito (University of the RYUKYUS) 
 
First Vice-Advisory Professor: KIMURA Sho (University of the RYUKYUS) 
 
Second Vice-Advisory Professor: HARAGUCHI Tomokazu (SAGA University) 

 

As a passionate scientist whose major is agricultural engineering, I utilize my potential in conducting research on water, 

soil and environmental sustainability.  

I was graduated with a First class for the Degree of the Bachelor of the Science of Agriculture (Honors) from University 

of Ruhuna, Sri Lanka. The research theme of my Bachelor’s degree was, “Determination of the Grey Water Footprint 

of Rice Cultivation in “Nilwala” Downstream, Southern, Sri Lanka”. And, I won the D.H.E. Mohotti Memorial Gold 

Medal for achieving the highest marks for the third-year farm practice course offered by Faculty of Agriculture, 

University of Ruhuna, Sri Lanka for the Degree of the Bachelor of the Science in Agriculture. Soon after graduation, I 

was selected as an Assistant lecturer and attached to the Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, 

University of Ruhuna, Sri Lanka. 

Then, I completed my Master’s degree at University of the Ryukyus, Okinawa, Japan. During the master course, I 

conducted research on “Examination of the Effectiveness of Controlled Release Fertilizer for Groundwater 

Conservation by Lysimeter Field Experiment” which provided positive incentives on conservation of limited water 

resources in Okinawa region to fulfill the water demand of the community. During the Master course, I completed 

internship in the Groundwater Resources Research Institute of Faculty of Technology, Khon Kaen University, Thailand. 

Upon my graduation I enrolled for the PhD at the Kagoshima University and, currently I am attached to the Department 

of Regional Resource Environment Engineering, The United Graduate School of Agricultural Sciences as a first year 

PhD student. My field of study is water resources engineering and the experience I obtained from previous research 

directed me to selecting the theme for my doctoral research “Water Footprint Assessment of Sugarcane Cultivation in 

Sri Lanka to Ensure the Sustainable Utilization of Ground Water resources”. I would work on the model-based analysis 

of water footprint and, sustainability assessment of sugarcane cultivation in Sri Lanka. 

I strongly believe that high quality research conduct in my university with latest technological facilities would boost 

my career upon return to Sri Lanka. I would join the academia and engage in research in the field of water resource 

management, because in Sri Lanka the depletion and degradation of groundwater resources has become a major problem 

that affect the quality of life of people.  

Further, I hope to engage in collaborative research projects with Kagoshima University which would be beneficial in 
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conserving water resources in both countries that I have a strong bond. I would work on developing a strong professional 

relationship with Japan so that new opportunities can be generated to share the latest advanced technologies which will 

be advantageous for the development of my country. 

In addition, I am willing to take part in community programs organized by the United Nations, World Water Council, 

and other international organizations with the purpose of protecting and restoring water-related ecosystems and their 

biodiversity so that the knowledge, skills, and experiences I gained over my academic life can be beneficially utilized 

both nationally and internationally. 

 

 

Anushka
ア ヌ シ ャ カ

 Bandara
バ ン ダ ー ラ

 (Sri Lanka) 

 

Title of Research: Life Cycle Assessment Approach for Enhancing Environmental 
Sustainability of Sugarcane Industry in Sri Lanka: Special reference to Greenhouse 
Gas Emission and Energy Usage. 
 
Advisory Professor: SAKAI Kazuhito (University of the RYUKYUS)  
 
First Vice-Advisory Professor: ANAN Mitsumasa（SAGA University) 
 
Second Vice-Advisory Professor: NAKAMURA Shinya (University of the 
RYUKYUS) 

 

I am a first-year student of Doctoral course - United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University. 

Currently, I’m conducting my research studies about greenhouse gas emission and energy usage in sugarcane industry. 

I’ve graduated with the degree of Bachelor of Science of Agriculture from University of Ruhuna, Sri Lanka and I did 

specialize in agricultural engineering for my Bachelor’s degree. My undergraduate research was based on biomass 

energy technologies in sugarcane industry, which was to design and fabricate new bagasse powered preheating device 

to overcome high electric energy and time consumption of initial heating stage of seedcane treatment plant. While 

working as an undergraduate research student at the Division of mechanization Technology, Sugarcane Research 

Institute, Sri Lanka, I learned deeply about sugarcane sector from the planting to factory gate level with hands on 

experience. Based on my academic performance, I was awarded with the Gold Medal offered for the student who has 

achieved a first class with the highest marks scored at first sitting for all the courses offered by the Department of 

Agricultural Engineering, Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Sri Lanka throughout the degree period. 

Soon as I graduated, I was selected as a lecturer attached to the Department of Agricultural Engineering, Faculty of 

Agriculture, University of Ruhuna, Sri Lanka. As I’ve experienced a sense of excitement on sugarcane bio energy sector 

during my academic life, my subject areas and research interests are mainly focused on bioenergy, environmental 

sustainability, and agricultural systems modelling. 

Then I’ve selected to conduct my master’s degree at Graduate school of Agriculture, University of the Ryukyus, 

Okinawa as a MEXT scholar. My master’s research was focused on “Global Sensitivity Analysis and Optimization of 
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Cultivar Trait Parameters in Agricultural Production Systems Simulator (APSIM) Sugarcane Model using Gaussian-

Process Emulation”.  We mainly focused on reducing the computational burden of parameter optimization in 

modelling sugarcane yield. During the Master’s program I got opportunity to conduct internship program in faculty of 

Agriculture, Khone Kean university, Thailand. There, I involved with a project name “Development of Sugarcane 

irrigation system using shallow aquifer recharge method”. Those experiences were further broaden my interest in 

sugarcane sector. Based on my performance in the Master’s degree I was awarded with President's Honorary Award.   

Being a depleting resource and a major reason for the accumulation of greenhouse gasses in the environment, burning 

of fossil fuels as the primary fuel source for world’s energy requirement cannot be considered as sustainable anymore. 

Therefore, environmentally as well as economically sustainable production process which is renewable and capable of 

sequestering CO2 in the atmosphere is very much essential. Sugarcane as an excellent bio energy source can considered 

as a potential solution for above problem. Therefore, my doctoral research is focused to enhance Environmental 

Sustainability of Sugarcane Industry through innovative modelling approach. So, I’d like to be an expert Academic 

researcher in the sector of sugarcane bio-energy and would like to share my knowledge and skills to the betterment of 

the world. 

 

水産資源環境科学・Fisheries science on Resources and Environments 

 

岩本
いわもと

 航
わたる

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        鹿児島湾における大型甲殻類の分布特性と 

テッポウエビ属2種の生態 

 

主 指 導 教 員 ：        大富 潤（鹿児島大学） 

 

第一副指導教員：土井 航（鹿児島大学） 

 

第二副指導教員：山本 智子（鹿児島大学） 

 

はじめまして、長崎県出身の岩本 航と申します。学部1年生から修士課程2年生までの計6年間鹿児

島大学で学び、この春当研究科の博士課程に進学しました。私はこれまで、水産学部の資源生物学研究室

に所属し、鹿児島湾などに生息する海洋生物（とくに深海生物）の生態等について学んできました。さら

に、魚を食べる人が少ない鹿児島県において「魚ファン」を増やすために、幼稚園や小学校での出前授業

や、一般参加者を対象とした魚食（魚触）イベントなどの活動にも取り組んできました。 

 ところで皆さんは、私たちの目前に広がる鹿児島湾が、「半閉鎖的内湾」にして「深海を有する」とい

う2つの特徴をあわせ持つ希少な湾であることをご存知でしたか？そんな鹿児島湾の砂泥底には、深海性

・浅海性問わず様々な大型甲殻類が生息しており、それらのうちいくつかは鹿児島県を代表する水産資源

となっています。また、鹿児島湾からはサツマテッポウエビAlpheus longipalma、オオスミテッポウエビ
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A. kagoshimanusという2種のエビ類が新種記載されており、これら2種は現在世界で鹿児島湾でのみ生息

が確認されています。私は博士課程において、鹿児島湾砂泥底に生息する大型甲殻類群集の時空間的な動

態を調べ、それに影響を及ぼす要因を解明しようと考えています。さらに同湾固有種であるサツマテッポ

ウエビとオオスミテッポウエビについては、成熟サイズ、繁殖期、抱卵数と卵径、相対成長を明らかにし

ていきます。深海性のテッポウエビ類では、こういった個体群生態学的知見が乏しく、私の研究はそれら

の生態を解明する糸口になることが期待されます。 

 

 

M d
モハマド 

 Alomgir
アロムギル  

 Hossen
ホ セ ン

 (Bangladesh) 

Title of Research: Population ecology of Haliporoides sibogae (Decapoda: 

Solenoceridae) in Kagoshima Bay, Japan 

 
Advisory Professor: OHTOMI Jun (KAGOSHIMA University)  
 
First Vice-Advisory Professor: DOI Wataru (KAGOSHIMA University)  
 
Second Vice-Advisory Professor: SHIOZAKI Kazuhiro  (KAGOSHIMA University) 

 

 

This is Md Alomgir Hossen. I am from Bangladesh. I was born in a Muslim family and I feel proud to be a Muslim. I 

passed my childhood in a beautiful village with my parents, siblings, relatives and friends. My father is a farmer and my 

mother is a home maker. My hobby is gardening and playing football. Also, I love fishing using hooks and swimming 

in river. I feel very lucky to grow up in a village that teaches me how to deal with nature. My favorite dish is rice and 

fish and my favorite person is our prophet Hazrat Muhammod (S). My favorite festival is Bengali new year ‘Pohela 

Boishakh’ (first day of Bengali calendar). I like to pass my leisure period with my parents and visiting in historical 

places.  I have completed my graduation in Fisheries from the University of Rajshahi, one of the leading public 

universities in Bangladesh. Also, I did my M.S. in Fisheries Management from the same university. I came in Japan on 

1st October 2019. I was a research student for 1.5 years in Faculty of Fisheries, Kagoshima University under the 

supervision of Professor Jun Ohtomi. I have enrolled as a doctoral student in the United Graduate School of Agricultural 

Sciences, Kagoshima University in April, 2021. In Kagoshima, I live with my wife Julia Jasmin and daughter Maryam 

Hossen. In my eyes, Japan is a very beautiful country and the peoples are very friendly here. I am very curious about 

Japanese culture and customs. Finally, I would like to express my heartful thank to the Japan Government for the 

provision of MEXT scholarship to conduct my research smoothly. 
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          松本
まつもと

 達也
た つ や

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        インド・太平洋におけるフサカサゴ科マツバラカサゴ 

        属魚類の分類学的研究  

主 指 導 教 員 ：        本村 浩之（鹿児島大学） 

 

第一副指導教員：寺田 竜太（鹿児島大学） 

 

第二副指導教員：山本 智子（鹿児島大学） 

 

この春から本村浩之先生の魚類分類学研究室に所属することになった松本達也です。好きな食べ物

はお刺身。趣味は魚採りとバイクと読書です。出身は新潟県で、学部と修士課程の6年間は山形大学

でトミヨという小さな淡水魚の分類について研究していました。山形大学で自分が所属していた研究

室は、もともと分類学がテーマではなかったのですが、自分は半ば成り行きでトミヨの分類に関わる

ようになりました。そしてその研究活動の中で、より深く魚類と分類学について学びたいと思うよう

になり、連合農学研究科の博士課程へ進学してまいりました。 

 博士課程では、インド洋・太平洋に生息するマツバラカサゴ属の分類学的研究というテーマで研究

を行っていく予定です。マツバラカサゴ属は熱帯方面の比較的深い海に生息するカサゴの仲間です。

鹿児島県の近海にも生息するのですが、多くの人にとっては聞きなじみのない魚であると思われま

す。そしてこの仲間は分類学的にも、詳しく研究されたことが過去に無く、属内には新種がまだまだ

いると考えられます。まことに取り組みがいのあるテーマです。また、メインテーマであるこのマツ

バラカサゴ属に加え、その他の魚類についても、自分の好奇心を満たせるよう積極的に研究活動を行

っていくつもりです。 

本村先生の研究室に入ってからの1か月間で、これまで北日本に住んでいた自分にとっては図鑑の

中でしか見たことのないような南の海の魚にも、すでに随分お目にかかりました。しかし海は広く、

鹿児島の近海だけでもまだ見たことのない魚はごまんといます。以前までは淡水魚の研究をしていた

ので、そのスケールの大きさに戸惑うこともあります。ですが、今後の研究活動の中で、どれほどの

まだ見ぬ魚たちに出会えるかと考えると、今からワクワクが止まりません。 

これからの数年間、どうぞよろしくお願いします。 
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◇学生の研究活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年度在学生の学会等発表 
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生物生産科学専攻（熱帯資源・植物生産科学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

比屋根　真一(修)
比屋根真一・寺島義文・伊
禮信・平良栄三・鄭紹嬉輝・
野瀬昭博・川満芳信

沖縄本島南部のサトウキビ圃場にお
ける積算蒸発散量による地上部乾物
重の推定

熱帯農業研究 未定 未定 論文

蘭光　健人(修)
Rammitsu, K*., Yukawa, T.,
Yamashita, Y., Isshiki, S.,
Ogura‐Tsujita, Y

The mycorrhizal community of the
epiphytic orchid Thrixspermum
japonicum is strongly biased toward
a single Ceratobasidiaceae fungus,
despite a wide range of fungal
partners

American Journal
of Botany

107(12) 2020年12月 論文

蘭光　健人(修)

Kento Rammitsu* , Shin
Abe , Tetsuto Abe ,
Nobuhiko Kotaka , Masahiro
Kudaka , Natsuko Kudaka ,
Akihiko Kinoshita & Yuki
Ogura-Tsujita

The endangered epiphytic orchid
Dendrobium okinawense has a highly
specific mycorrhizal association with
a single Tulasnellaceae fungus

Journal of Forest
Research

未定 2021年1月 論文

中尾　祥宏(修)
Yoshihiro Nakao*, Chiharu
Sone, Jun-Ich Sakagami

Genetic Diversity of Hydro Priming
Effects on Rice Seed Emergence
and Subsequent Growth under
Different Moisture Conditions

Genes 11(9), 994; 2020年8月25日 原著論文

ﾚ ﾄﾛﾝ ﾙ(修) Le Trong Lu

Improvement of Growth and Fruit
Sugar Accumulation in Strawberry
under Plant Factory Conditions
through Manipulation of Phosphorus
and Light Spectrum Applications

Trop. Agr.
Develop.

62(1) 未定 paper
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ｱﾘﾅﾙ　ﾊ ｲｻﾞﾜテｨ ﾇﾗﾏ
(修)

AHI Nurrahma, S Yabuta, A
Junaedi, JI Sakagami

Characterizing the photosynthetic
ability of the submergence-tolerant
rice variety of Inpari30 via maximum
quantum yield performance during
transient flooding stress and
recovery

Australian Journal
of Crop Science

15 (01), 107-113 Jan-20 Paper

ｱﾘﾅﾙ　ﾊ ｲｻﾞﾜテｨ ﾇﾗﾏ
(修)

Arinal Haq Izzawati
Nurrahma, Shin Yabuta,
Ahmad Junaedi, Jun-Ichi
Sakagami

Analysis of Non-Structural
Carbohydrate in Relation with Shoot
Elongation of Rice under Complete
Submergence

Sustainability 13(2), 1-1 Jan-20 Paper

ﾚ ﾄﾛﾝ ﾙ(修) Le Trong Lu
Whole-Plant and Single-Leaf
Photosynthesis of Strawberry under
Various Environmental Conditions

Environmental
Control Biology

未定 未定 paper

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

蘭光　健人(修)
蘭光健人*, 辻田有紀, 遊川
知久

2020年11月 日本、長野県 口頭発表

蘭光　健人(修)
蘭光健人*, 渡辺侯征, 池田
裕二, 手塚賢至, 辻田有紀

2020年6月 日本、大阪 口頭発表

中尾　祥宏(修)
中尾祥宏、田丸翔太郎、籔
田伸、坂上潤一

2021 京都 口頭発表

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

乾燥土壌条件下で長期間埋設されたイネのプライミング
種子における生存能力の検討

屋久島に自生するラン科着生種の菌根菌相の解明

ラン科植物 3 種における菌特異性の比較検証

54



ｴﾑﾃﾞｨ ﾓｽﾄﾌｧ ｶﾏﾙ KAMAL MD MOSTOFA
March 19-21,
2021 (Online)

Japan (Online
Conference)

Oral

ｱﾘﾅﾙ　ﾊ ｲｻﾞﾜテｨ ﾇﾗﾏ
(修)

Presenter Japan Oral

ｸﾞｪﾝ ﾃﾞｨﾝ ｸﾝ(退)

Cuong Dinh Nguyen, Shao-
Hui Zheng, Sachiyo Sanada-
Morimura, Masaya
Matsumura, Hideshi Yasui6,
Daisuke Fujita

2021/3/20 Japan Oral

ｿｳ ﾎﾞｳ ﾃﾞｲ ｼｬ Attended as participant
2021/March/19-
21

Online: Japan, Participant

ｸﾞｪﾝ ﾃｨ ﾚ ﾊ presenter 19-21 March Online meeting Oral

生物生産科学専攻（動物資源生産科学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

中村　南美子

大島一郎＊，柳田大輝，野
崎 郁，石井大介，冨永 輝，
飯盛 葵，松元里志，片平清
美，中村南美子，髙山耕
二，中西良孝．

解砕繊維状竹粉サイレージの給与
が黒毛和種去勢肥育牛の発育と枝
肉特性に及ぼす影響

日本暖地畜産学
会報

63（2）93-99 2020年9月 論文

Mapping and characterization of brown planthopper
resistance gene from indica rice variety PTB33

Photosynthetic Rates of Rice with Contrast Mechanism
during Complete Submergence Followed by Reaeration
condition

Validation of stable QTLs for vascular bundle number at
the panicle neck under Indica genetic background

Development of near-isogenic lines (NILs) for brown
planthopper resistance genes with genetic background
of indica rice IR64

Attended as participant
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中村　南美子

髙山耕二＊，小出圭史，中
村南美子，鈴木真理子，河
合 渓， 赤井克己，大島一
郎，中西良孝

カイウサギが通り抜け出来ない方形
枠のサイズは？

鹿児島大学農学
部学術報告

未定 未定 論文

中村　南美子

中村南美子＊，萩之内竹
斗，浅野陽樹，池田 充，龍
野巳代， 赤井克己，大島一
郎，中西良孝，髙山耕二

地方都市における大学キャンパスで
のニホンアナグマの出現および 被害
発生状況

鹿児島大学農学
部学術報告

未定 未定 論文

中村　南美子

中村南美子＊，石川健斗，
上薗涼香，冨永 輝，石井大
介，松元里志，稲留陽尉，
塩谷克典，赤井克己，大島
一郎，中西良孝，髙山耕

飼育キュウシュウジカ （Cervus
nippon nippon）の発育ならびに跳躍
力

鹿児島大学農学
部学術報告

未定 未定 論文

中村　南美子

髙山 耕 二＊・大牟 田 愛・ 
中村南美子 ・落 合晋 作 ・

秋元 哲 ・ 鈴木真理 子 ・ 河
合渓 ・ 赤井克 己 ・ 中西良

孝

ワイ ヤ ーメッシ ュ柵に 対 するアマ
ミノク ロ ウサギの 行動反応

日本暖地畜産学
会報

未定 未定 論文

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

西山　由紀
西山由紀*　山中賢一　和田
康彦

2020/10/24-
10/25

日本　沖縄 口頭発表

西山　由紀

西山由紀*、上田真里、猿渡
亨丞、玉屋　圭、吉井重忠、
内川昌彦、石丸幹二、山中
賢一、和田康彦

2021/3/27-3/30
（予定）

日本　福岡 ポスター発表

西山　由紀

*西山 由紀、大塚 幸明、岡
本 新、Pattanapong
Thadtha、後藤 良恵、山中
賢一、和田 康彦

2021/3/27　（予
定）

日本 口頭発表

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

GRAS-Di を用いたタイ在来鶏と日本在来鶏の遺伝的関
連性の考察

乾燥オリーブ葉を添加した採卵鶏飼料の検討

烏骨鶏選抜集団第5世代におけるGRAS-Di解析法を用
いた産卵率に関するゲノムワイド関連解析
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ｽ ﾚ ﾘｰ ﾓﾝ

Su Lai Yee Mon, Moe Lwin,
前田昂亮, 北嶋光陽, 河邊
弘太郎, 大小田勉, 岡本
新, 下桐　猛 (Su Lai Yee
Mon)

24~25日10月2020
年

Japan Oral

中村　南美子

中村南美子*・小澤優作・冨
永 輝・石井大介・松元里志・
稲留陽尉・塩谷克典・赤井
克己・大島一郎・中西良孝・
髙山耕二．

2020年10月24,25
日（オンライン開
催）

日本，沖縄 口頭発表

中村　南美子

石川健斗＊・中村南美子・
上薗涼香・冨永 輝・石井大
介・松元里志・稲留陽尉・塩
谷克典・赤井克己・大島一
郎・中西良孝・髙山耕二．

2020年10月24,25
日（オンライン開
催）

日本，沖縄 口頭

中村　南美子

上薗涼香＊・小澤優作・中
村南美子・冨永 輝・石井大
介・松元里志・稲留陽尉・塩
谷克典・赤井克己・大島一
郎・中西良孝・髙山耕二．

2020年10月24,25
日（オンライン開
催）

日本，沖縄 口頭

中村　南美子

大牟田 愛＊・小出圭史・中
村南美子・落合晋作・鈴木
真理子・河合 渓・赤井克己・
大島一郎・中西良孝・髙山
耕二．

2020年10月24，25
日

日本，沖縄 口頭

ｽ ﾚ ﾘｰ ﾓﾝ

Su Lai Yee Mon, Moe Lwin,
Aye Aye Maw, Lat Lat Htun,
Saw Bawm, Kotaro
KAWABE, Yasuhiko Wada,
Shin OKAMOTO, Takeshi
SHIMOGIRI (Su Lai Yee
Mon)

2021年3月27日 Japan Oral

草地における電気および金網併用柵のシカ侵入防止効
果は？

ゲノムワイドSNPアレイを用いたかごしま黒豚（バーク
シャー）品種の遺伝的多様性と集団構造の解析

Genetic diversity and phylogenetic analysis of Myanmar
indigenous chickens using complete mitochondrial D-

loop sequence

アマミノクロウサギが通り抜け可能な方形枠のサイズと
仕切り板の高さは？

5段張り電気柵に対する飼育シカの行動反応

キュウシュウジカが跳び越え不可能な柵の高さと奥行幅
は？

57



生物生産科学専攻（地域・国際資源経済学連合講座）
●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

ﾐﾝ ｱﾝ ｳｲﾝ
Nguyen Anh Minh, Masaaki
Sano, Mizuho Kuga

Characteristics of integrated shrimp
farming systems in the Mekong Delta
of Vienam

Journal of
Regional Fisheries

Vol 60, No.2, page
109-119

未定 Paper

ｲﾝｸﾞﾙﾜｯﾃ ﾃﾞﾜｹﾞ ｸﾑﾄﾞｩ
ｼｬﾙﾐﾗ ﾀﾞﾔｰﾆ ｱｰﾘﾔﾜﾝ
ｼｪ

Gordon A. Gow*, Uvasara
Dissanayeke, Chandana K.
Jayathilake , Isuri
Kumarasinghe, Kumudu
Ariyawanshe, and Sanduni
Rathnayake

ICT Leadership Education for
Agricultural Extension in Sri Lanka:
Assessing a Technology Stewardship
Training Program

International
Journal of
Education and
Development
using Information
and
Communication

vol. 16, Issue 01,
Pgs. 107 - 125

2020 Journal Article

鬼頭　景子(修)
*鬼頭景子, 佐野雅昭, 久賀
みず保

水産高等教育カリキュラムの国際比
較 ―日本・ノルウェーを事例として―

地域漁業研究
60巻 2号 （頁 81
～ 91）

2020年7月 論文

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

馬　麗坤 馬麗坤、坂井教郎 2020年7月3～5日
日本北海道 （オン
ラインでの開催と
しました）

口頭発表

ｲﾝｸﾞﾙﾜｯﾃ ﾃﾞﾜｹﾞ ｸﾑﾄﾞｩ
ｼｬﾙﾐﾗ ﾀﾞﾔｰﾆ ｱｰﾘﾔﾜﾝ
ｼｪ

Gordon A. Gow*, Uvasara
Dissanayeke, Ataharul
Chowdhury, Chandana
Jayathilake, Jeet Ramjattan,
Wayne Ganpat, Isuri
Kumarasinghe, Kumudu
Ariyawanshe, Sanduni
Rathnayake

30th June - 02nd
July, 2020

Auckland, New
Zealand (Held
online)

Poster
Technology Stewardship and the Capabilities Approach:
Assessing Leadership Training for Agricultural
Communities of Practice in Sri Lanka and Trinidad

中国果物加工企業の原料調達の変化とその影響 －河
北省満城県におけるいちごの契約取引の事例から－

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title
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鬼頭　景子(修)
*鬼頭景子、佐野雅昭、久賀
みず保

2020年11月（オン
ライン開催）

日本 ポスター発表

応用生命科学専攻（生物機能化学連合講座）
●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

渡嘉敷　直杏(修)
Jikian Tokashiki*, Hirohide
Toyama, Osamu Mizutani

Development of an itraconazole
resistance gene as a dominant
selectable marker for transformation
in Aspergillus oryzae and Aspergillus
luchuensis

Bioscience,
Biotechnology,
and Biochemistry

未定
28 January
2021(online)

paper

佐々木 優紀

Yuki Sasaki*, Ayako
Horigome, Toshitaka
Odamaki, Jin Xiao, Akihiro
Ishiwata, Yukishige Ito,
Kanefumi Kitahara, and
Kiyotaka Fujita.

Characterization of a novel 3-O-α-
D-galactosyl-α-L-
arabinofuranosidase for the
assimilation of gum arabic AGP in
Bifidobacterium longum subsp.
longum

Applied and
Environmental
Microbiology.

未定 未定 paper

山之内 博紀

*Kawasoe H, Wakamatsu M,
Hamada S, Arata Y,
Nagayoshi K, Uchida R,
Yamashita R, Kishita T,
Yamanouchi H, Minami Y,
Kajiya K

Analysis of natural colourant
extracted from the pericarp of
passion fruit

LWT-Food
Science and
Technology

136(2021), 110412 19-Oct-20 論文

筒井　莊周
Koji Teramoto*, Sosyu
Tsutsui, Tomoko Sato, Zui
Fujimoto & Satoshi Kaneko

Substrate Specificities of GH8,
GH39, and GH52 β-Xylosidases
from Bacillus halodurans C-125
Toward Substituted
Xylooligosaccharides

Applied
Biochemistry and
Biotechnology.

未定
２０２１年１月４日
（公開）

論文

新興国における水産高等教育カリキュラムの実態　－ベ
トナム・日本の比較を中心に－
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筒井　莊周

Zui Fujimoto*, Naomi
Kishine, Koji Teramoto,
Sosyu Tsutsui & Satoshi
Kaneko

Structure-based substrate
specificity analysis of GH11 xylanase
from Streptomyces olivaceoviridis
E-86

Applied
Microbiology and
Biotechnology

Applied 
Microbiology and 
Biotechnology 
(2021)
105:1943-1952

2021年3月6日 論文

曽　伝濤(修)

ChuantaoZeng,YukiTagawa,
YumikoYoshizaki,TiantianWa
ng,MasaakiYamaguchi,Chihir
oKadooka,KayuOkutsu,Taiki
Futagamia,HisanoriTamaki,K
azunoriTakamine

The expression profiles of acid-
stable α-amylase and acid-labile α
-amylase of Aspergillus luchuensis
mut. Kawachii effect on the
microstructure of koji and alcohol
fermentation

LWT - Food
Science and
Technology

未定 未定 paper

曽　伝濤(修)

Chuantao Zeng, Yumiko
Yoshizaki, Xuan Yin, Zitai
Wang, Kayu Okutsu, Taiki
Futagami, Hisanori Tamaki,
Kazunori Takamine

Additional moisture during koji
preparation contributes to the
pigment production of red koji
(Monascus‐fermented rice) by
influencing gene expression

Journal of Food
Science

未定 未定 paper

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

佐々木 優紀

佐々木優紀*、柳田真言、吉
田圭祐、小田巻俊孝、清水
(肖)金忠、北原兼文、藤田
清貴

2020.9.11(オンライ
ン開催)

オンライン ポスター発表

馬場 嵩一朗

馬場 嵩一朗*, 濵﨑 友宏,
澤田 和敬, 永野 幸生，折田
亮, 木村 圭, 後藤 正利, 小
林 元太

2020年11月29日
（オンライン開催）

日本、宮崎 口頭発表

鶴留　奈津子
鶴留奈津子* ，南雄二 ，加
治屋勝子

2020/11/28-29 宮崎県宮崎市 口頭発表

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

桑葉から新たに見出した血管異常収縮予防成分の同定
と構造活性相関

シンクロトロン光照射による清酒酵母の･育種と変異点
の同定

アラビノガラクタンプロテインに対する成人型ビフィズス
菌の二糖遊離酵素の機能解析
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鶴留　奈津子
鶴留 奈津子*, 南 雄二, 加
治屋勝子

2020/12/19
福岡県福岡市（オ
ンライン開催）

口頭発表

ｳｽｱｿﾞ ﾌｨﾌｧﾒ ｵﾘｱﾝ Oussou-Azo Auriane 25-29 July 2021 Busan, Korea Oral

応用生命科学専攻（食品機能科学連合講座）
●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

本田　晃伸(修)

Enrichment effects of
fermented by product of
Shochu distillery on
Brachionus plicatilis sp.
rotifer and larviculture
performance in Japanese
flounder (Paralichthys
olivaceus)

*NDK. Tran, V. Waqalevu, A. Honda,
H. Matsui, XT. Nguen, K. Sakaguchi,
H. Kawaji, M. Ishikawa, K. Shiozaki, T.
Kotani,

Aquaculture 535 2021 論文

本田　晃伸(修)
Identification of novel fish
sialidase genes responsible
for KDN-cleaving activity

*K. Shiozaki, K. Uezono, G. Hirai, A.
Honda, M. Minoda, R. Wakata

Glycoconjugate
journal

37, 745-753 2020 論文

池田　麻美

Establishment and
characterization of Neu1-
knockout zebrafish and its
abnormal clinical
phenotypes.

Okada, K.*, Takase, R., Hamaoka, Y.,
Honda, A., Ikeda, A., Hokazono, Y.,
Maeda, Y., Hayasaka, O., Kotani, T.,
Komatsu, M., Shiozaki, K.

Biochemical
Journal

477（15） 2841-
2857

未定 論文

河辺　ももこ

Neuropeptide Y deficiency
induces anxiety-like
behaviours in zebrafish
(Danio rerio).

*Shiozaki, K, Kawabe, M.,
Karasuyama, K., Kurachi, T., Hayashi,
A., Ataka, K., Iwai, H., Takeno, H.,
Hayasaka, O., Kotani, T., Komatsu,
M., Inui, A.

Scientific Report
10. article
NO:5913.

2020/4/3 論文

A Rapid All-on-paper based BiosensorToolkit for
Pathogens

Identification and characterization of a key component
involved in mulberry leaves for preventing vasospasm
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河辺　ももこ

Ninjinyoeito improves
anxiety behavior in
neuropeptide Y deficient
zebrafish.

*Kawabe, M., Hayashi, A., Komatsu,
M., Inui, A., Shiozaki, K.

Neuropeptides
87,article
NO:102136

Jun-21 論文

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

本田　晃伸(修)
＊本田晃伸、小松正治、塩
﨑一弘

20201202-04 オンライン開催 ポスター発表

大石　一樹(退)
*佐橋大地、大石一樹、Vo
Khanh Linh、二神（鎌田）裕
子、小松正治、塩崎一弘

2020.12 オンライン開催 ポスター発表

池田　麻美
池田麻美*、駒水麻由、小松
正治、塩崎一弘

2020年12月2日
（水）～4日（金）（3
日間）

オンライン開催 ポスター発表

池田　麻美
池田麻美*、駒水麻由、小松
正治、塩崎一弘

2021年1月9日
（土）

オンライン開催 口頭発表

河辺　ももこ *Kawabe, M., Shiozaki, K. 2020/10/5 日本、鹿児島市 ポスター発表

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

Establishment of Neuropeptide Y knockout zebrafish
and its anxiety behavior.

Neu1シアリダーゼは哺乳類の興味・探索行動の制御因
子である.

Neu1シアリダーゼは脊椎動物における新規情動制御因
子である.

Edwardsiella tarda 感染時における宿主シアリダーゼの
発現変化とその意義

魚類Neu4シアリダーゼの核局在メカニズム；LC配列によ
る核輸送タンパク質との相互作用
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河辺　ももこ
*河辺ももこ、今川幹也、小
松正治、塩﨑一弘、乾明夫

2020/12/2-
12/4(オンライン開
催）

日本 ポスター発表

ﾊｽﾞﾜﾆｰ ﾋﾞﾝﾃｨ ﾓﾊﾏﾄﾞ
ﾊﾑｻﾝ

Presenter
March 18~21,
2021 (Online)

Japan (Online) Oral

応用生命科学専攻（先端応用生命科学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

奥西　勲
Isao Okunishi*, Tomoe
Yamada-Kato, Jiro Saito
and De-Xing Hou

Safety Evaluation of 6-
(Methylsulfinyl) Hexyl Isothiocyanate
(6-MSITC) and Wasabi Sulfinyl, a 6-
MSITC-containing Supplement

Food Science and
Technology
Research

26 (6), 813_824 2020年11月 paper

奥西　勲

Isao OKUNISHI*, Yousuke
MIURA, Yo NAKAMURA,
Yoshitada HIRA, and De-
Xing HOU

Assessment of mutagenicity, acute
and sub-acute toxicity and human
trial safety of wasabi leaf extract
powder

Food Science and
Technology
Research

27 (1), 131-149 2021年1月 paper

王 子泰

Zitai Wang*, Kayu Okutsu,
Taiki Futagami, Yumiko
Yoshizaki, Hisanori Tamaki,
Takuro Maruyama, Kazufumi
Toume, Katsuko Komatsu,
Fumio Hashimoto, Kazunori
Takamine

Microbial Community Structure and
Chemical Constituents in Shinkiku, a
Fermented Crude Drug Used in
Kampo Medicine

Frontiers in
Nutrition

0.371527778 31-Jul-20 paper

The Anti-Skin Aging Potential of Extracts from
solubilized Chaga (Inonotus obliquus) obtained through
hydrothermal treatment

神経ペプチドYノックアウトゼブラフィッシュを用いた人参
養栄湯の抗不安作用評価
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長澤　智隆

*Tomotaka Nagasawa, Kanji
Ishimaru, Shigeki
Higashiyama, Yoichiro Hama,
and Susumu Mitsutake

Teadenol A in microbial fermented
tea acts as a novel ligand on
GPR120 to increase GLP-1
secretion

Food & Function 11, 10534-10541 2020, 11 paper

眞榮田　麻友美(修)

Mayumi Maeda*, Marin
Motosoko, Tatsunori
Tokashiki, Jikian Tokashiki,
Osamu Mizutani, Keiko
Uechi, Masatoshi Goto, and
Toki Taira

Phenolic acid decarboxylase of
Aspergillus luchuensis plays a crucial
role in 4-vunylguaiacol production
during awamori brewing

Journal of
Bioscience and
Bioengineering

130(4), 352-359 2020年10月 論文

謝　クン(修)
Kun Xie , Xi He, Keyu Chen,
Kozue Sakao and De-Xing
Hou

Ameliorative effects and molecular
mechanisms of vine tea on Western
diet-induced NAFLD

Food&Function
2020, 11(7):5976-
5991

2020.11 論文

ｱﾌﾞ ﾕｳｽﾌ ﾎｯｼﾝ(退) Abu Yousuf Hossin

Syringin: A Phenylpropanoid
Glycoside Compound in Cirsium
brevicaule A. GRAY Root Modulates
Adipogenesis

Molecules 26(6), 1531 22-Jan-21 paper

ﾓﾊﾏﾄﾞ ｱｼｨﾌ ｲｸﾊﾞﾙ

Shahanaz Parveen, Md. Asif
Iqbal*, Ishmael Mutanda,
Md. Harun-Ur-Rashid,
Masashi Inafuku and
Hirosuke Oku

Plant hormone effects on isoprene
emission from tropical tree in Ficus
septica

PLant, Cell and
Environment

Volume 42, Issue
5, Pages 1715-
1728

12-Apr-19 paper

木戸　めぐみ
＊福司山エツ子、木戸めぐ
み

体にやさしい 桜島大根・大根料理 ア
ラカルト

1-111 2020年5月30日 著書

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title
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長澤　智隆
＊長澤智隆、濱洋一郎、石
丸幹二、光武進

2020年5月23日 福岡市 ポスター発表

長澤　智隆
＊長澤智隆、石丸幹二、東
山繁樹、濱洋一郎、光武進

2020年１２月２日
（オンライン）

オンライン ポスター発表

眞榮田　麻友美(修)
眞榮田麻友美*、上地敬子、
平良東紀

2020.10.21-27 オンライン 口頭発表

眞榮田　麻友美(修)
Mayumi Maeda*, Osamu
mizutani, Keiko Uechi, Toki
Taira

2020.11.16-20 Daejeon, Korea ポスター発表

陳 珂雨 KEYU CHEN 20201125 online 口頭発表

易　書瀚 2021.2.26 鹿児島 口頭発表

謝　クン(修)
Kun Xie , Xi He, Keyu Chen,
Kozue Sakao and De-Xing
Hou

2021年2月 日本福岡 口頭発表

微生物発酵茶成分theadenol AはGPR120を活性化させ
る

腸内細菌叢乱れ及び脂肪肝における藤茶の予防效果
及び作用機構に関する研究

Study on the effects and mechanisms of areca nut on
lipid metabolism and gut microbiota

Garlic as potential prebiotics to prevent gut microbiota
dysbiosis and dyslipidemia

Contribution of Aspergillus luchuensis phenolic acid
decarboxylase to 4-VG production in awamori brewing

泡盛醸造中のフェルラ酸から4-ビニルグアヤコールへの
変換反応

微生物発酵茶に含まれるTeadenol A はGPR120に作用
しGLP-1の分泌を誘導する
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農水圏資源環境科学専攻（生物環境保全科学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

松村　崇志(修)
Urara Tonogawa*, Takashi
Matsumura, Masaya Ono,
Toyoshi Yoshiga

Abnormal increases in reactive
oxygen species in dying insects
infected with nematodes

Archives of Insect
Biochemistry and
Physiology

106(2), e21758 2020.11.3 論文

吉田　一貴

Kazuki Yoshida*, Sachiyo
Sanada-Morimura, Shou-
Horng Huang, Makoto
Tokuda

Silence of the killers: discovery of
male-killing suppression in a rearing
strain of the small brown
planthopper, Laodelphax striatellus

Proceedings of
the Royal Society
B: Biological
Sciences

Volume 288, Issue
1943

20-Jan-21 paper

柳澤　隆平
*Ryuhei Yanagisawa,
Ryuichi Suwa,Takuma
Takanashi, Haruki Tatsuta

Substrate-borne vibrations reduced
the density of tobacco whitefy
Bemisia tabaci (Hemiptera:
Aleyrodidae) infestations on tomato,
Solanum lycopersicum: an
experimental assessment

Applied
Entomology and
Zoology

未定 2020年12月8日 paper

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

松村　崇志(修) 松村崇志、早川洋一
2020.09.14-
2020.09.16

日本、東京（オン
ライン開催）

口頭発表

吉田　一貴
吉田一貴*、真田幸代、徳田
誠

2020年9月6日～9
日（オンライン開
催）

ポスター発表

WU TONGJIAO (呉彤
嬌)

WU TONGJIAO*、廣島誠
浩、坂本光生、紙谷喜則

2021年2月27日
（オンライン開催）

日本 ポスター 発表

細胞質不和合（CI）の修飾を救済できなくなったボルバキ
ア

昆虫の個体死誘導に関わる新規ストレス応答性プロテ
アーゼの解析

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

アルカリ性電解水の洗浄メカニズム検討
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柳澤　隆平
*柳澤 隆平・諏訪 竜一・立
田 晴記

2020年11月11
日,12日

オンライン開催 ポスター発表

植松　潤平 植松潤平＊、辻和希 11月20日～22日 オンライン開催 口頭発表

寺尾　美里
*寺尾 美里，徳田 誠，新谷
喜紀

2021年3月23日～
26日（オンライン
開催）

日本、松江市 口頭発表

側垣　共生(退) *側垣共生，徳田誠
2021年3月23日
(火)～26日(金)

日本 ポスター発表

太田　一樹 *太田一樹　徳田誠 2021 日本　島根県 ポスター発表

WU TONGJIAO (呉彤
嬌)

TONGJIAO WU * , AYANE
NAGAHAMA , YOSHINORI
KAMITANI

2021年3月18日
（オンライン開催）

日本 ポスター発表

出岐　大空
2020.11.20～
2020.11.22020.11.
22

日本（オンライン）
ラウンドテーブ
ル

農水圏資源環境科学専攻（地域資源環境工学連合講座）

「Ethology5.0：行動の適応進化と個体群動態，そして生
態系の理解へ」

Effect of Alkaline Electrolyzed Water on Extraction of
Catechin in Tea

ソラマメヒゲナガアブラムシは植物にとって利益となるか

複数の寄主植物を利用する亜社会性昆虫の繁殖形質
に働く自然選択

マメハンミョウにおける早熟変態が生み出す小さな成虫
の繁殖可能性

血縁選択がアリ群集を豊かにする？～コロニーの成長
を抑制する種内コロニー間闘争～

希土類金属（レアアース）を利用しない新規開発加振装
置を活用した害虫制御手法の開発
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●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

ｸｵﾝ ﾁ ﾄﾞｱﾝ(退)
Cuong Chi DOAN*,
Munehiro TANAKA

Prediction of Tomato Momotarou
Haruka Flower-Clusters Occurrence
using Cumulative Heat Unit and
Cumulative Solar Radiation

Journal of the
Japanese Society
of Agricultural
Machinery and
Food Engineers

83(2)2021 未定 Paper

平嶋　雄太
*平嶋雄太，宮本英揮，弓削
こずえ

時間領域透過法(TDT)センサを活用
した干拓農地の土壌水分および塩分
の観測

農業農村工学会
論文集

88(1)、I_21-I_28 2020年6月 論文

ｺﾅﾗ ﾑﾁﾞｬﾝｾﾗｹﾞ ﾂｼﾀ ｻ
ﾏﾝ ﾊﾞﾝﾀﾞﾗ

Bandara, K.M.T.S.*; Sakai,
K.; Nakandakari, T.; Yuge, K.

A Low-Cost NDIR-Based N2O Gas
Detection Device for Agricultural
Soils: Assembly, Calibration Model
Validation, and Laboratory Testing

Sensors
Sensors 2021,
21(4), 1189pp

8-Feb-21 Paper

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

平嶋　雄太
平嶋雄太・*中島綾美・生野
慎太郎・中村真也・宮本英
揮

2020年8月25-27
日(オンライン開
催)

日本，鹿児島市
※オンライン開催
に変更

ポスター発表
火山灰斜面における土壌水分および加速度のモニタリ
ング

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title
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平嶋　雄太
平嶋雄太・*弓削こずえ・阿
南光政

2020年8月25-27
日(オンライン開
催)

日本，鹿児島市
※オンライン開催
に変更

口頭発表

平嶋　雄太
平嶋雄太，*阿南光政 ，弓
削こずえ

令和2年11月12日
～25日(オンライン
開催)

日本，オンライン
開催

ポスター発表

ｱｰﾊﾟｰﾗﾀﾅ ｷｯﾁﾎﾟﾝ

*Kittipon Aparatana
(Kagoshima Univ.), Takeshi
Shikanai (Univ. of the
Ryukyu), Munehiro Tanaka
(Saga Univ.), and Eizo Taira
(Univ. of the Ryukyu)

17-Feb-21 Online
Oral
Presentation

ｱｰﾊﾟｰﾗﾀﾅ ｷｯﾁﾎﾟﾝ

*Kittipon Aparatana
(Kagoshima Univ.), Takeshi
Shikanai (Univ. of the
Ryukyu), Munehiro Tanaka
(Saga Univ.), and Eizo Taira
(Univ. of the Ryukyu)

18-Mar-21 Online
Poster
Presentation

農水圏資源環境科学専攻（水産資源環境科学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

筑後川下流地区排水解析におけるゲート流量係数の実
験的検証

ミニトマト栽培ビニルハウスにおける土壌水分状態と気
象環境の評価

Development of the cane quality model using portable
near-infrared and benchtop near-infrared spectrometer

Development of high accurate evaluation systems for
sugarcane quality using combined non-destructive
analysis
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ﾁｭﾝﾀﾅｳｫﾝ ｼﾘｶﾝﾔ(修) Sirikanya Chungthanawong
Review of the waspfish genus
Neocentropogon (Tetrarogidae), with
a key to genera in the family

Ichthyological
Research

NA NA Paper

ﾛﾆｯｸ ｽﾍﾟﾝﾘｰ ｼｬﾄﾞﾗｯｸ
Ronick S. Shadrack*,
Susanne Pohler, Leo X.C.
Dutra, Krishna Kumar Kotra

Carbonate sediments from Maui bay
(coral coast, Fiji) reflect importance
of coral reef conservation

Ocean and
Coastal
Management

198 28-Sep-20 Paper

ﾛﾆｯｸ ｽﾍﾟﾝﾘｰ ｼｬﾄﾞﾗｯｸ
Ronick Spenly Shadrack*,
Sompert Gereva, Tim
Pickering, Marta Ferreira

Seasonality of milkfish Chanos
chanos (Forsskaal, 1775) fry at
Teouma Bay, Vanuatu

Marine Policy Not applicable Not applicable Paper

ﾛﾆｯｸ ｽﾍﾟﾝﾘｰ ｼｬﾄﾞﾗｯｸ

Ronick Spenly Shadrack*,
Ishikawa Manabu, Saichiro
Yokoyama a, Vazquez
Archdale Miguel Federico,
Tasumi Satoshi, Zhang
Yukun , Kumbukani
Mzengereza, Seok Seo,
Lindon Havimana ,
Mohammed Fouad
Mohammed El Basuini b, c

The efficiency of probiotics (single
strain versus a mix of strains) on
growth performance, oxidative
status, immune response, and
intestinal morphology of Amberjack
juvenile (Seriola dumerili)

Aquaculture
Science

NA NA Paper

ﾛﾆｯｸ ｽﾍﾟﾝﾘｰ ｼｬﾄﾞﾗｯｸ

Ronick Spenly Shadrack*,
Ishikawa Manabu, Saichiro
Yokoyama, Vazquez
Archdale Miguel Federico,
Tasumi Satoshi, Zhang
Yukun, Kumbukani
Mzengereza, Seok Seo,
Serge Dossou b, Mohammed
F. El Basuini c,

Efficacy of the dietary incorporation
of first-generation yeast on growth
performance, blood chemistry,
antioxidant, stress resistance and
immune response of red Sea bream
Pagrus major

Aquaculture Not applicable Not applicable Paper

ﾛﾆｯｸ ｽﾍﾟﾝﾘｰ ｼｬﾄﾞﾗｯｸ
Ronick Spenly Shadrack*,
Ishikawa Manabu, Saichiro
Yokoyamaa

Effects of probiotic lactic acid
bacteria on condition factor, length-
weight relationship, growth
performance and body composition
of juvenile Amberjack (Seriola
dumerili)

Aquaculture
Reports

N/A N/A Paper
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早坂　央希(修)
Hayasaka O*, Anraku K,
Akamatsu Y, YC Tseng,
Miguel VA, Kotani T

Threshold and spectral sensitivity of
vision in medaka Oryzias latipes
determined by a novel template
wave matching method.

Comparative
Biochemistry and
Physiology - Part
A: Molecular &
Integrative
Physiology

25,111,080 Jan-20 論文

早坂　央希(修)
早坂央希*、竹内裕、小谷知
也

特定光波長照射による性転換誘導を
介した新規性統御技術の検討

アグリバイオ 4巻　11号　83-84 2020/10/20 解説

和田　英敏(修)
渋谷駿太*･緒方悠輝也･三
木凉平･和田英敏･本村浩
之

九州南部と琉球列島から確認された
ヒキマユメイチ（スズキ目フエフキダ
イ科）

Fauna Ryukyuana 55: 9-16 2020年5月19日 論文

和田　英敏(修)
和田英敏*・福地伊芙映・宮
本 圭・立原一憲・本村浩之

沖縄県初記録のアヤメイズハナダイ
（ハタ科ハナダイ亜科） および本種
の標徴に関する再評価

タクサ 49: 67-73 2020年8月31日 論文

和田　英敏(修)
手良村知功*・藤川大学・和
田英敏

遠州灘から得られたベニマトウダイ
の記録と本種の成長変化に関する
新知見

Nature of
Kagoshima

46: 519-524 2020年4月4日 論文

和田　英敏(修)
和田英敏*・前川隆則・本村
浩之

横当島から得られたトカラ列島初記
録のイトマンオオキンギョMeganthias
kingyo

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

1: 1-5 2020年10月1日 論文

和田　英敏(修) 和田英敏*
シラウオ・ミナミメダカ・マゴチ・セダカ
ダイミョウサギ・シロウオの解説

鹿児島県北西部
不知火海にそそぐ
高尾野川河口周
辺の生きものたち

Pp. 61, 66, 69, 75,
104

2020年9月18日 著書

和田　英敏(修)
和田英敏*・加藤昌一・本村
浩之

琉球列島とパプアニューギニアから
得られた水中写真によって明らかに
なったフエダイ科ハスジマタルミ
Lutjanus dodecacanthoidesの幼魚の
色彩的特徴

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

3: 1-4 2020年12月1日 論文
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和田　英敏(修)
井上賢太郎*・三木涼平・和
田英敏・本村浩之

宮崎県南部沿岸から得られた日本2
例目のカチドキダルマガレイ
Crossorhombus valderostratus

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

3: 20-24 2020年12月8日 論文

和田　英敏(修)
和田英敏*・松井英司・松井
謙弥・本村浩之

熊本県菊池川および唐人川から得ら
れたカライワシ仔魚の記録

熊本野生生物研
究会誌

10: 9-12 2020年12月28日 論文

和田　英敏(修) Wada,H.*
Setarchidae, Apistidae, Haemulidae,
Hapalogenyidae, Blennidae, and
Nomeidae.

Fishes of
Southern Taiwan
(Second Edition).

Pp. 502-505, 823-
838, 1106, 1185-
1189.

2020年12月1日 著書

和田　英敏(修)
Wada, H.*, Kai, Y. and
Motomura, H.

Redescription of the circumglobal
deepwater scorpionfish Setarches
guentheri (Setarchidae)

Ichthyological
Research

doi/10.1007/s102
28-020-00762-6

2020年7月11日 論文

和田　英敏(修) Wada, H.*

Gobiodon quinquestrigatus, Istigobius
decoratus, I. goldmanni, I.
nigroocellatus, I. ornatus,
Macrodontogobius wilburi,
Pleurosicya labiata, Priolepis
nuchifasciata (Gobiidae)

Reef and shore
fishes of Bidong
Island, off east
coast of Malay
Peninsula

Pp. 71-74 2021年1月5日 著書

和田　英敏(修)
中島田正希*・藤田晴大・和
田英敏

長崎県初記録のミナベヒメジ
Parupeneus biaculeatus

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

5: 11-15 2021年2月16日 論文

和田　英敏(修)
Wada, H.*, Kai, Y. and
Motomura, H.

Revision of the resurrected
deepwater scorpionfish genus
Lythrichthys Jordan and Starks
1904 (Setarchidae), with descriptions
of two new species

Ichthyological
Research

doi.org/10.1007/s
10228-020-
00762-6

2021年2月19日 論文

ｸﾝﾄ ｳｨﾎﾞｫ
Kunto Wibowo and Hiroyuki
Motomura

Review of the Scorpaena papillosa
species complex (Scorpaenidae) with
description of a new species from
southwestern Australia

Zootaxa 4852: 527-546
18 September,
2020

paper
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ｸﾝﾄ ｳｨﾎﾞｫ
Kunto Wibowo and Hiroyuki
Motomura

Distributional range extension of the
rare scorpionfish Hipposcorpaena
filamentosa (Teleostei:
Scorpaenidae)

Acta
Ichthyologica et
Piscatoria

未定 未定 paper

ｸﾝﾄ ｳｨﾎﾞｫ
Kunto Wibowo and Hiroyuki
Motomura

First records of the Bandfin
Scorpionfish Scorpaenopsis
vittapinna (Teleostei: Scorpaenidae)
from Australia

Acta
Ichthyologica et
Piscatoria

未定 未定 paper

藤原 恭司
Kyoji Fujiwara* and Hiroyuki
Motomura

Revised diagnosis of the rare
clingfish Kopua nuimata
(Gobiesocidae) with notes on fresh
coloration and first Australian record

Species Diversity 25 (1): 49-54 2020年1月 論文

伊藤　友洋

Tomohiro Ito*, Iris Ann
Borlongan, Gregory
N.Nishihara, Hikaru Endo &
Ryuta Terada

The effects of irradiance,
temperature, and desiccation on the
photosynthesis of a brown alga,
Sargassum muticum (Fucales), from
a native distributional range in Japan

Journal of Applied
Phycology

未定
Published: 05
March 2021

paper

藤原 恭司
Kyoji Fujiwara*, Kiyoshi
Hagiwara and Hiroyuki
Motomura

Redescription of Lepadichthys
coccinotaenia Regan 1921 and
description of Lepadichthys trishula
sp. nov. from southern Japan
(Gobiesocidae: Diademichthyinae)

Ichthyological
Research

67 (3): 422-438 2020年2月 論文

藤原 恭司
藤原恭司*・伊東正英・本村
浩之

鹿児島県薩摩半島西岸から得られ
た国内2例目のカガヤキミゾイサキ，
および過去20年間に同海域から新
種・日本初記録種として記録された
魚類リスト

Nature of
Kagoshima

46: 569-572 2020年4月 論文

藤原 恭司
Kyoji Fujiwara*, Toshiyuki
Suzuki and Hiroyuki
Motomura

First Pacific record of Priolepis
goldshmidtae (Gobiidae), previously
regarded as a Red Sea endemic

Cybium 44 (2): 157-159 2020年6月 論文

藤原 恭司
藤原恭司*・高山真由美・本
村浩之

長崎県から得られた九州初記録の
サクライレズミハゼPriolepis
winterbottomi

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

1: 15-18 2020年10月 論文
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藤原 恭司
Kyoji Fujiwara*, Kiyoshi
Hagiwara, Toshiyuki Suzuki
and Hiroyuki Motomura

Acentrogobius limarius (Gobiidae)
from the Ryukyu Islands, Japan: First
Northern Hemisphere records

Species Diversity 25 (2): 355-359 2020年11月 論文

藤原 恭司
Kyoji Fujiwara* and Hiroyuki
Motomura

An annotated checklist of marine
and freshwater fishes of Kikai Island
in the Amami Islands, Kagoshima,
southern Japan, with 259 new
records

Bulletin of the
Kagoshima
University
Museum

14: 1-73 2020年12月1日 論文

藤原 恭司
Kyoji Fujiwara* and Hiroyuki
Motomura

A new species of Lepadichthys from
the Central South Pacific and
comments on taxonomic status of
Lepadichthys springeri Briggs, 2001
(Gobiesocidae)

Copeia 108 (4): 833-846 2020年12月 論文

藤原 恭司
藤原恭司*・上原航知・松岡
翠・Kunto Wibowo・本村浩
之

琉球列島と奄美群島初記録種を含
む沖永良部島初記録の魚類50種

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

3: 30-40 2020年12月 論文

藤原 恭司
冨森祐樹*・藤原恭司・松沼
瑞樹

和歌山県から得られたキビレハタ
Epinephelus macrospilos（ハタ科）の
記録

日本生物地理学
会会報

75: 71-76 2020年12月 論文

藤原 恭司
Kyoji Fujiwara*, Toshiyuki
Suzuki and Hiroyuki
Motomura

A new species of Egglestonichthys
(Teleostei, Gobiiformes, Gobiidae)
from Okinawa Island, Japan

ZooKeys 1006: 91-98 2020年12月 論文

藤原 恭司

Kevin W. Conway*, Cragen
D. King, Adam P. Summers,
Daemin Kim, Philip A.
Hastings, Glenn I. Moore,
Samuel P. Iglēsias, Mark V.
Erdmann, Carole C. Baldwin,
Graham Short, Kyoji
Fujiwara, Thomas Trnski,
Gary Voelker and Lukas Rü
ber

Molecular phylogenetics of the
clingfishes (Teleostei: Gobiesocidae)
- Implications for classification

Copeia 108 (4): 886-906 2020年12月 論文
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張　煜坤

Amr I. Zaineldin* , Sayed
Hegazi, Shunsuke Koshio ,
Manabu Ishikawa, Mahmoud
A.O. Dawood, Serge Dossou,
Zhang Yukun, Kumbukani
Mzengereza

Singular effects of Bacillus subtilis
C-3102 or Saccharomyces
cerevisiae type 1 on the growth, gut
morphology, immunity, and stress
resistance of red sea bream (Pagrus
major)

ANNALS OF
ANIMAL SCIENCE

https://sciendo.c
om/article/10.247
8/aoas-2020-
0075

2020/9/18 paper

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポス
ター発表

oral/poster

喬　煜翔

*Yu-Xiang Qiao Hirohiko
Nakamura Shinichiro Kako
Ayako Nishina Tomohiko
Tomita

2020年7月12日-
16日

オンライン大会 ポスター発表

和田　英敏(修)
和田英敏・甲斐嘉晃・本村
浩之

2020年10月31日 日本 口頭

和田　英敏(修)
和田英敏・松井英司・松井
謙弥・本村浩之

2021年2月6日 熊本県熊本市 口頭

ﾌｧｲﾙｽﾞ ﾅｳﾜｰ
Fairuz Nawer* and Jun
Ohtomi

31st October,
2020. from 9 am.
12mins. (held
online)

Japan (held
online)

Oral
presentation

ｸﾝﾄ ｳｨﾎﾞｫ
Kunto Wibowo* and Hiroyuki
Motomura

31 October-1
November, 2020
(online)

Japan poster

藤原 恭司
藤原恭司*・K. W. Conway・
本村浩之

2020年10月 ウェブ大会 口頭発表

関 圭樹
*関圭樹、今村和貴、桂基
晃、國師恵美子、宇野誠一

2021年3月9日 オンライン 口頭発表

シロカサゴ科シロカサゴ属Setarchesの新参異名とされ
ていたアカカサゴ属Lythrichthysの有効性と2未記載種

Decadal surface velocity variations in the Kuroshio and
Kuroshio Extension System

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

ジフェンヒドラミンによるヒメダカ再生産への影響

インド・西太平洋から得られたウバウオ科ハシナガウバ
ウオ亜科の1未記載属と2未記載種およびミサキウバウ
オ属に帰属されている2種の帰属の再検討

An undescribed species of the genus Scorpaena
(Teleostei: Scorpaenidae) from the northwest coast of
Australia

Reproductive biology of the portunid crab Charybdis
bimaculata (Decapoda: Brachyura) in deep water,
Kagoshima Bay, Japan

熊本県菊池川および唐人川から得られたカライワシ仔
魚の記録
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◇研究室紹介

生物生産科学専攻 地域・国際地域資源経済学連合講座 

鹿児島大学水産学部教授 

佐野雅昭・久賀みず保・鈴木崇史 

 我々の研究室は、水産流通学研究室と言う名の通り、水産物の流通に関する教育・研究を

中心に行っています。大別すると①水産物流通の分析、②水産加工業の分析、③水産物消費

の分析そして④養殖業の分析が大きな柱となっています。具体的には、卸売市場流通の改革

と新しい流通チャネルの可能性、水産食品のマーケティングやその小売業でのマーチャン

ダイジング、水産加工業の展開や展望、水産物に対する消費者行動やそこでの環境配慮の意

義、そして日本と世界の養殖業の経営展開などについて、経済社会というフィールドでの実

態分析に基づく研究を幅広く行っています。 

 自由な市場経済下における社会現象を研究対象としており、現実の経済活動の実態分析

を日々行っているため、食品関連民間企業の経営者や実務者、行政官庁担当者などと日常的

に強く連携しています。民間流通企業の専門家研修や経営顧問業務を務めたりするだけで

はなく、政府や自治体の審議会や各種委員会への参画も多く、2019 年度漁業法改正では国

会での審議において、水産学研究者を代表して意見陳述しました。現在では政府として力を

入れている農水産物輸出拡大戦略や養殖業成長産業化戦略などの政策立案にも深く関わっ

ています。もちろん地元鹿児島県や九州全域の水産業とその政策にも深く関わっており、そ

うした関係を生かした学外での学びを重視しています。所属する連大学生もこうしたオー

プンな環境の中で教育を受けており、研究室の中に閉じ籠もらずに現実の広い社会、厳しい

経済社会の現実を見ながら、各自の社会的な問題意識に基づく研究を進めています。 

 我々の研究室の研究の底流にある普遍的・基本的な問題意識は、「日本や世界の現代社会

を全面的に支配しつつある「グローバリゼーション」と「資本主義化」という大きな社会シ

ステムが、これからの我々の「食」に何をもたらすのだろうか」というものです。そしても

しそれがネガティブなものであれば、それにどう対抗していくのか、を考えています。その

ためにも、まず現実社会で何が起こっているのかを実態調査により精緻に把握し、それを多

角的に分析し、思いつきではない論理的かつ現実的な解を模索しています。そしてそれを民

間企業や行政施策にダイレクトに反映させていく社会的なネットワークも有しています。

こうした研究室はあまりないのではないでしょうか。 

 今後もこうした特長を生かし、内外の社会の現実に真正面から向き合う未来志向の連大

生を育てていきたいと考えています。 
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連大生を介したベトナム・カントー大学との交流 

 

研究室卒業生であるボゴール農科大学学長のアリフ・サトリヤ氏 
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WWF・JAPAN で調査を行う連大生 
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◇留学生の近況 

 

University Life 

Fina
ヴ ィ ナ

 Amreta
ア ム レ タ

 Laksmi
ラ ク ス ミ

(Indnesia) 

My university life at United Graduate School of Agricultural 

Sciences Kagoshima University (Rendai) had equipped me with 

many pleasant memories. My decision to joint Matsujiro 

Ishibashi Sensei laboratory at Rendai to pursue my PhD degree 

was one of the best decisions in my life. It is fascinating, how 

much knowledge that I can gain in those three years which certainly needed to succeed in research 

environment after graduation. I enjoyed the time I spent having a relax but serious discussion 

related to our research results with my professor, Matsujiro Ishibashi sensei. My research activities 

in laboratory were also enjoyable as well, especially because I have deep interest in applied 

molecular microbiology and protein engineering, which was also the research background in my 

research project. The research facilities are complete and up-to-date. In addition, our class in 

Rendai was fun and easy to follow.  

Lasting friendship 

One of the most valuable gifts is the friends I have made during my time in Rendai. I met many 

friends from different countries with different characters and unique backgrounds in many 

occasions including in general seminar which was held once a year; in class; and in laboratory. I 

am grateful that many of my fellow classmate and labmate that I met became close friends. The 

years at Rendai make me grow not only academically but also socially. 

Life in Kagoshima City 

My campus is at Kagoshima city, which in my opinion the city that suitable for student to study. 

The local citizen is friendly and the weather is comfortable, not too hot at summer and not too cold 

at winter. I love exploring the city on my bike with friends. International student also gets many 

supports from the government of Kagoshima city and also from Rendai. 

Post-Graduation 

After graduating from Rendai, I started to work at research center for Biotechnology, Indonesian 

Institute of Sciences (LIPI) as researcher. I have been honored to become the head of Enzyme 

Engineering and Technology for Bioproduction research group at LIPI since 2021. Knowledges 

79



and skills that I got during my study is very beneficial for my work as currently I am doing research 

in applied molecular microbiology and protein engineering. Even though I am in Indonesia, I still 

keep in touch with my friends in Japan as well as my supervisor. My university life in Rendai is 

definitely an unforgettable moment in my life. 
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◇修了生より 

寳
たから

川
がわ

 拓生
ひろお

 

 

・2019 年 4 月 鹿児島大学大学院連合農学研究科 修了 

・2018 年 4 月 日本学術振興会 特別研究員 DC2-PD 

        豪州砂糖研究所 客員研究員（2019 年 8

月～翌 3月） 

・2020 年 4 月 国立研究開発法人 国際農林水産業研究 

センター熱帯・島嶼研究拠点 任期付研究員 

 

 ご機嫌麗しゅう、連大生の皆さん。私は、学部 3年次から博士修了に至るまで琉球大学農

学部作物学研究室に所属し、研究生活を送りました。中でも、博士後期課程で過ごした連大

生としての日々は掛け替えのないものとなっております。まだまだ研究者としてはペーペ

ーですが、私の研究に対する思いを未来の同胞の皆様に伝えられればと思います。 

私は博士課程では沖縄ならではのサトウキビを対象とし、品種多様性の有効活用に関し

研究を進めてきました。1つの圃場に異なるサトウキビ品種を混ぜて植えようという奇抜な

テーマを与えられ、自分なりに様々な手法を駆使しながら展開し、博士論文として取り纏め

ることができました。実のところ、まだまだ納得のいく成果とは思っておらず更なる研究の

深化、発展を期待していましたが、大学を離れた現在の職ではサトウキビという共通の対象

作物でありながら、全く別のテーマに取り組んでいます。博士課程修了後に研究者として求

められるのは、自分のやりたいこと、自分に求められていること、自分のスキルやキャパシ

ティー、を上手くマッチングして研究を進めていく器量（or 研究者として給料を得ていく

こと）、だと思います。博士課程では、大したスキルも業務もないですから、先輩や先生方

から指導を頂きながらとにかくやりたいことを色々とやらせていただきました。外部資金

も得て、国内外の色々な生産地にも訪問することができましたし、学会にも多く参加させて

いただきました。そんな中で、自分の強みは何なのか、強みややりたいことが異分野にどう

活かされそうか、どのような地域に波及しそうか、といったことを考えることができました。

日々の実験や現地調査を通じて得た知識や考えを、随時まとめていくこと、そして他者に説

明して共有し意見交換をすることが視野を拡げるのにとても重要です。これは、ゼミ発表と

議論に始まり、論文のデザインや執筆、研究資金の獲得、といった研究の基礎体力に繋がっ

ていきます。ですので、連大生の皆様には、一つの研究室や分野、対象地、対象材料にこだ

わらず、多くの人（研究者、生産者、行政、民間を問わず）と交流して、若くエネルギーに
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満ちた自由な“考え”を醸成して発信してほしいと思います。幸い、連大は 3つの異なる県

に所在する大学から構成され、留学生も多く、農林水産分野の多様な研究者たちにより支え

られる稀有な教育機関です。上手く活用して研究者としての裾野を広げてください。 

指導者や社会人としての時間を振り返ると、どう考えても良い指導者でも社会人でもな

かったように思います。実験は何回も繰り返しできますが、学生指導は対個人なので、一人

一人に対するその場限りの答えを一緒に模索しなくてはいけません。私は、この“一緒に”

ができなかったのだと思います。一度卒業した学生には一生指導できないので本当に申し

訳ないことをしたと思っています。いつか、私にもリトライの場があればといつも思ってい

ます。もし皆様の所属研究室に後輩学生がいれば、これもまた、博士課程での貴重な経験で

すから、ぜひ学生と“一緒に”苦悩しながら指導を楽しんでもらえればと思います。社会人

として必要なことは、誠実さだと思います。時間や期限、約束事を守り責任を持って他者と

接する一方で、何でも引き受ける良い人ではなく自分に素直になることは自分と合う人を

惹きつけることにも繋がるでしょうし、精神衛生上も良いと思います。学生のうちに、自分

をよく知ることが誠実であるために重要だと思います。 

さいごに、勝手な一言。学生は厚顔無恥で教員にどんどん迷惑をかけても良いと思います。

国の研究員となった今は中々できない大胆な言動が私の中でも多く思い起こされます。教

員だけでなく、研究室の先輩後輩や多くの関係者にもご迷惑をお掛けしました。近い将来、

必ずその代償は払うと誓いながら、なりふり構わず研究を頑張っていけばよいではないで

しょうか（？）。案ずるな！連大生！！皆様の発展と活躍を心よりお祈り申し上げます。 

※連絡先：htakaragawa@affrc.go.jp 
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Lahiru
ラ ヒ ル

 N. Jayakody
ジ ャ ヤ コ デ ィ

（ sri Lanka）  

 

My name is Lahiru N. Jayakody (Graduated: 2014). I am currently working 

as an Assistant Professor at the School of Biological Sciences and Fermentation 

Science Institute, Southern Illinois University Carbondale, Illinois, USA. I also 

serve as Editor in Chief to Critical Review in Biotechnology (IF-8.1). It was a 

dream for me to pursue my studies in Japan. Prof. Hiroshi Kitagaki accepted 

me as his first international student and nurtured me to become an impactful 

scientist. I appreciate his unconditional support and very proud to be his first 

Ph.D. student. I’d also like to extend my gratitude to my co-advisor, Prof. Nobuyuki Hayashi, for supporting me 

during my doctoral study. Particularly in my Ph. D. work at Kagoshima University, we discovered biomass-

derived glycolaldehyde as a yeast fermentation inhibitor and the development of robust ethanol-producing S. 

cerevisiae strains via engineering redox cofactor balance and sumoylation and ubiquitin pathways.1 Indeed, we 

developed novel synthetic biology techniques, including the application of protein post-translational events 

(PTMs) to develop a robust and efficient model (Saccharomyces cerevisiae) for biofuels and chemicals 

production from biomass. The study yielded several high-impact research articles, patents, and I received 12 

academic awards from institutions such as the International Congress on Yeast, Renewable Energy Global 

Innovation, Canadian Renewable Fuel Association, Alltech, and the Society of Biotechnology Japan, and I am 

also privileged to receive, Honjo International Scholarship during my Ph.D. work, indeed, I was the first 

Kagoshima University student to receive this scholarship. 

My distinguished doctoral study at Kagoshima University resulted in very competitive and prestigious 

postdoctoral positions, first, at the Carl R. Woese, Institute of Genomic Biology, University of Illinois Urbana-

Champaign, USA (2015-2016), and secondly, at the National Renewable Energy Laboratory (NREL), USA 

(2016-2019), a world-leading renewable energy institute. I further developed the fundamental research outcomes 

of my thesis to valorize high toxic thermochemical wastewater and plastic waste via engineered yeast and non-

model biocatalysts (Pseudomonas putida) during my postdoctoral work at the University of Illinois Urbana 

Champaign and National Renewable Energy Laboratory, USA. We developed incredibly tolerant next-

generation P. putida for valorizing high-toxic substrates (industrial wastewater streams and biomass-derived 

high toxic substrates) by engineering chaperone machinery, and developed synthetic metabolic pathways in P. 

putida to enable PET degradation and upcycling. 2, 3 Three years of productive postdoctoral research studies have 

been published in the leading academic journals in the field, including Energy and Environmental Science, the 

top journal of Royal Society of Chemistry, (IF-30).2  

Currently at SIUC, My research group working in concert with microbial protein post-translational-based 

modern-synthetic biology tools for 1) understanding molecular mechanisms of repair and degradation of stress-

induced abnormal proteins in microbes during the fermentation process of highly toxic compounds 2) developing 
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efficient commercial microbial cell factories for novel-biopolymer production via substrates from biomass and 

unconventional substrates such as organic-rich heterogeneous waste streams including plastic waste. I would 

like to highlight one of our major ongoing project entitled “Upcycle plastic biologically via synthetic 

microbes”. Given the global environmental and energy concerns with plastics, there is a clear need for 

technologies in plastics “upcycling” (creation of a higher-value product from reclaimed plastic). Plastic 

upcycling will help establish the Circular Materials Economy, reduce environmental impacts, and provide 

market incentives for plastics reclamation. Synthetic microbes have been successfully developed to 

depolymerize and transformation of biomass into value-added products such as fuels and commodity chemicals. 

In the same vein, we are working on developing novel techno-economically feasible plastic upcycling processes 

to produce high-value chemicals and biodegradable polymers via biological transformations. We are exploring 

the potential of engineering microbes to selective degradation of recalcitrant plastic to monomers, and 

concurrent conversion into novel intermediates, such as muconic acid and ß-ketoadipate, which could be used 

to manufacture biodegradable plastic replacement material.4 Also, we are evolving plastic degradation enzyme 

system(s) for improving activity and a detailed understanding of evolved enzymes for higher plastic turnover. 

In conclusion, I’d like to thank all the support given to me during my study by the Kagoshima University, and 

I’m proud to be an alumni of Kagoshima University.    

 

References:  (1) Jayakody et al, Crit Rev Biotechnol. 37 (2), 177-189 (2016) (2) Jayakody et al., Energy 

Environ. Sci. 11, 1625-1638 (2018), (3) Franden MA, Jayakody LN et al., (2018). Metab Eng. 48:197-207 (4) 

Jayakody et al, Front. Bioeng. Biotechnol. | doi: 10.3389/fbioe.2021.656465 (2021)  
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◇学会賞等受賞 

 
所属：連合農学研究科 
⽣物⽣産学専攻 
琉球⼤学 
職名：博⼠課程３年 
⽒名：出花幸之介 
学会賞名：⾷農資源経済学会 学会誌賞 
受賞研究課題名：サトウキビ⼤規模経営における夏植え株出し
トラッシュマルチ体系の展開 
受賞⽉⽇：2020 年 10 ⽉ 31 ⽇ 
 
［受賞内容］ 

サトウキビ栽培と製糖業は南⻄諸島の基幹産業として地域経済の重要な地位を占めてき
たが，⾼齢化や後継者不⾜により⽣産構造の弱体化が顕著に進⾏し，労働負担を軽減するた
め⼤型農機による機械化⼀貫作業の導⼊が急速に拡⼤している。しかし，慣⾏の春植え株出
し体系では１〜4 ⽉に農作業が集中するため，冬春期の繁忙を解消して年間の農作業を分散
させ，前後作業を合理的に調整し，⼤型農機の操業効率を上げ，同時に単収と農業の持続可
能性の低下を防ぐことが求められている。 

そこで，本研究では「新結合」により夫婦２⼈の家族労働⼒のみで約 18ha のサトウキビ
作経営を⾏い，作型の組み合わせを変更し，作業調整や省⼒化により収益を⾼め，持続可能
な農法を実現させた先端事例を抽出し，その経営状況を調査した。その結果，以下のことが
明らかになった。 
１）春植え株出し体系を減らし，夏植え株出し体系を主体とする栽培体系へ移⾏ 

その結果，冬春期の農作業の繁忙が解消され，年間の労働配分が適宜分散され，機械の
操業効率も格段に向上した。夏植えでは作業期間が３ヶ⽉もあり，植え付けと初期管理
に専念でき，他の作業との競合も少ないため，年間を通して計画的な作業が可能となる。 

２）株出し栽培にトラッシュマルチ体系を導⼊ 
株出し栽培でトラッシュ(収穫残渣)を畝間に残して有機物マルチとして活⽤する減耕
起・省作業技術を導⼊した。株出栽培における⼼⼟破砕，中耕・培⼟を省略しても，ト
ラッシュマルチの多⾯的な効果で雑草の発⽣が抑制され，除草剤散布量が減少し，畝間
の作業道としての機能と作業可能期間が拡⼤し，農薬散布などの適期作業が可能で，単
収の⾼位安定が実現できた。加えて，トラッシュマルチは営農的な⾚⼟流出対策として
も有効で，⼟壌保全効果による農業の持続可能性の向上も期待できる。 

残された課題として，南⻄諸島には島ごと，地域ごとに性質が異なる特殊な⼟壌が分布し，
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降⽔量や年間の降⾬分布にも⼤きな地域間差があり，農家の経営規模や圃場整備状況など
も異なる。夏植え株出しなど作型バランスの変更や株出し栽培におけるトラッシュマルチ
農法の有効性は地域ごとに検討する必要がある。 
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◇ 連大行事と活動 

 

連合農学研究科学位記授与式 

 令和 2 年 9 月 18 日に令和 2 年度学位記授与式（前期）が挙行されました。 

 授与式後は、修了生の指導教員らとともに新たな博士の誕生を喜びました。 

 

学位記授与式（前期） 

【課程博士 5 名】 

・日本人 2 名 

・外国人留学生 3 名（ベトナム 3 名） 

【論文博士 1 名】 

・日本人 1 名 

 

 

 

 

 

連合農学研究科入学式 

令和 2 年 10 月 2 日に令和 2 年度 10 月入学式が挙行されました。 

令和 2 年度 10 月入学式 

・日本人 2 名 

・外国人留学生 5 名（ネバール 1 名、インドネシア 2 名、スリランカ 2 名） 

 

入学生代表 鹿児島大学所属生物生産科学専攻 

伊川秀治さんによる宣誓 

 

  

告示を述べられる 

鹿児島大学大学院連合農学研究科  

寺田竜太研究科長 

修了生を代表して謝辞を述べる、 

グェンティキムクエンさん 
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令和 2 年度 全国連合農学研究科協議会 

 

 大学院連合農学研究科における教育及び運営等に関する諸問題を協議し、連合農学研究科の充実と発

展を図ることを目的として、全国連合農学研究科協議会（以下「協議会」という。）が置かれている。 

 協議会は、構成大学全体会議と研究科長会議を包含し、構成大学全体会議は年 1 回、研究科長会議は

年 2 回開催することとされ、さらに、研究科長会議は特に必要な場合は臨時に開催することができると

されている。 

 開催時期は、基本的に 6月に構成大学全体会議と研究科長会議を東京農工大学大学院連合農学研究科

が幹事となり開催し、研究科長会議は 10 月又は 11 月に東京農工大学以外の 5 連大の持ち回りにより開

催している。 

 なお、令和 2 年度の秋の同研究科長会議は、岩手大学の当番でオンラインにて実施され、活発な意見

交換があった。 
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秋の当番大学、開催日、実施場所は次のとおり 

 平成１５年度  鹿児島大学  10.30（木）～31（金） 鹿児島東急イン 

 平成１６年度  鳥取大学   10.28（木）～29（金） ウェルシティ鳥取 

 平成１７年度  岩手大学   10.27（木）～28（金） ホテル安比グランド「花輪」 

 平成１８年度  岐阜大学   11.16（木）～17（金） ひだホテルプラザ 

 平成１９年度  愛媛大学   11. 1（木）～ 2（金） メルパルク松山 

 平成２０年度  鹿児島大学  10.30（木）～31（金） ホテルレクストン鹿児島 

 平成２１年度  鳥取大学   11. 5（木）～ 6（金） ホテルモナーク鳥取 

 平成２２年度  岩手大学   11. 4（木）～ 5（金） いろり火の里｢なの花ホール」(山形県) 

 平成２３年度  岐阜大学   10.20（木）～21（金） 岐阜大学、ホテルグランヴェール岐山 

 平成２４年度  愛媛大学   10.25（木）～26（金） メルパルク松山 

 平成２５年度  鹿児島大学  10.24（木）～25（金） ウェルビュー鹿児島 

 平成２６年度  鳥取大学   10.30（木）～31（金） ホテルモナーク鳥取 

 平成２７年度  岩手大学   10.22（木）～23（金） ホテルメトロポリタン盛岡 

 平成２８年度  岐阜大学   10.27（木）～28（金） クーポール会館(静岡県) 

 平成２９年度  愛媛大学   10.19（木）～20（金） 愛媛大学 

 平成３０年度  鹿児島大学  10.25（木）～26（金） 鹿児島大学 

 令和 元 年度  鳥取大学   10.17（木）～18（金） ホテルモナーク鳥取 

令和 ２ 年度  岩手大学   10.29（木）      オンライン会議 

令和 ３ 年度  岐阜大学   10.28（木）      オンライン会議 
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連合一般ゼミナール「農学共通講義」 

 

「農学共通講義」は、全国6つの連合農学研究科が合同で行う集中講義形式授業であり、年2回（前

期：日本語，後期：英語）開講される。SINETによる「多地点制御遠隔講義システム」を活用し、6連

合農学研究科が連携し、高い専門性，幅広い分野の講師を年度ごとに選定して開講している。 

 本特別講義は、前期連合一般ゼミナール、後期連合一般ゼミナールとして平成21年度から、全国6連

合農学研究科連携のもと、選択科目として開講されたもので、全3日間で90分授業を12コマ用意してい

る。 

 開催にあたっては、6連合農学研究科の持ち回り担当にて、後期（英語）及び前期（日本語）を1サ

イクルとしている。鹿児島大学は、平成28年度後期（英語）、平成29年度前期（日本語）を担当し

た。 

 当該ゼミナールの講義名、修得コマ数及び付与単位に関しては、各連合農学研究科に委ねられてお

り、本研究科においては、前期（日本語）に関しては「農学共通講義Ⅰ（日本語）」、後期（英語）

に関しては「農学共通講義Ⅱ（英語）」として開講している。また、単位に関しては4コマ修得で0.5単

位、8コマ以上で1単位としている。 

 令和2年度前期（日本語）は鳥取大学担当にて、令和2年6月17日（水）～19日（金）まで実施され、

鹿児島連大からは講師として、三好和睦鹿児島大学教授と、鈴木章弘佐賀大学教授が講師を務めた。

また、令和2年度後期（英語）は岐阜大学担当にて、令和2年11月18日（水）～20日（金）まで実施さ

れ、鹿児島連大からは講師として、田角聡志鹿児島大学准教授と、陳碧霞琉球大学准教授が講師を務

めた。 

前期日本語の講義はすべて日本語で、後期英語の講義はすべて英語で行われるもので、専門的知識

を修得するとともに、他連大の学生と講義を共有することにより幅広い視野を持てるものと期待して

いる。 

 本特別講義は、SINETを利用して6連合農学研究科が同時受講する。 

 

6連合農学研究科は、次のとおりである。 

（１）岩手大学大学院連合農学研究科 

  （岩手大学、弘前大学、山形大学） 

（２）東京農工大学大学院連合農学研究科 

（東京農工大学、茨城大学、宇都宮大学） 

（３）岐阜大学大学院連合農学研究科 

（岐阜大学、静岡大学） 

（４）鳥取大学大学院連合農学研究科 

（鳥取大学、島根大学、山口大学） 

（５）愛媛大学大学院連合農学研究科 

（愛媛大学、香川大学、高知大学） 

（６）鹿児島大学大学院連合農学研究科 

（鹿児島大学、佐賀大学、琉球大学）  
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中間発表会 

本研究科概要には、本研究科のアドミッション・ポリシーを掲載するとともに、各専攻・連合講座

毎に、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等についての方針が記述されて

いる。これらについては本研究科のホームページにも掲載し、広く学内外に周知している。学生の指

導は、学生1名に対し、主指導教員1名と副指導教員2名の計3名の指導教員があたっているが、1年次の

学生については「中間報告会」、2年次の学生については研究成果の「中間発表会」を行い、その達成

状況を検証している。特に、2年次学生による中間発表会には、多地点遠隔講義システム（SINET）に

より、各構成大学に配信され、学部生、修士学生及び教職員だれでも聴講することができるため、特

に学生においては、他の学生の研究進捗状況を知る手段となり、自己研鑽の最適の要素となるもので

ある。 

中間報告会後の研究指導報告書には、1）研究経過及び指導内容、2）研究の進捗状況（学会誌への投 

稿状況及び 3年以内に学位論文が提出できる可能性）、3）アドミッション・ポリシーについて（アドミ

ッション・ポリシーに当該学生が沿っているか）の項目を設け、「中間発表会」終了報告書には、1)研

究の進捗状況（学会誌への投稿状況及び 3年以内に学位論文が提出できる可能性）、2)今後の指導方針

の項目を追加し、研究教育指導達成状況をより具体的に把握できるようになっている。 

令和 2年度の中間発表会 

平成30年 10 月入学者 

令和元年 10 月入学社会人早期修了希望者 

平成 31 年 4 月入学者・・・令和 2年 12 月に実施 

中間発表会風景。 

同研究室の修士生や学部

生の前での発表の様子。

令和 2年 9月に実施

SINET を利用することで、他構成大学配属

の副指導教員へも中間発表を配信するこ

とが可能。
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ティーチング・アシスタント（ＴＡ）研修会

本研究科では在学生を修士課程及び学士課程の教育補助者（ティーチング・アシスタント：TA）、あ

るいは研究補助者（リサーチ・アシスタント：RA）として採用し、教育研究指導者としてのトレーニン

グの機会を提供している。

平成 18 年度から TA の手引きを作成し、任務遂行のために必要な基本事項の周知を図ると共に TA 活

動実施報告書の提出を義務づけている。さらに平成 19 年度からは教育者の資質を効果的に向上させる

システムの一環として、TA 活動の実態をより詳しく把握するため、アンケート形式の TA 活動評価調

査を開始した。TA を行った本人が提出する活動報告書ならびに TA による指導を受けた学生を対象と

した活動評価調査の結果は、集計後、TA を行った本人達へフィードバックしている。

さらに、平成 20 年度からは各構成大学にて、本研究科学生を対象とした TA 研修会を連大主催で開催

し、「TA は大学の非常勤職員の扱いとなり、教職員と同じ立場である」という点も、強く認識してもら

うよう図っている。

平成 19 年度から令和元年度のアンケート形式の TA 活動実施報告書によれば、TA を行ったことによ

り、将来学生を指導する際のトレーニングとして「とても役に立った」とする意見が圧倒的であり、「ま

あまあ役に立った」を含めると 9 割以上の学生が TA 制度について有意義であると感じている。 

次表は、平成 26～令和 2 年度の TA, RA の採用状況である。ここ数年の減少傾向は、入学者の減少

によるものである。

TA と RA の構成大学別年度採用数 

年度 26 27 28 29 30 R1 R2

職種

構成大学
TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA 

佐賀大学 7 3 32 3 7 3 13 3 13 3 13 4 13 3 

琉球大学 11 5 13 6 18 4 21 2 19 3 14 5 12 0 

鹿大農学部 7 5 16 3 10 5 8 9 9 9 9 4 7 3 

鹿大水産学部 18 4 11 5 7 5 5 4 8 4 5 3 7 4 

連大 - - - - 1 - 1 - 2 0 2 1 1 3 

合計 43 17 72 17 43 18 43 18 51 19 43 17 40 13 

代議委員による TA 研修会の様子 

(令和 2 年 7 月 30 日鹿児島大学にて) 
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分野別セミナーの開催 

 

平成 24 年度から、構成大学間の連携を促進し、さらに地域特性に根ざした産学官の連携も視野に入

れて、連大生を中心とした若手研究者の意欲の向上に資することを目的とした「分野別セミナー」を開

催している。令和 2年度は、1件の分野別セミナーが開催された。 

 

（１）セミナー名称：応用生命科学専攻 分野別セミナー（農芸化学） 

開催日時：令和 3年 2月 26 日 

会  場：鹿児島大学農学部共通棟 204 講義室と ZOOM のハイブリッド開催 

 

セミナー1として片山 高嶺先生（京大院生命）、セミナー2として隅田 泰生先生（鹿大院理工）をお

招きして講演を開催した。次に、学生による口頭発表として佐賀、琉球、鹿児島の 7 名の連大学生と 1

名の連大進学を希望する修士学生による口頭発表と質疑応答を行った。 

著名な講師による講演を聞くことにより、より専門性の高い知識を連大学生とその指導教官に提供す

ることができた。また、学生発表においては、口頭発表により研究成果の発表の場を提供できたと共に、

連大学生の発表スキルの向上が得られた。また、より専門性の高い議論を行うことで、より詳細な技術

的なことや最新の情報を交換することができ、学位論文の作成にむけた実験により直結した情報を得る

ことができた。また、修士学生を参加させることで、連大への進学の動機付けになった。 
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令和2年度 連合農学研究科（博士課程）

「農学特別講義（一般セミナー）」の開講

令和 2 年度鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士課程）「農学特別講義（一般セミナー）」が、令和

2 年 11 月 4 日（水）から 11 月 6 日（金）までの 3 日間開講された。開講趣旨は、本連合農学研究科に

在籍する学生に本学の教育理念に基づき、幅広い専門領域の先端知識に触れるとともに、各学生による

プレゼンテーション、専攻セミナーなどを通じて発表能力、課題探求能力、創造性を養うことにある。

本研究科開設以来、各構成大学の輪番制で継続実施されているが、今年度は新型コロナウイルス感染症

対策により初めてオンラインでの実施となった。内容は、外部から招聘した講師による講義 4 コマと、

学生による「専攻セミナー（プレゼンテーション）」で、参加学生数は 60 名だった。 

初日：11 月 4 日（水） 

初日は 13 時から受講受付ののち、13 時 30 分から開講式が行われた。総合司会と進行は、本講義全体

を通じて三好和睦副研究科長により執り行われた。開講式では、寺田竜太連合農学研究科長による挨拶

と、三好副研究科長から日程と注意事項が説明された。

続いて 14 時から 15 時 30 分まで、東京からの WebEx を利用したセミナーA が開催された。講師は東

京大学大学院農学生命科学研究科の堀内裕之博士で、講義題目は「糸状菌における形態形成とシグナル

伝達」であった。発酵食品の製造に欠かせない麹菌のモデル糸状菌が糸状の独特な細胞の形を環境に応

じてどのように作り上げているかを中心にご自身の先端研究情報について熱心に丁寧に英語で説明し

ていただいた。発酵食品製造にとって扱いやすい糸状菌の育種や逆に有害な糸状菌の駆除について手が

かりを与える有益な情報提供であった。 コーディネーターは、佐賀大学農学部 後藤正利代議委員。 

二日目：11 月 5 日（木） 

前日に引き続き、9時から10時30分まで、セミナーBとして、弘前大学農学生命科学部教授、佐野輝

男先生による講義「ウイロイド－最小の病原」が対面とオンラインを併用したハイブリッド形式で行

われた。先生は令和2年度に日本学士院賞を受賞され、定年前の最後の年にも関わらず在職大学以外で

鹿児島大学大学院連合農学研究科を選び最後の講義をして戴いた。連大生としても貴重な講義となっ

た。これまでの膨大な研究業績に基づいて、最小の病原であるウイロイドについて、素人にでも分か

るように丁寧にまた情熱を込めて講義をしてくださり、受講生の多くがウイロイドの世界に引き込ま

れた90分間であった。初めてウイロイドについての講義を受ける国内外の学生が多かったが、熱心な

質問が数多く出されたために議論も充実しており、時間が足りなくなった。質問は、会場からだけで

なくオンラインでのコメントとしても多く寄せられた。コーディネーターは、佐賀大学農学部 大島

一里代議委員。

続いて、10 時 40 分から 12 時 10 分までセミナーC が実施された。宮崎大学農学部准教授、田岡洋介

博士よりご講演「水産増養殖におけるプロバイオティクスの応用」をいただいた。プロバイオティクス

が養殖魚介類の免疫賦活やストレス耐性の付与に寄与するメカニズム解明に関するご自身の研究に加

え、生物多様性と病原性ウイルスのパンデミックとの関係、腸内細菌とヒトの神経発達障害や認知障害

などとの関係など、幅広い話題提供をいただいた。参加学生は、本講演を通し、観察された結果に満足

するのではなく、そのメカニズムを知ることが重要であること、一見エラーと思える結果、現象に新し
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い発見の可能性があることを学んだことと思われる。コーディネーターは、鹿児島大学水産学部吉川毅

代議委員。 

2 日目の午後は 13 時 40 分から専攻セミナーの 1 年生プレゼンテーションが行われた。ここでも例年

とは異なり WebEx による開催となった。全体を 2 グループに分け、A グループは 15 名、B グループは

16 名の報告があった。持ち時間は、発表 8 分、質疑応答 2 分の一人 10 分であったが、なかなか時間通

りに終了する報告は少なく予定通りにはいかなかった。PPT の共有設定がうまくいかなかったり、発表

時間をオーバーしたり、質問への回答が長くなったり、と理由は様々である。ただ、こうした方法によ

る発表が初めてだった学生も少なくなかったようなので逆に良い経験になったといえるかもしれない。 

セミナーの後は例年であれば懇親会あるいは関係施設見学が開催されるのだが、今年は遠隔開催の為

それぞれのグループの最終発表が終われば解散であった。発表会の中身に関しては例年と比べて遜色の

ないものだったが、やはり一堂に会してセミナーが実施できなかったことは、他大学に所属する学生間

の交流が出来なかったという点でパンデミックによる負の影響が出たといわざるを得ない。 

 

三日目：11 月 6 日（金） 

最終日はまず、午前 10 時から 11 時半まで、国立研究法人国際農林水産業研究センター主任研究員の

辻本泰弘先生による「Exciting field research and challenge for sustainable crop production in Africa」のセミナ

ーが実施された。アフリカでの長期間にわたる滞在から得た経験に基づくフィールド科学の魅力を存分

に披露していただいた。また、社会実装を意識した数多くの開発技術についての紹介は、連大生の今後

の現場研究に大いに役立つことと期待したい。コーディネーターは、鹿児島大学農学部坂上潤一代議委

員。 

 午後は 13 時から 16 時まで、WebEx を利用した 2 年生の専攻セミナーが行われた。生物生産科学、

応用生命科学、農水圏資源環境科学の 3 専攻を 2 つのグループに分け、それぞれ WebEx で実施した。

事前に学生から提出された要旨を元に各自の発表が行われた。オンラインのプレゼンテーションとい

うことで、接続がうまくできずに戸惑う学生もいた。進行は代議委員により行われ、各グループとも 2

つのセッションにわけ、10 分間の休憩をはさみつつ実施された。発表は 1 名当たり 10 分の持ち時間で

自己紹介、研究紹介、今後の研究などを発表し、参加学生や教員からの質問やコメントを受けた。 

 閉講式は三好副研究科長の司会進行により執り行われ、寺田連合農学研究科長の閉講の挨拶をもって、

すべての日程を終えた。 

 

 

   

講義の様子                   質疑応答 

95



令和 2 年度大学院連合農学研究科「人材養成学生支援セミナーI」実施報告 

 

「人材養成学生支援セミナーⅠ」は、大学・研究所・企業等で活躍中の方々を招き、企業や社会でど

のような人材が求められているかなど、今後の研究者・指導者としての道をひらくことを目的としてお

り、今年度は令和 2 年 12 月 16 日（水）に各大学を SINET で結んで開講された。例年は各大学に講師を

お招きして講義をしていただくが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の講師の先

生方には所属機関から講義をしていただくこととなった。セミナーは 4 つの講義と質疑応答からなり、

その概要は以下のとおりである。 

講演 1 堀田治邦氏（北海道立総合研究機構 農業研究本部 花･野菜技術センター） 

題目：診断から始まる農業病害虫の実用研究 

本講演では、最初に過去の歴史の中で大飢饉をもたらしたジャガイモ疫病、次いで北海道における

疫病対策や現在問題となっているその他のジャガイモ病害虫についてお話しいただいた。さらに診断

を受けて病原を明らかにする過程や、防除技術の提案まで取り組んだ事例を紹介していただいた。以

上は、生産現場と密接につながった試験研究を感じ取れる内容となった。特に研究を進めるに当たっ

て、農業関係者との繋がりが重要であることを、示唆されたお話でもあった。最後に、道総研農業研

究本部の紹介を含めて、「研究を志す若き諸君へ」と言う熱いメッセージを受講生に贈られた。 

講演 2 藤枝繁氏（鹿児島大学 南九州・南西諸島域共創機構 産学・地域共創センター 連携推進部門） 

 題目：地域課題解決のための研究シーズの活用 

 本講演では、藤枝先生のご専門である漂着物学について、海洋ゴミとそのゴミによる海洋環境汚染の

改善に関するお話をいただいた。そのご研究の中で地域住民、行政、NGO、漁業者や民間企業とのネッ

トワークを構築していく取り組みについてもご紹介いただいた。研究者コミュニティの枠を超え、多様

なバックグラウンドを持つ方々と交流を持ち協働することの意義について、実際の活動例から理解する

貴重な機会となった。 

講演 3 植田啓一氏（沖縄美ら島財団総合研究センター動物研究室兼水族館事業部 動物健康管理室） 

 題目：水族館における獣医師の役割 

本講演では、沖縄美ら海水族館で獣医師として従事されている植田先生から、水族館で行われている

様々な事例について、写真や動画を用いてご紹介いただいた。画像診断機器による確定診断、外科手術

の実施、人口尾びれの作成とそれを用いた理学療法の実施、マンタの水中エコー検査など、水族館にお

ける初の試みについてご講演いただいた。獣医師の立場ならではの実例を豊富に交えた内容で非常に興

味深く、学生からも多くの質問が出ていた。 

講演 4 谷川俊祐氏（熊本大学 発生医学研究所 腎臓発生分野） 

 題目：多能性幹細胞から腎臓を作る～臓器移植に依存しない治療法の開発を目指して～ 

本講演では、生命の維持に必須の臓器である腎臓をテーマにご講演いただいた。腎臓はほぼ再生しな

い臓器であるため、現在は臓器移植法が重要な人命救済法であるが、谷川先生が所属する熊本大学発生

医学研究所腎臓発生分野は、世界で初めて多能性幹細胞から腎臓組織を作ることに成功しており、複雑

な構造を持つ腎臓組織を作ることはどのようにして実現されたのか、さらにそれをどのように医療へ応

用するかを、最新の技術と共にご紹介いただいた。連大の修了生でもある谷川先生のご講演は、後輩の

学生達に非常によい刺激となった。 
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令和2年度大学院連合農学研究科人材養成学生支援セミナーⅡ「洋上セミナー」

実施報告書 

１．洋上セミナーの開催趣旨 

鹿児島大学大学院連合農学研究科の博士課程大学院生１名を対象に、2020年 11月１５日～ 24日

の期間、鹿児島大学水産学部附属練習船「かごしま丸」を利用して人材養成学生支援セミナーⅡ（洋

上セミナー）を開講した。2015年度から、鹿児島大学水産学部の中村啓彦（教授）、小針統（准教授）、

仁科文子（助教）が担当し、今回で5回目となる。従来の洋上セミナーは、デモンストレーション型

実習（操船・操業・海洋観測等の体験）と人事交流型実習（近隣諸国に寄港して現地の大学等を訪問

し研究発表）を組み合わせて行っていたのに対し、現在の洋上セミナーは、国内外の研究教育機関か

ら海洋観測・サンプル採取するために乗船した研究者・技術者と協働しながら、研究者・高度技術者

としてのキャリアをデザインする能力・経験を涵養するための実践型教育研究実習を実施している。

具体的には、「我が国の水産資源を支える黒潮流域の海洋環境と生態系を明らかにする」という研究

プロジェクトに基づき、連大生とともに観測を実施し取得資料を考察することにより、研究者を目指

す実習生（連大生）と専門家（担当教員・外部研究者）が協働して大きなサイエンスを志すという試

みである。その結果、専門家は実習生の自然観や人生観に影響を与え、専門家は実習生と共に学問を

発展させられれば、この試みは成功と考える。 

これらの目標を達成するため、下記のような教育コンテンツを入れている。 

① 洋上セミナー実習生が、研究者や他の学生たちと一体感を感じ、責任感を自覚するような作業

を行う（交代制グループワーク・データ解析）

② 異なる学問領域をバックグラウンドにもつ実習生・研究者の相互理解を促し、洋上生活を充実

させる内容を入れる（洋上セミナーⅠ・洋上セミナーⅢ）

③ 実習生がキャリアデザインできるような内容を入れる（洋上セミナーⅡ）

下に、その実施状況を報告する。 

２．乗船者および指導教員 

鹿児島大学大学院連合農学研究科（１名） 

喬 煜翔 連合農学研究科 農水圏資源環境科学専攻 

鹿児島大学水産学部 水圏科学分野 

指導教員（2名） 

中村 啓彦     連合農学研究科 農水圏資源環境科学専攻 

鹿児島大学/水産学部/水圏科学分野 

仁科 文子 同上 

その他の乗船者（9名） 

農林水産学研究科外洋域乗船実習  3名 

水産学研究科の学生・調査員による余席利用 2名 

他大学・研究所の教員・学生による共同利用 3名 

（東京海洋大学） 
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他大学・研究機関の研究者・技術者による余席利用 1名 

（東京大学） 

３．活動記録 

11月 13日(金) 15:00 セミナーⅠ （於： 水産学部） 

アイスブレーク（自己紹介・研究紹介を通して実習生活での連携を高める） 

※修士課程学生を含めて実習参加者は合同で実施

11月 1５日(日) 09:00 乗船 終時刻 

09:00 船内生活説明、救命艇操練 

10:00 出航 

13:00 観測会議 

14:00  観測準備 

11月１6日（月） 08:00 観測開始 

 水温・塩分・乱流等の観測(各種観測機器のオペレーション）

 栄養塩・生物サンプル採取・処理

連大生は研究者・学生と共に、1日2交替制(各 8時間)での観測に従事 

11月１８日（水） 終日 観測一時中止（海況悪化のため屋久島の島影に避難） 

セミナーII（東京大学大気海洋研究所 特任助教 堤英輔さんの講演） 

第1部（13:00～13:４５） 

「これまでのキャリア形成について： 

 大学時代の学問選択の動機、外国留学での専門家としての自信」 

第2部（13:55〜15:00） 

「これまでの研究について： 

２０２０年度海洋学会秋季大会「国連１０年の海洋学」セッションでの発表内

容より」 

11月１９日（木） 08:00 観測再開 

11月２３日（月） 05:30 観測終了（海況悪化のため） 

鹿児島湾へ航走 

午後 セミナーIII 

 各観測のデータ整理と情報共有

 レポート課題の説明

11月 2４日（日） 09:00 谷山港入港、機材積卸 

12:00 解散（於： 水産学部） 

４．実習内容 

出港前日の１１月１３日、異なる学問領域をバックグラウンドにもつ実習生の相互理解を促し洋上生

活を充実させるため、修士課程の実習生も含めて自己紹介・研究紹介を行うセミナーⅠを、鹿児島大学

水
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産学部において開催した。 

洋上での実習は、「我が国の水産資源を支える黒潮流域の海洋環境と生態系を明らかにする」という

目標（研究プロジェクト）をもって実施された。この目標は、洋上セミナーの担当教員が所属する鹿児

島大学水産学部水圏科学分野の戦略的研究課題であるとともに、海洋学に関する国際・国内研究コミュ

ニティーの先端的研究課題とも深く関係している。洋上セミナーの実習生には、海洋学という学問領域

を１つのケースとして、高度で先端的な研究プロジェクトの一員として実習に参加することを要望する

とともに、先端的な観測からしか経験することができない充実感を体感し、指導教員や他大学から乗船

する研究者・学生との交流を通して自らの経験・知見を広げることを要望した。また、異なる学問領域

における関心・方法論を理解するのみならず、大型洋上施設を利用しながら特殊な状況下で組織的に行

う学術領域の研究現場を実体験することも要望した。乗船期間中、連大生はその他の乗船者とともに２

つの観測班に編成されて観測作業に従事した（添付写真参照）。 

 今年度のかごしま丸航海には東京大学・大気海洋研究所から特任助教の堤英輔氏が乗船したので、

彼の研究内容や研究職キャリアの形成に対する経験や考え方を講演して頂いた。その講演（セミナー

II）に対する、連大生の喬さんの報告書（一部を抜粋）を紹介する。報告書の記載内容は、講演に対

する感想である。 

（略） 

The lecture from Tsutsumi-san inspired me the importance of the interdisciplinary combination. 

The studies of the Tsutsumi-san have well explained the connections of the biological production 

with the oceanic mixing, which is a typical interdisciplinary combination between the marine 

biology and the physical oceanography. Such combinations, I think, can help oceanographers 

to compose more useful researches for the human. 

In addition, I also felt that it is difficult for general young researchers to find a stable 

job. However, currently, what I need to do is trying to complete two doctor researches and 

get the doctor degree as soon as possible. 

 さらに、喬さんには、セミナーIIIの課題として、取得データを用いたデータ解析を課した。その

報告書の中から、末尾に書かれていた航海に対するコメントを記載する（報告書は、図を含めて10

ページに及ぶ本格的なものであった）。 

（略） 

Comments to the cruise 

  The cruise let me understand more about the marine biology and the Observation instruments. 

I had some experiences for the cruises of the Kagoshima-maru, and enjoyed the communications 

with other students. But I had to stand the pains from the sea sick. Such experiences made 

me more cherish the life on land, hahaha. 

５．成績評価 

成績評価は、組織的な研究活動におけるグループワークの貢献度（観測機器操作・サンプル採取・
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時間厳守など）、各セミナーでのレポートに対して評価した。レポートでは、以下の課題が課せられ

た。 

セミナーⅠ 

① 自己紹介（経歴・特技等）

② 取り組んでいる研究テーマの背景と結果の紹介

③ 実習への抱負

セミナーⅡ 

① 講演に対する感想等

セミナーⅢ 

① 観測成果とその議論に対するまとめ

② 実習に対する感想等

６．総括 

 今年はコロナ禍での実施となり、洋上セミナーも様々な制約を受けた。まず、船内の過密状態を避

けるために、乗船者数は14人に制限された（実際は、航海士養成コースの学生10人を加えて、通常

の半分程度の２４人が乗船した）。さらに、乗船者には、乗船前２週間の健康・行動チェックが義務

付けられた。特に、感染状況がレベル3の地域からの乗船者は、鹿児島での2週間の待機、もしくは

3日前のPCR検査が必要とされた。このような事情から、今年度の洋上セミナーへの鹿児島県外から

の参加者（佐賀大学から履修登録した１人）を、９月末の時点でお断りする判断をした。一方、鹿児

島大学からの乗船者については、乗船２週間前の健康管理と行動規制が伴うことを条件に洋上セミナ 

ーへの参加の可否を９月末の時点で聞いたところ、参加者は履修登録をした３人の中から１人に絞ら

れた。以上が、今年度の洋上セミナー参加者についての状況説明である。２０２１年度の洋上セミナ 

ーについては、人数制限などない通常の状態で実施できることを期待するが、２０２１年１０月頃の

コロナ感染状況によっては、２０２０年度と同様の対応をせざるを得ないことをご理解いただきたい。 

 昨年度の報告書にも記載したが、これまでの実績として、洋上セミナーへの参加者数を集計してお

く。２０１５年度以降の６年間の各年の受講者は、１５年度4人、１６年度５人、１７年度０人、１

８年度2人、１９年度１人、２０年度１人であった（毎年、受講者数を８人までに設定しているが、

それに達したことはない）。受講生の内訳は、２０１５年度に琉球大学所属の学生が１人受講した以

外、その他は鹿児島大学所属の学生であった。鹿児島大学の中では、水産系の学生が１０人、農学系

の学生が３人であった。受講者は少人数であったが、受講者の満足度は水産学系と農学系の両者で総

じて高かった。水産学系の学生の場合、実習内容と自身の研究内容またはキャリア形成の方向性が一

致していることが、満足度に繋がっていると考えられる。一方、農学系の学生の場合、日常生活では

体験できない海洋観測という特殊体験が満足度に繋がっていると考えられる。私たちが洋上セミナー

を実践形式の実習として企画する意図もそこにある。 後に、その点を再確認して総括とする。 

鹿児島大学水産学部附属練習船かごしま丸は、洋上における教育研究活動を可能にする全国共同利

用施設である。このため、国内だけでなく海外からも様々な教育研究機関の研究者・技術者・学生が

集まり、相互理解しながら目的・目標を共有して、これらを達成するために組織的な研究活動を行う。
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また、洋上における研究活動は天候・海況に大きく影響され、これら目的・目標を達成するためには

多くの困難・試練が伴い、ここに研究人生が凝縮されている。更に、このセミナーでは 先端の研究

に従事する研究者・教員と協働することで、学生は研究者・高度技術者としての人生観に関して大き

な影響を受ける。これらの機会は、学生の研究者・高度技術者としてのキャリアデザインを涵養する

ものであり、非常に貴重な経験となるはずである。本セミナーに関心を持つ学生であれば誰でも参加

可能なので、ぜひ参加して頂きたいと考えている。 

海洋観測： 水温、塩分を海面から海底まで

計測する機器（名称：CTD）を船内のオペレ

ーション室で遠隔操作している様子。オペレ

ーターは連大生の喬さん。船内では、各スペ

ースでの過密状態を避けながら、マスク着用

で作業が行われた。 

海洋観測： 海中の乱流強度を計測する観測

機器（名称：UVMP）を、船尾に設置したウイ

ンチで操作している様子。デッキ上での観測

作業でもマスク着用が義務付けられた。操作

者は連大生の喬さん。 
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先進的研究推進事業成果報告会を開催 

 

鹿児島大学連合農学研究科では、先進的研究事業を推進するため、研究科長裁量経費の一部を「連合

農学研究科先進的研究推進事業」支援に充てている。令和 2 年度も連大教員に対して募集を行ったとこ

ろ 1 次募集で 6 件、2 次募集で 4 件の合計 10 件の応募があり、代議委員会委員による審議の結果、4 件

の事業を採択した。 

 採択となった研究代表者、分担者、協力者には約半年間研究に取り組んでもらい、各報告書を提出い

ただいているが、平成 29 年度より、研究代表者による成果報告の場を設けることとした。 

第 4 回目となる本年度はオンライン（Zoom）にて接続し、下記内容で開催した。 

 

日時：令和 3 年 7 月 30 日（金）14：30～16：00 

開催方法：オンライン（Zoom） 

 

研究課題及び構成メンバー：（ ）は所属大学、勤務先等 

 ・農水産物資源を活用した緊急性の高いウイルス疾病に対する総合的な防除戦略 

  代表者：宮田 健（鹿農） 

 

  ・微生物生産揮発性有機化合物（VOCｓ）の網羅的解析を用いた土壌の生物性評価手法の確立に関 

する学際的研究 

  代表者：池永 誠（鹿農） 

 

  ・南西諸島在来カンキツの特性解明による高度利用化の促進 

   代表者：山本 雅史（鹿農） 

    

  ・斜面土中のふるまいをとらえる地すべり発生検知－南西諸島における地すべり災害の防止・軽減

に向けて― 

   代表者：中村 真也（琉） 

    

代表者全員の報告後、寺田研究科長より、大変興味深く今後の進展を期待している、第 4 期に向けて

新しい器機の導入も検討しており、研究で必要性があれば申請していただき、これからの連大へのご協

力を強く期待しております。との締めの挨拶があった。 

 

過去平成 26 年度からの報告書については、鹿児島大学大学院連合農学研究科 HP に掲載。 

HP 内メニュー 「各種報告書」－「先進的研究推進事業報告書」 

（令和 3 年 9 月現在の情報です。以降、予告なく HP のメニュー名等が変更となる場合があります。） 
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学生数・教員組織等 
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（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

12 6 13 11 17 14 22 21 26 24 23

3 3 3 1 1 1 9 7 2 1 7

2 2 3 2 1 1 1 1 3 3 1

1 4 2 7 3 2 2 3 8 1 4

4 1 3 2 4 6 2 10 4 6 2

2 1 1 2 5 1 5 1 1 5 8

1 1 2 4 2 6 7 1 2 1

2 1 5 2 1 1 5

1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2

1 1 1

1 1 1

1 1

1

年　度　別　入　学　者　数
令和3年4月1日現在

平成８年度 平成９年度年　度 昭和６３年度 平成元年度

46 47志願者数 25 18

22 22入学定員 18 18

入

学

者

数

構成大学※
よ　　り

計
（社会人）

16
(0)

他大学
よ　り

計
（社会人）

9

45 44 36 34

(5) (3)

計 計

(6)

(0)

25

43
（留学生） (8) (9)

(1)

(11)
14

(0)
21 15 23 28

(0)
4

(0)
9 10 17

(0)

(8) (8)
11 11 9 13 17

(9)

(1)

(10) (9)

60
（留学生） (13) (12)

(0)

(17)

(3)

(14)
30 25 40 38 56 55

(1)

(24)

(5)

(34) (19)

（社会人）
25

(0)
18

(0)
45 47

（留学生）

8
（留学生） (4) (4)

(0)

(4)
6

(0)
10 5 7 6

(1)

(1)

10 16 26 12 17 21
(0)

(7)

鹿児島大学(農) 計
（社会人）

4
(0)

3
(0)

7
(0)

宮 崎 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

8

10 4 13 9

7 5 12
（留学生） (3) (1)

(0)

(5)

(0)

(7)
9 8 9 6 14 9

(0)
4

(0)
7 8 9

(0)

(4)

(2)

(4)（留学生） (3) (3) (16)

琉 球 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

10 8
（留学生） (3) (4)

(0)

(4)

(0)(0)
4 4 11 10 10

(2)

(0)

(7)

(4)

(1)

鹿児島大学(水) 計
（社会人）

6
(0)

5

10
（留学生）

4 6 6
(2)

(0)

55 45 47

(3)

（留学生） (13) (12)

(0)

(17)

(3)(0)
30 25 40 38 56計 計

（社会人）
25

(0)
18

国

籍

別

入

学

者

国

名

入

学

者

数

日本 日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ 韓国

韓国 中国

中国 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

西ﾄﾞｲﾂ

構

成

大

学

別

配

属

内

訳

佐 賀 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

ﾏﾚｰｼｱ

平成２年度

18

30

(0)

(9)

平成３年度

18

(3)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾚｰｼｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

平成４年度

22

40

(5)

(9)

(1)

日本

ｽﾘﾗﾝｶ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

韓国

中国

(6)

(0)

(7)

(3)

(6)

(1)

(14)

(6)

(23)

(1)

(2)

(1) (0)

(5)

(1)

(4)

日本       

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

中国

(0)

(5)

(14)

(6)

(23)

(1)

10

平成５年度

22

39

(1)

(15)

(0)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

ｸﾞｱﾃﾏﾗ

ｽﾍﾟｲﾝ

日本      

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｶﾞｰﾅ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ﾈﾊﾟｰﾙ      

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾚｰｼｱ

ｷﾞﾘｼｬ

ｽﾍﾟｲﾝ

(24)

(5)

(34)

(0)

(7)

(1)

(9)

(0)

(10)

韓国

中国

(0)

(7) (6)

(0)

(3)

(3)

(34)

(0)

(3)

(1)

(3)

(34)

平成６年度

22

58

(4)

(24)

6

(1)

(6)

(1)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ｾﾈｶﾞﾙ

ﾁｭﾆｼﾞｱ

平成７年度

22

55

(2)

(25)

(1)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｺｽﾀﾘｶ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

ｶﾞｰﾅ

ｻﾞﾝﾋﾞｱ 

中国

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

(5)

(0)

(5)

(13)

(1)

(10)

(6)

(23)

(1)

(19)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

韓国

中国

(1)

(2)

(0)

(3)

(0)

(4)

(0)

(8)

(1)

(0)

(3)

60

5

(5)

(1)

(7)

(0)

平成１０年度

22

62

(2)

(25)

(2)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ

ｶﾞｰﾅ

ｹﾆｱ

ｾﾈｶﾞﾙ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

(0)

(4)

(1)

(5)

(6)

(12)

(4)

(37)

(0)

台湾

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｶﾞｰﾅ

ｹﾆｱ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 

ﾀｲ

韓国

中国

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

(23)

(1)

(5)

(3)

(7)

(1)

(2)

7

6 12

(4)

(4)

(37)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

(16)

(3)

※佐賀大学農学部,琉球大学農学部,鹿児島大学農学部,鹿児島大学水産学部,宮崎大学農学部出身者数。
　 宮崎大学農学部は昭和６３年～平成１８年度まで、琉球大学農学部は平成４年度より構成大学である。
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（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

年　度　別　入　学　者　数
令和3年4月1日現在

17 24 31 27 30 44 21 24 13 18 14

1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 9

8 7 4 1 3 2 2 1 1 1 2

3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

3 3 2 7 1 2 6 6 1 2 1

1 9 2 1 2 1 1 4 1 3 2

4 6 8 2 3 7 2 1 2 1 2

2 1 2 2 9 1 1 2 2 4 1

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 2 3 3 1 2 1 1 2

1 1 3 1 2 1 1 1 1 2

1 1 1 2 1 1 1 1

1 2 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

平成２１年度

23

40

(5)

(16)

(0)

(10)

(5)

(26)

(1)

(8)

(1)

(3)

(1)

平成２０年度

23

40

(2)

(2)

(6)

(16)

(2)

(6)

(4)

(22)

(0)

(6)

(6)

(2)

(4)

(0)

(0)

(9)

(2)

(6)

(0)

(0)

(5)

(26)

11

40
(4)

(22)

(3)

(15)

6 10

40

(0)
10

(2)

(5)

(0)

(0)

(6)

(25)

平成１９年度

23

30

(3)

(13)

(0)

(2)

(3)

(15)

(1)

(2)

(2)

(6)

(0)
7

平成１８年度

23

50

(1)

(19)

(5)

(6)

(6)

(25)

(2)

(6)

(2)

(3)

(0)

(7)

(0)

(4)

5 7

10

(3)

(3)
10

(5)

(17)

(2)

(2)

(7)

(23)

(4)

14

13

平成１７年度

23

39

(3)

(12)

(2)

(5)

(5)

(17)

(0)

(5)

(1)

(1)

(1)

(4)

(0)

平成１６年度

22

67

(6)

(20)

(1)

(3)

(7)

(23)

(1)

(8)

(2)

(5)

(2)

(4)

(0)

55 63 50

（留学生）

（社会人）

(5)

(4)

(7)

(8)

(34)

平成１５年度

22

67

(4)

(22)

(4)

(12)

(8)

(34)

(1)

(5)

(4)

(7)

(1)

(7)

(1)

(6)

(7)

(0)

(5)

(0)

(3)

(7)

(23)

(9)

(32)

（社会人）

（留学生）

(0)

(6)

(0)

(4)

国

名

(4)

(23)

(3)

(8)

(7)

(31)

(1)

(6)

(1)

(8)

(1)

(8)

(2)

(7)

(2)

(2)

(7)

(31)

(2)

(16)

(1)

(10)

(3)

(26)

(2)

(9)

(1)

(1)

(0)

(6)

(3)

(26)

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

入

学

者

数

構成大学※
よ　　り

計 31 37
(7)

(25)

(2)

(7)

(9)

(32)

他大学
よ　り

計 12 18 14

49

平成１２年度

22

55

43

入学定員 22

年　度 平成１１年度 平成１３年度

22

志願者数 44 64

平成１４年度

22

55

(2)

(19)
37

(23)

(0)

(5)

(2)

(3)

(5)(2)

(7)
7 13 11

10 11

25 30 2962 31 35

40

12

(9)

13 5

13 18

46

3

7構

成

大

学

別

学

生

数

佐 賀 大 学 ( 農 ) 計 13 11 11 7 10 17

64 67 38 49 28 40計 計

4 4

（留学生）

(4)

(4)

(1)

10

宮 崎 大 学 ( 農 ) 計 7 12 19

(0)

(5)

(3)

鹿児島大学(農) 計 7 13 12 17 11 13

10 21 15 5 8

(3)

(0)

(0)

38 49 28

鹿児島大学(水) 計 8 11 12
(0)

(7) (9) (4) (4)

計

12

琉 球 大 学 ( 農 ) 計 8 8 9 7 10 14

9 12 8 5

国

籍

別

入

学

者

入

学

者

数

0 0

計 計 43 55 63 50 64 67

1 1 0連 携 大 学 院
（社会人）

（留学生）

(0)

(0)

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

韓国

中国

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾒｷｼｺ

ｲﾗﾝ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｲﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾚｰｼｱ

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｲﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｱﾒﾘｶ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ﾙｰﾏﾆｱ

ﾖﾙﾀﾞﾝ

ｲﾗﾝ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾐｬﾝﾏｰ

ﾒｷｼｺ

ﾓｰﾘﾀﾆｱ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

ｲｴﾒﾝ

ﾄﾙｺ

ｹﾆｱ

ﾏﾗｳｲ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

中国

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｸﾞｱﾃﾏﾗ

ﾄﾙｺ

ﾖﾙﾀﾞﾝ

ｶﾞｰﾅ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾏﾚｰｼｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

ｵﾏｰﾝ

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ

ﾘﾋﾞｱ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

ﾁｭﾆｼﾞｱ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

※佐賀大学農学部,琉球大学農学部,鹿児島大学農学部,鹿児島大学水産学部,宮崎大学農学部出身者数。
　 宮崎大学農学部は昭和６３年～平成１８年度まで、琉球大学農学部は平成４年度より構成大学である。

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

台湾

ｹﾆｱ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

中国

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌﾞｰﾀﾝ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｷｭｰﾊﾞ

ｹﾆﾔ
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（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

年　度　別　入　学　者　数
令和3年4月1日現在

21 19 21 14 17 21 18 19 19 12 13

7 4 3 3 3 6 4 5 5 1 3

4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1

4 2 2 2 1 1 3 5 1 5 1

2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1

2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1

1

1

1

韓国

令和２年度

11

国

名

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

ｶﾞｲｱﾅ

中国

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾏﾚｰｼｱ

23

33

(2)

(5)

(1)

(13)

(3)

(18)

(1)

(8)

(0)

(3)

(0)

(3)

(1)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

(2)

(2)

(6)

(1)

(3)

(2)

(0)

(4)

(12)

(2)

(2)

(4)

(2)

(18)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

(0)

(0)

(4)

(12)

ﾍﾞﾄﾅﾑ

中国

ﾊﾞﾇｱﾂ

ﾗｵｽ

ﾀｲ

ﾐｬﾝﾏｰ

33

(5)

(8)

(18)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ

ｱﾒﾘｶ

ﾀｲ

中国

ﾍﾞﾅﾝ

(5)

(14)

日本

中国

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾏｳﾗｲ

令和元年度

23

28

(1)

(5)

(3)

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

平成３０年度

23

36

(3)

(5)

(2)

(9)

(5)

(14)

ﾐｬﾝﾏｰ

平成２９年度

23

37

(1)

(5)

(7)

(13)

(8)

(18)

(2)

(5)

(4)

(5)

(0)

(3)

(2)

ﾍﾞﾅﾝ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｿﾛﾓﾝ

ﾀｲ

ﾊﾟﾅﾏ

ﾊﾞﾊﾏ

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ

ﾌｨｰｼﾞｰ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

(6)

(24)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ｽﾘﾗﾝｶ

中国

ﾍﾞﾄﾅﾑ

平成２８年度

23

44

(4)

(7)

(2)

(17)

(6)

(24)

(1)

(3)

(2)

(2)

(1)

(14)

(2)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

(7)

(14)

(0)

(4)

(4)

(5)

(7)

(14)

ﾀｲ

ﾐｬﾝﾏｰ

(6)

(9)

日本

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 中国

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

韓国

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

ｴﾘﾄﾘｱ

ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ

平成２６年度

23

28

(4)

(6)

(2)

(3)

(6)

(9)

(1)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

日本

平成２７年度

23

36

(5)

(3)

(2)

平成２５年度

23

29

(4)

(5)

(3)

(10)

(7)

(15)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(7)

(1)

(5)

中国

(7)

(15)

ﾌｨｼﾞｰ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ

ﾐｬﾝﾏｰ

韓国

中国

(7)

(14)

日本

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾀｲ

ﾀｲ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾗｳｲ

平成２４年度

23

36

(3)

(6)

(4)

(8)

(7)

(14)

(0)

(2)

(3)

(0)

(1)

(3)

(3)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

中国

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｾﾈｶﾞﾙ

ﾀｲ

ﾐｬﾝﾏｰ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾓｰﾘﾀﾆｱ

(3)

(10)

(2)

(12)

(5)

(22)

(1)

(8)

(2)

(3)

(1)

(7)

(1)

(4)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｳｶﾞﾝﾀﾞ

ﾄﾝｶﾞ

8

(19)

平成２３年度

23

38

入学定員 23

年　度 平成２２年度

志願者数 45

入

学

者

数

構成大学※
よ　　り

計 27 26
(5)

(10)

(2)

(9)

(7)

(19)

他大学
よ　り

計 16 12 13 13 6

22 16 20

15 24 22 13 11 15

20 13 1820 18 15

(11) (7)

構

成

大

学

別

配

属

内

訳

佐 賀 大 学 ( 農 ) 計 14 12 5 3 7 6

26 35 42 37 33 24計 計 43 38 35 29

(0)

(7)
5 8 6 6

鹿児島大学(農) 計 10 8
(4)

(3)
10 6

鹿児島大学(水) 計 11 11 6 9 4 7

7 10 5 6 14 9

(0)

(7)
19 5 8 6 5

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(7)

(1)

(3)

琉 球 大 学 ( 農 ) 計 8 7 16
(3)

(2) (9) (2) (5) (3)

38 35

2 11

連 携 大 学 院 計

10 5 17 12 10 10

(7)(5)

(22)
24 33

国

籍

別

入

学

者

入

学

者

数

29 26 35 42 37 33計 計 43

※佐賀大学農学部,琉球大学農学部,鹿児島大学農学部,鹿児島大学水産学部,宮崎大学農学部出身者数。
　 宮崎大学農学部は昭和６３年～平成１８年度まで、琉球大学農学部は平成４年度より構成大学である。
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（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

年　度　別　入　学　者　数
令和3年4月1日現在

14

2

1

4

1

1

1

1

ﾌｨｼﾞｰ 1

1

※佐賀大学農学部,琉球大学農学部,鹿児島大学農学部,鹿児島大学水産学部,宮崎大学農学部出身者数。
  宮崎大学農学部は昭和６３年～平成１８年度まで、琉球大学農学部は平成４年度より構成大学である。

年　度

入学定員

志願者数

入

学

者

数

構成大学※
よ　　り

計
（社会人）

（留学生）

他大学
よ　り

計
（社会人）

（留学生）

計 計
（社会人）

（留学生）

5
(0)

(3)

7
(2)

(3)

27
(6)

構

成

大

学

別

配

属

内

訳

佐 賀 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

（留学生）

鹿児島大学(農) 計
（社会人）

（留学生）

鹿児島大学(水) 計
（社会人）

（留学生）

琉 球 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

（留学生）

連 携 大 学 院 計
（社会人）

（留学生）

令和3年度

23

6
(1)

(5)

9
(3)

(2)

(13)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｳｶﾞﾝﾀﾞ

ｽﾘﾗﾝｶ

ｿﾛﾓﾝ

中国

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾍﾞﾅﾝ

国

籍

別

入

学

者

国

名

入

学

者

数

計 計
（社会人）

（留学生）
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令和 2年 10 月入学生及び指導教員名簿 

 

専攻 連合講座 フリガナ 
氏名 
（国籍）   （性別） 

主指導教員 ① 第 1 副指導教員 
② 第 2 副指導教員 
補 指導補助教員 

備考 

生物生産科

学 

熱帯資源・植

物生産科学 

ｱﾆﾙ ｸﾏｰﾙ ﾏﾊﾄ 
AnilKumarMahato 
（ﾈﾊﾟｰﾙ） （男） 

古藤田信博(佐) ① 渡邊啓史(佐) 
② 山本雅史(鹿農) 
補  

私費 

 

ﾈﾌﾟﾄゥ ｲｽﾗﾐ ﾗﾊ-ｼﾞｬ 
NeptuIslamyRaharja 
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） （男） 

ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ ﾎｻｲﾝ

(琉) 

① 佐野文子(琉) 
② 侯 徳興(鹿農) 
補  

国費 

ｲｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾊﾙ 
伊川 秀治 
（日本） （男） 

志水勝好(鹿農) ① 高峯和則(鹿農) 
② 外山博英(琉) 
補  

 

地域・国際資

源経済学 

ｱﾗｻｷ ﾀｲｼ 
新崎 泰史 
（日本） （男） 

内藤重之(琉) ① 杉村泰彦(琉) 
② 坂井教郎（鹿農） 
補  

 

ｲﾝｸﾞﾙﾜｯﾃ ﾃﾞﾜｹﾞ ｸﾑﾄﾞゥ ｼｬ
ﾙﾐﾗ ﾀﾞﾔｰﾆ ｱｰﾘﾔﾜﾝｼｪ 
Inguruwatte Devage 
Kumudu Shermila Dayani 
Ariyawanshe 
（ｽﾘﾗﾝｶ） （女） 

藤村美穂（佐） ① 辻 一成（佐） 
② 坂井教郎（鹿農） 
補  

国費 

応用生命科

学 

先端応用生

命科学 

ﾎﾞｶﾞﾊﾜｯﾃ ﾗｰﾗﾗｹﾞ ｽﾀﾞｰﾏ ﾎﾞ
ｶﾞﾊﾜｯﾀ 
BogahawaththeRalalage 
SudarmaBogahawaththa 
（ｽﾘﾗﾝｶ） （女） 

光武 進(佐) ① 辻田忠志(佐) 
② 宮田 健（鹿農） 
補  

国費 

農水圏資源

環境科学 

生物環境保

全科学 

ｳｨｳｨﾄ ﾌﾟﾛﾎﾞﾜﾃィ 
Wiwit Probowati 
（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） （女） 

大島一里（佐） ① 福田伸二（佐） 
② 中村正幸（鹿農） 
補  

国費 
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令和 3年 4月入学生及び指導教員名簿 

 

専攻 連合講座 フリガナ 
氏名 
（国籍）   （性別） 

主指導教員 ① 第 1 副指導教員 
② 第 2 副指導教員 
補 指導補助教員 

備考 

生物生産科

学 

 

熱帯資源・植

物生産科学 

ｵﾀﾞﾏ  ｴﾏﾆｭｴﾙ 

ODAMA EMMANUEL 

（ｳｶﾞﾝﾀﾞ） （男） 

坂上潤一（鹿農） ① 赤木 功（鹿農） 
② 藤田大輔（佐） 
補 

私費（JICA） 

ｺﾞﾄｳ   ｹｲﾀ 

後藤  啓太 

（日本） （男） 

坂上潤一（鹿農） ① 神田英司（鹿農） 
② 鄭 紹輝（佐） 
補 

 

ﾀﾏﾙ   ｼｮｳﾀﾛｳ 

田丸  翔太郎 

（日本） （男） 

坂上潤一（鹿農） ① 池永 誠（鹿農） 
② 鄭 紹輝（佐） 
補 

 

ﾉﾏｸﾁ   ｻﾄｼ 

野間口   智 

（日本） （男） 

坂上潤一（鹿農） ① 坂井教郎（鹿農） 
② 鄭 紹輝（佐） 
補 

 

地域・国際資

源経済学 

ﾆｲﾐ  ﾀﾂﾔ 

新美 達也 

（日本） （男） 

藤村美穂（佐） ① 辻 一成（佐） 
② 坂井教郎（鹿農） 
補 

 

ｲﾋﾞｸﾚ ﾄｲﾐ ｺﾞｯﾄﾞﾌﾘｯﾄﾞ ｴﾗｽ

ﾒ 

IBIKOULETOYIMIGODFRID 

ERASME 

（ﾍﾞﾅﾝ） （男） 

李 哉泫（鹿農） ① 坂井教郎（鹿農） 
② 辻 一成（佐） 
補 

国費 

ｹﾚ  ｸﾞﾛﾘｻ 

KERE GLORISA 

（ｿﾛﾓﾝ） （女） 

鳥居享司（鹿水） ① 佐野雅昭（鹿水） 
② 坂井教郎（鹿農） 
補 

国費 

ｼﾝ     ｼｭﾌﾞﾊ  ｼｬﾘｰﾆ 

SINGH SHUBHA SHALINI 

（ﾌｨｼﾞｰ） （女） 

鳥居享司（鹿水） ① 佐野雅昭（鹿水） 
② 坂井教郎（鹿農） 
補 鈴木崇史（鹿水） 

私費（JICA） 

応用生命科

学 

生物機能化

学 

ﾆｼﾀﾆ ｱﾂｼ 

西谷 篤 

（日本） （男） 

二神泰基（鹿農） ① 玉置尚徳（鹿農） 
② 後藤正利（佐） 
補 

 

食品機能科

学 

ﾂﾁﾀﾞ ｴｲﾄ 

土田 永渡 

（日本） （男） 

和田浩二（琉） ① 高良健作（琉） 
② 橋本文雄（鹿農） 
補 

 

先端応用生

命科学 

ｺﾊﾞｼ  ﾕｳｷ 

小橋 有輝 

（日本） （男） 

髙峯和則（鹿農） ① 玉置尚徳（鹿農） 
② 水谷 治（琉） 
補 

 

ｼﾞｬﾝ ﾐﾝﾀﾝ 

唐  健民 

（中国） （男） 

石丸幹二（佐） ① 古藤田信博（佐） 
② 侯 德興（鹿農） 
補 

私費 

農水圏資源

環境科学 

 

 

 

 

 

 

 

生物環境保

全科学 

 

ｲﾜﾀ  ﾄﾓｱｷ 

岩田 基晃 

（日本） （男） 

坂巻祥孝（鹿農） ① 津田勝男（鹿農） 
② 徳田 誠（佐） 
補 

 

ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 

鈴木 智大 

（日本） （男） 

辻 瑞樹（琉） ① 鬼頭 誠（琉） 
② 坂巻祥孝（鹿農） 
補 

 

ｽｽﾞｷ  ﾕｳﾔ 

鈴木  佑弥 

（日本） （男） 

辻 瑞樹（琉） ① 鬼頭 誠（琉） 
② 坂巻祥孝（鹿農） 
補 

 

地域資源環

境工学 

ﾗﾀﾅﾌﾟﾘｹﾞ ﾋﾏｰｼｬｰｷﾀﾐﾆ ﾗﾀﾅ 

RATHNAPPULIGE HIMASHA 

KITHMINI RATHNAPPRIYA 

（ｽﾘﾗﾝｶ） （女） 

酒井一人（琉） ① 木村 匠（琉） 
② 原口智和（佐） 
補 

私費 
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農水圏資源

環境科学 

地域資源環

境工学 

ｳｲｼﾞｪｺｳﾝﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗﾑﾃﾞｨﾔﾝｾｰ

ｹﾞｱﾇｼｬｶﾁｬﾄﾞﾗﾝｶﾞﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ 

WIJEKOON BANDARA 

MUDIYANSELAGE ANUSHKA 

CHATHURANGA BANDARA 

（ｽﾘﾗﾝｶ） （男） 

酒井一人（琉） ① 中村真也（琉） 
② 阿南光政（佐） 
補 

国費 

水産資源環

境科学 

ｲﾜﾓﾄ ﾜﾀﾙ 

岩本 航 

（日本） （男） 

大富 潤（鹿水） ① 土井 航（鹿水） 
② 山本智子（鹿水） 
補 

 

ﾓﾊﾏﾄﾞ ｱﾛﾑｷﾞﾙ ﾎｾﾝ 

MD ALOMGIR HOSSEN 

（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ） （男） 

大富 潤（鹿水） ① 土井 航（鹿水） 
② 塩﨑一弘（鹿水） 
補 

国費 

ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 

松本 達也 

（日本） （男） 

本村浩之（鹿農） ① 寺田竜太（鹿水） 
② 山本智子（鹿水） 
補 
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Ⅰ．課程博士
年度

専攻名
生物生産科学 4 (3) 5 (4) 4 (4) 3 (2) 5 (5) 9 (7) 14 (8) 12 (9) 14 (9) 14 (8) 9 (7)
生物資源利用科学 3 (3) 1 (1) 2 (2) 4 (1) 4 (1) 8 (3) 10 (7) 13 (10) 7 (2) 7 (1) 9 (3)
生物環境保全科学 1 (1) 2 (2) 6 (3) 6 (5) 6 (4) 2 (2) 15 (11) 15 (10) 6 (5) 12 (9) 11 (6)
水産資源科学 4 (2) 6 (4) 7 (5) 7 (6) 9 (7) 10 (8) 7 (7) 7 (5) 5 (3) 10 (4) 9 (2)

計 12 (9) 14 (11) 19 (14) 20 (14) 24 (17) 29 (20) 46 (33) 47 (34) 32 (19) 43 (22) 38 (18)

年度
専攻名
生物生産科学 10 (7) 16 (10) 19 (12) 9 (8) 20 (14) 12 (8) 13 (7) 16 (9) 9 (5) 6 (3)
生物資源利用科学 8 (6) 14 (5) 7 (5) 19 (9) 9 (3) 10 (3) 9 (3) 10 (2) 9 (2) 7 (2)
生物環境保全科学 8 (7) 6 (3) 5 (2) 7 (3) 6 (3) 9 (3) 6 (5) 10 (6) 9 (5) 8 (2)
水産資源科学 10 (6) 11 (5) 10 (7) 9 (4) 10 (6) 9 (7) 7 (3) 8 (7) 6 (4) 5 (4)

計 36 (26) 47 (23) 41 (26) 44 (24) 45 (26) 40 (21) 35 (18) 44 (24) 33 (16) 26 (11)

年度
専攻名
生物生産科学 8 (4) 2 3 (2) 2 238 (155)

生物資源利用科学 5 (3) 3 (1) 1 179 (78)

生物環境保全科学 2 (1) 158 (98)

水産資源科学 1 (1) 1 (1) 168 (108)

生物生産科学 6 (4) 8 (7) 10 (7) 9 (6) 7 (4) 8 (4) 6 (3) 14 (10) 7 (5) 10 (5) 85 (55)

応用生命科学 2 (2) 7 (6) 5 (3) 7 (4) 8 (5) 12 (4) 3 (1) 5 (2) 11 (5) 6 (2) 66 (34)

農水圏資源環境科学 8 (4) 13 (9) 11 (4) 9 (5) 9 (3) 13 (7) 6 (2) 14 (6) 14 (7) 5 (2) 102 (49)

計 32 (19) 34 (24) 29 (16) 28 (15) 24 (12) 33 (15) 15 (6) 33 (18) 32 (17) 21 (9) 996 (577)

平成21年度4月入学者より、4専攻から3専攻に改組。
（　）内数は、外国人留学生で内数。

22

合    計29
31・
令和元

8 9 10

30 令和２2823 24 25 26 27

18 19 20 2113 14 15 16 17

学 位 記 授 与 状 況

2 3 4 5 6 7

R2.4.1現在

1211

111



国名 日本 ｲﾝﾄﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｽﾘﾗﾝｶ ﾀｲ 韓国 中国 台湾 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾊﾟｷｽﾀﾝ
ﾊﾞﾝｸﾞﾗ
ﾃﾞｼｭ

ﾌﾞｰﾀﾝ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾏﾚｰｼｱ

人数 419 8 81 4 23 34 30 123 2 5 4 89 1 35 27 14

国名 ﾐｬﾝﾏｰ ｱﾒﾘｶ ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ｸﾞｧﾃﾏﾗ ｺｽﾀﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾎﾞﾘﾋﾞｱ ﾒｷｼｺ ｷﾞﾘｼｬ ｽﾍﾟｲﾝ ﾄﾞｲﾂ ﾄﾝｶﾞ
ﾊﾟﾌﾟｱ

ﾆｭｰｷﾞﾆｱ
ﾌｨｼﾞｰ ｲｴﾒﾝ

人数 18 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1

国名 ﾄﾙｺ ｲﾗﾝ ｵﾏｰﾝ ﾖﾙﾀﾞﾝ ｴｼﾞﾌﾟﾄ ｶﾞｰﾅ ｹﾆｱ
ｺｰﾄｼﾞﾎﾞ

ｱｰﾙ
ｻﾞﾝﾋﾞｱ ｾﾈｶﾞﾙ ﾀﾝｻﾞﾆｱ ﾁｭﾆｼﾞｱ ｳｶﾞﾝﾀﾞ ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ﾏﾀﾞｶﾞｽ
ｶﾙ

ﾏﾗｳｲ

人数 2 2 1 2 12 5 5 1 1 3 7 2 1 3 1 2

国名 ﾓｰﾘﾀﾆｱ ﾘﾋﾞｱ
ｼﾞﾝ

ﾊﾞﾌﾞｴ
ﾊﾟﾅﾏ ﾊﾞﾊﾏ ﾍﾞﾅﾝ ｿﾛﾓﾝ 合計

人数 1 1 1 1 1 1 1 996

年度 人数 年度 人数 年度 人数

3 2 14 3 25 1

4 2 15 19 26 0

5 4 16 5 27 1

6 1 17 9 28 3

7 7 18 17 29 0

8 2 19 9 30 1

9 2 20 10 令和元 0

10 9 21 12 令和2 2

11 3 22 0

12 5 23 0

13 8 24 3 合計 140

日本

日本・ﾌﾞｰﾀﾝ

日本・ｱﾒﾘｶ

日本・ｴｼﾞﾌﾟﾄ・ｽﾍﾟｲﾝ

日本

日本

国　　名 国　　名

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

日本・ﾀｲ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本・ﾍﾞﾄﾅﾑ・中国

日本

日本

【国別内訳】

国　　名

日本・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本

日本・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

日本・米国・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾀｲ

中国

日本

日本・ﾏﾚｲｼｱ・韓国・中国

Ⅱ．論文博士

日本

日本・ｱﾙｼﾞｪﾘｱ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本

日本

日本

日本

日本・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
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令和 2 年度学位取得者名簿 
 

課程博士 

学位授与年月日 専攻 

連合講座 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 （性別）（国籍） 

主指導教員 

令和 2 年 9 月 18 日 農水圏資源環境科学 

水産資源環境科学 

ｸﾞｴﾝ ﾃｨ ｺﾞｸ ﾄｩｵﾝ 

ｸﾞｴﾝ ﾃｨ ｺﾞｸ ﾄｩｵﾝ 

（女）（ベトナム） 

藤村 美穂(佐) 

令和 2 年 9 月 18 日 生物生産科学 

地域・国際資源経済学 

ｸﾞｪﾝ ﾃｨ ｷﾑ ｸｪﾝ 

ｸﾞｪﾝ ﾃｨ ｷﾑ ｸｪﾝ 

（女）（ベトナム） 

佐野 雅昭(鹿水) 

令和 2 年 9 月 18 日 生物生産科学 

地域・国際資源経済学 

ﾄﾗﾝ ｸﾞｪﾝ ﾄﾞｩｲ ﾎｱ 

ﾄﾗﾝ ｸﾞｪﾝ ﾄﾞｩｲ ﾎｱ 

（男）（ベトナム） 

小谷 知也(鹿水) 

令和 2 年 9 月 18 日 応用生命科学専攻 

食品機能科学 

ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｷｺ 

金城 由希子 

（女）（日本） 

和田 浩二(琉) 

令和 3 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学 

水産資源環境科学 

ｱﾗｶｷ ﾀﾞｲﾁ 

新垣 大地 

（男）（日本） 

及川 卓郎(琉) 

令和 3 年 3 月 25 日 生物生産科学専攻 

動物資源生産科学 

ｼﾘｶﾝﾔ ﾁｭﾝﾀﾅｳｫﾝ 

ｼﾘｶﾝﾔ ﾁｭﾝﾀﾅｳｫﾝ 

（女）（タイ） 

本村 浩之(鹿農) 

令和 3 年 3 月 25 日 生物生産科学 

熱帯資源・植物生産科学 

ﾚ ﾄﾛﾝ ﾙ 

ﾚ ﾄﾛﾝ ﾙ 

（男）（ベトナム） 

川満 芳信(琉) 

令和 3 年 3 月 25 日 生物生産科学 

熱帯資源・植物生産科学 

ｱﾘﾅﾙ ﾊ ｲｻﾞﾜﾃｨ ﾇﾗﾏ 

ｱﾘﾅﾙ ﾊ ｲｻﾞﾜﾃｨ ﾇﾗﾏ 

（女）（インドネシア） 

坂上 潤一(鹿農) 

令和 3 年 3 月 25 日 生物生産科学 

熱帯資源・植物生産科学 

ﾅｶｵ ﾖｼﾋﾛ 

中尾 祥宏 

（男）（日本） 

坂上 潤一(鹿農) 

令和 3 年 3 月 25 日 生物生産科学 

熱帯資源・植物生産科学 

ﾋﾔﾈ ｼﾝｲﾁ 

比屋根 真一 

（男）（日本） 

川満 芳信(琉) 

令和 3 年 3 月 25 日 生物生産科学 

熱帯資源・植物生産科学 

ﾗﾝﾐﾂ ｹﾝﾄ 

蘭光 健人 

（男）（日本） 

辻田 有紀(佐) 
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令和 3 年 3 月 25 日 生物生産科学 

地域・国際資源経済学 

ｾｰﾊﾟｰﾗ ﾑﾃﾞｨﾔﾝｾｰﾗｰｹﾞ ﾁ

ﾝﾀｶ ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ ｶﾗｯﾘﾔｯﾀﾞ 

ｾｰﾊﾟｰﾗ ﾑﾃﾞｨﾔﾝｾｰﾗｰｹﾞ ﾁ

ﾝﾀｶ ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ ｶﾗｯﾘﾔｯﾀﾞ 

（男）（スリランカ） 

藤村 美穂(佐) 

令和 3 年 3 月 25 日 生物生産科学 

地域・国際資源経済学 

ｷﾄｳ ｹｲｺ 

鬼頭 景子 

（女）（日本） 

佐野 雅昭(鹿水) 

令和 3 年 3 月 25 日 応用生命科学 

生物機能化学 

ﾄｶｼｷ ｼﾞｷｱﾝ 

渡嘉敷 直杏 

（男）（日本） 

外山 博英(琉) 

令和 3 年 3 月 25 日 応用生命科学 

生物機能化学 

ｿｳ ﾃﾞﾝﾄｳ 

曽 伝濤 

（女）（中国） 

吉﨑 由美子(鹿農) 

令和 3 年 3 月 25 日 応用生命科学 

食品機能科学 

ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 

本田 晃伸 

（男）（日本） 

塩﨑 一弘(鹿水) 

令和 3 年 3 月 25 日 応用生命科学 

先端応用生命科学 

ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕﾐ 

眞榮田 麻友美 

（女）（日本） 

平良 東紀(琉) 

令和 3 年 3 月 25 日 応用生命科学 

先端応用生命科学 

ｼｬ ｸﾝ 

謝 堃 

（男）（中国） 

侯 徳興(鹿農) 

令和 3 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学 

生物環境保全科学 

ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｼ 

松村 崇志 

（男）（日本） 

早川 洋一(佐) 

令和 3 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学 

水産資源環境科学 

ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 

和田 英敏 

（男）（日本） 

本村 浩之(鹿農) 

令和 3 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学 

水産資源環境科学 

ﾊﾔｻｶ ｵｳｷ 

早坂 央希 

（男）（日本） 

小谷 知也(鹿水) 
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論文博士

学位授与年月日 専攻

連合講座

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 （性別）（国籍）

主指導教員

令和 2 年 9 月 18 日 ｾﾄｸﾞﾁ ﾄﾓｺ

瀬戸口 智子

（女） （日本）

令和 3 年 3 月 25 日 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ

田中 義弘

（男）（日本）
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a 遠城　道雄  一谷　勝之 Ａ 一色　司郎 b 上埜　喜八 Ａ 嬉野　健次 ｂ 赤嶺　　光
 坂上　潤一 b 朴　 炳宰 A 後藤　文之 B 辻田　有紀 Ａ 川満　芳信  諏訪　竜一
 志水　勝好 A 鈴木　章弘  藤田　大輔  ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ　ﾎｻｲﾝ b 仲村　一郎

 山本　雅史  鄭　　 紹輝  福田　伸二 b
ﾓﾊﾏﾄﾞ　ﾐｻﾞﾇﾙ
 ﾗﾋﾑ　ｶｰﾝ

 渡邊　啓史

 古藤田信博

小　　　　計 4 (3) 2 (1) 0 0 4 (4) 6 (3) 3 (3) 4 0 11 (10) 12 (4) 23 (14)

 岡本　　 新 b 大久津昌治  和田　康彦  山中　賢一  佐野　文子  伊村　嘉美
A 後藤 貴文 b 大島　一郎 b 江原　史雄  建本　秀樹  金野　俊洋
 中西　良孝  下桐　猛 B 佐々木慎二
 三好　和睦  髙山　耕二 d 長嶺　　　樹

小　　　　計 4 (4) 4 (2) 0 0 1 (1) 2 (1) 2 (2) 4 (1) 7 (7) 10 (4) 17 (11)

 田代　正一  李　 　哉泫 a 佐久間美明  久賀みず保  藤村　美穂  辻　　一成  大田伊久雄  木島　真志
a 枚田　邦宏  坂井　教郎  佐野　雅昭  鳥居　享司 ｂ 中井　信介  杉村　泰彦 B 陳　　碧霞
 豊　 　智行　  内藤　重之

小　　　　計 3 (1) 2 (2) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 2 3 (3) 2 (1) 9 (6) 8 (4) 17 (10)

計 11 (8) 8 (5) 2 (1) 2 (1) 6 (6) 10 (4) 8 (8) 10 (2) 27 (23) 30 (12) 57 (35)

 北原　兼文 b 花城　　 勲  小林　元太  木村　　圭  金子　　哲 B 石井貴広
 玉置　尚徳  藤田　清貴  後藤　正利  高畠　幸司  橘　信二郎

 二神　泰基  外山　博英 ｂ 福田　雅一
 南　　 雄二  水谷　　治
 吉﨑由美子  北垣　浩志
 MCMﾌｪｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞ

 加治屋勝子

小　　　　計 2 (2) 7 (4) 0 0 3 (3) 1 0 3 (3) 4 (1) 8 (8) 12 (5) 20 (13)

 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ　ﾋｯｼｬﾑ　ﾗﾄﾞﾜﾝ B 井尻　大地 A 上西　由翁  塩﨑　一弘  永尾　晃治 B 野間　誠司  高良　健作 b 玉城　　 一
A 大塚　　 彰  宮田　健  小松　正治 b 加藤　早苗  濱　洋一郎  和田　浩二  ﾖﾅﾀﾝ ｱｼｷﾝ

 内匠　正太  林　　 信行

 

小　　　　計 2 (2) 2 (1) 2 (2) 3 (1) 3 (3) 1 (1) 2 (2) 2 (1) 9 (9) 8 (4) 17 (13)

A 石橋 松二郎 b 岡本　繁久 A 宗　伸明 ｄ 堀谷　正樹  屋　　 宏典 B 岩崎　公典
 侯　　 徳興 b 清水　圭一  小西　照子  稲福　征志
 髙峯　和則 b 吉田理一郎  石丸　幹二  川口　真一 A 平良　東紀
 橋本　文雄  坂尾こず枝 B 永野　幸生

d 鶴丸　博人  光武　進
 辻田　忠志
ｄ 龍田　勝輔

A 大野木　宏 B 榎　竜嗣
A 峰野　純一

小　　　　計 6 (6) 6 (1) 0 0 2 (2) 6 (3) 3 (2) 2 (2) 11 (10) 14 (6) 25 (16)

計 10 (10) 15 (6) 2 (2) 3 (1) 8 (8) 8 (4) 8 (7) 8 (4) 28 (27) 34 (15) 62 (42)

 境　　 雅夫  池永　　誠  大島　一里  上野　大介 A 梶田　　忠 b 金城　和俊
 津田　勝男 B 鵜川　　信 B 草場　基章  鬼頭　　 誠 b 関根健太郎

 紙谷　喜則  徳田　　誠 a 谷口　真吾 b 松本　一穂
 坂巻　祥孝 B 西田　　翔 A 田場　　 聡 b 渡辺　　 信
b 樗木　直也  吉賀　豊司  辻　　 瑞樹
 中村　正幸
 畑　　 邦彦
 濱中　大介
 赤木　　功

小　　　　計 2 (2) 9 (6) 0 0 1 (1) 5 (5) 5 (4) 4 0 8 (7) 18 (11) 26 (18)

A 岡　　　勝 b 井倉　洋二  近藤　文義  阿南　光政  酒井　一人  木村　 　匠
a 地頭薗　隆  伊藤　祐二  田中　宗浩 b 稲葉 　繁樹  鹿内　健志 b 瀬戸内秀規
A 西野　吉彦  神田　英司 ｂ 郡山　益実  平良　英三  仲村渠　将

B 寺本　行芳  原口　智和  中村　真也 ｂ
ﾗｻﾞﾌｨﾝﾗﾍﾞ ﾊﾞﾑ
ﾊｼﾞｬ ﾆﾘﾅ

 宮本　英揮 d 安元　　 純

 弓削　こずえ

小　　　　計 3 (2) 4 (1) 0 0 2 (1) 6 (1) 4 (4) 5 (1) 9 (7) 15 (3) 24 (10)

 本村　浩之  安樂　和彦  奥西　将之
 石川　　学 b 石崎　宗周
 宇野　誠一 b 江幡　恵吾
 大富　　 潤  久米　 　元
 小谷　知也  田角　聡志
 小針　　 統  土井　　航
 寺田　竜太 b 西　　 隆昭
 中村　啓彦 b 山中　有一
 西　隆一郎  遠藤　　光
  ﾊﾞｽｹｽ ｱｰﾁﾃﾞｨﾙ ﾐｹﾞﾙ ﾌｪﾃﾞﾘｺ

 山本　智子
 吉川　　 毅

小　　　　計 1 (1) 0 0 12 (12) 9 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 (13) 9 (1) 22 (14)

計 6 (5) 13 (7) 12 (12) 9 (1) 3 (2) 11 (6) 9 (8) 9 (1) 30 (27) 42 (15) 72 (42)

合　　　計 27 (23) 36 (18) 16 (15) 14 (3) 17 (16) 29 (14) 25 (23) 27 (7) 85 (77) 106 (42) 191 (119)

 9  10  7  2  8  5  13  0  37  17 54

 5  2  6  0  2  2  5  3  18  7 25

 2  2  1  1  2  2  0  0  5  5 10

 1  4  0  4  0  4  1  6  2  18 20

 0  1  0  1  1  2  0  1  1  5 6

 1  0  2  0  3 3

 0  0  0  0  0 0

 2  1  0  0  3 3

 0  0  0  0  0 0

17 22 14 9 13 17 19 10 63 58 121

注）

5　（　）内の数字は，指導教員資格者のうち主指導教員資格者を内数で示す。

1　氏名の前の大文字（・Ａ・・Ｂ）はＤ（主指導教員資格者）を示す。 2　小文字（a・b・c・d）はＤ合（副指導教員資格）を示す。　　は学生が在籍している間のみ主指導ができる。
3　Ａ（a）は教授を、Ｂ（b）は准教授，ｃは講師，ｄは助教を示す。 4　・は主指導教員、氏名の前の数字１は第1副指導教員、２は第2副指導教員、数字のない者は学生を担当していないことを示す。

6　アンダーラインは女性を示す

地 域 資 源 環 境 工 学

水 産 資 源 環 境 科 学

先 端 応 用 生 命 科 学

連 携 大 学 院
（ ﾀ ｶ ﾗ ﾊ ﾞ ｲ ｵ ( 株 ) ）

農
水
圏
資
源
環
境
科
学

生 物 環 境 保 全 科 学

応
用
生
命
科
学

生 物 機 能 化 学

食 品 機 能 科 学

生
物
生
産
科
学

熱帯資源・植物生産科学

動 物 資 源 生 産 科 学

地 域 ・ 国 際 資 源 経 済 学

教　　授 准教授・講師・助教 教 　授 准教授・講師・助教 計
先進健康科学研究科

教　　授 准教授・講師・助教

教　　授 准教授・講師・助教 教　　授 准教授・講師・助教

農学研究科
　　　　教　　授 准教授・講師・助教

　研　究　科　教　員　組　織

令和3年8月1日

専攻
名

連合講座

鹿児島大学農学部 鹿児島大学水産学部 佐　賀　大　学 琉　球　大　学 合　　計
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専　　　　　攻 連　合　講　座 所　属　大　学 氏　　　　　　名

連合農学研究科長 鹿児島大学（連大） 　　　　　寺
てら

  　田
だ

 　　竜
りゅう　

　　太
た

副研究科長 鹿児島大学（農） 　　　　　三
み

　　好
よし

　　 和
かず

   睦
ちか

佐賀大学（農）    Ｂ     鄭
てい

　　　　紹
しょう

　　　輝
き

琉球大学（農）※    Ａ     嬉
うれし

　　野
の

　　健
けん

　　次
じ

動物資源生産科学 鹿児島大学（農）    Ｂ　　 後
ご

 　 藤
とう

　 　貴
たか

 　文
ふみ

地域・国際資源経済学 鹿児島大学（水産）    Ａ　　 佐
さ

　　野
の

　　 雅
まさ

   昭
あき

生物機能化学 佐賀大学（農）    Ａ　　 北
きた

　　垣
がき

　　浩
ひろ

　　志
し

食品機能科学 琉球大学（農）    Ｂ 　　高
たか

　　良
ら

　　健
けん

　　作
さく

先端応用生命科学 鹿児島大学（農）    Ａ　　 石
いし

　　橋
ばし

　　松
まつ

 二
 じ

 郎
ろう

生物環境保全科学 鹿児島大学（農）    Ａ　　 津
つ

　　田
だ

　　勝
かつ

　　男
お

琉球大学（農）    Ｂ 　  平
たい

　　良
ら

　　英
えい

　　三
ぞう

佐賀大学（農）※    Ａ　　 近
こん

　　藤
どう

　　文
ふみ

　　義
よし

水産資源環境科学 鹿児島大学(水産)    Ｂ   　山
やま

　　本
もと

　　智
とも

　　子
こ

※は講座外枠選出

農水圏資源環境科学

代　議　委　員　会　委　員　名　簿

Ａ　  　任期　　２０２１年４月１日～２０２３年３月３１日(新任）

Ｂ　　　任期　　２０２０年４月１日～２０２２年３月３１日(継続）

応用生命科学

熱帯資源・植物生産科学

生物生産科学

地域資源環境工学
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 9日(金)  連合農学研究科入学式（11:00～）

2021年 4 5 6 7 8 9 10 連合農学研究科オリエンテーション 履修登録（Web）

11 12 13 14 15 16 17 代議委員会：連大担当 「Newsletter 第41号」原稿依頼

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1 14日(金) 代議委員会： 鹿児島大学（水）担当 研究科教員候補者推薦依頼　　（〆切：7月2日）

2 3 4 5 6 7 8 前期学位論文（論博含む）提出（〆切：5月31日）

9 10 11 12 13 14 15 秋季入学出願資格認定申請受付 → 審査 → 報告 → 通知

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5  3日（木）～ 令和3年度第1回全国連合農学研究科協議会 当番：東京農工大学 場所：学士会館 秋季入学願書受付　（6月28日～7月1日）  

6 7 8 9 10 11 12 ～4日（金）

13 14 15 16 17 18 19 11日(金) 代議委員会：佐賀大学担当

20 21 22 23 24 25 26 学位論文の受理及び審査委員会委員の選出

27 28 29 30 16日(水) 令和3年度前期連合一般ゼミナール（日本語） 当番：岐阜大学

 ～18日（金） 講師担当： 佐賀大学・鹿児島大学（農）

1 2 3 9日(金) 代議委員会 ：SINET利用 秋季入学願書受付　（6月28日～7月1日）  

4 5 6 7 8 9 10 教員候補者資格審査の付託 渡日前入試期間： 7月12日～8月6日

11 12 13 14 15 16 17 28日(水) 秋季入試説明会 学位論文「公開審査会」・・・・・１週間前までに公示

18 19 20 21 22 23 24 29日(木) 人材養成学生支援セミナーⅠ　当番：琉球大学 授業料免除（後期）申請

25 26 27 28 29 30 31 下旬～8月上旬 事務会議及び事務連絡会　場所：SINET又は佐賀大学

1 2 3 4 5 6 7 中旬～下旬 専攻会議（第1回）：教員資格審査委員会の設置【オンライン】 渡日前入試期間： 7月12日～8月6日

8 9 10 11 12 13 14 教員資格審査委員会【オンライン】 「Newsletter 第41号」発行予定

15 16 17 18 19 20 21 専攻会議（第2回）：教員候補者資格審査結果（報告）【オンライン】 学位論文審査・最終試験等結果報告　　（〆切：8月20日）

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 8月31日（火） 秋季入学試験（8月31日～9月2日）

1 2 3 4 ～9月2日（木） 秋季入学試験（8月31日～9月2日）

5 6 7 8 9 10 11 3日(金) 専攻判定会議 中間発表会（令和元年10月入学者）9月中旬予定

12 13 14 15 16 17 18 入試委員会　入試合否判定

19 20 21 22 23 24 25 代議委員会：連大担当　　学位論文審査結果、教員資格審査判定

26 27 28 29 30 研究科教授会　入試合否判定

学位論文合否判定 学位授与申請 → 授与の可否決定（学長）

教員資格審査判定 秋季合格通知書・入学手続き案内の発送

7日(火) 秋季合格者発表

14日(火) 秋季入学手続き（入学料免除申請等）  ～1６日（木）まで

17日(金) 学位記授与式

1 2 8日(金) 秋季入学式

3 4 5 6 7 8 9 オリエンテーション 学生募集要項発表　　（上旬）

10 11 12 13 14 15 16 連合農学研究科運営会議 後期学位論文（論博）提出　　（〆切：10月15日）

17 18 19 20 21 22 23 代議委員会：連大担当

24 25 26 27 28 29 30 第1次意向投票管理委員会

31 28日(木) 令和3年度第2回全国連合農学研究科協議会　当番：　　大学

1 2 3 4 5 6 8日（月） 農学特別講義（一般セミナー）　当番：琉球大学 出願資格認定申請受付 → 審査 → 報告 → 通知

7 8 9 10 11 12 13 ～10日（水）

14 15 16 17 18 19 20 10日(水) 代議委員会：琉球大学担当

21 22 23 24 25 26 27 13日(土) 人材養成学生支援セミナーⅡ　担当： 鹿児島大学（水）

28 29 30  ～22日（月）

17日(水) 2021年度後期連合一般ゼミナール（英語）　当番：愛媛大学

 ～19日（金） 講師担当： 琉球大学・鹿児島大学（水）

1 2 3 4 9日（木） 第1次意向投票 研究科教員（特例）候補者推薦依頼　　（〆切：12月3日）

5 6 7 8 9 10 11 17日(金) 代議委員会：連大担当 後期学位論文（課程博）提出　　（〆切：12月6日）

12 13 14 15 16 17 18 学位論文の受理及び審査委員会委員の選出、次期代議委員の調整 入学願書受付　（12月13日 ～12月17日 ）

19 20 21 22 23 24 25 17日(金) 教員資格再審査委員会（代議委員会後） 中間発表会（令和2年4月入学者）未定

26 27 28 29 30 31 渡日前入試期間： 12月20日～1月31日

1 7日(金) 代議委員会：SINET利用 　教員候補者（特例）資格審査の付託 学位論文「公開審査会」・・・・・１週間前までに公示

2022年 2 3 4 5 6 7 8 第2次意向投票管理委員会 学位論文審査・最終試験等結果報告　　（〆切：1月31日）

9 10 11 12 13 14 15 19日(水) 入試説明会

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5 4日(金) （特例）教員資格審査委員会の設置・教員資格審査委員会

6 7 8 9 10 11 12 代議委員会：連大担当 授業料免除（前期）申請

13 14 15 16 17 18 19 学位論文審査結果、次期代議委員の決定

20 21 22 23 24 25 26 8日（火） 第2次意向投票

27 28 15日（火） 入学試験　

～17日（木）

18日(金) 専攻判定会議

入試委員会　　　合否判定（午前） 学位授与申請 → 授与の可否決定（学長）

研究科教授会　 合否判定（午後）、　学位論文の合否判定　 合格通知書・入学手続き案内の発送

22日(火) 合格者発表

1 2 3 4 5 1日(火) 入学手続き（入学料免除申請等） ～3日（木）まで 兼職申請書等作成

6 7 8 9 10 11 12 14日(月) 代議委員会：連大担当 秋季入学募集要項発表　　（中旬～下旬）

13 14 15 16 17 18 19 学位記授与式、構成法人連絡調整委員会 教育研究指導計画書・職務内容調書等の作成依頼

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

令和３年度　鹿児島大学大学院 連合農学研究科　行事予定表

月
曜　　　日

行 事 備 考

4

5

6

7

8

9

10

※ 委員会等の日程については、都合により変更することがあります。

11

12

1

2

3

【学部】

1月15・16日共通テスト第1日程

1月29・30日共通テスト第2日程

2月12・13日共通テスト 特例追試

【学部】

2月25日 前期日程

3月12日 後期日程

3月22日 前・後期日程 追試験
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令和 2 年度連合農学研究科活動記録 

令和 2年 

4 月 10 日(金)  令和 2年度連合農学研究科入学式・オリエンテーション 

〃  第 213 回代議委員会 

5 月 8 日(金)  第 214 回代議委員会    (鹿児島大学水産学部担当) 

〃  第 1 回ＦＤ委員会      (     〃   ) 

〃  第 1 回入学試験検討委員会 (     〃   ) 

〃  第 1 回教務委員会      (     〃   ) 

6 月 4 日(木)～5日(金)  令和 2年度第１回全国連合農学研究科協議会(当番 東京農工大学) 

6 月 12 日(金)  第 2 回入学試験検討委員会(佐賀大学担当) 

  〃  第 2 回教務委員会    (   〃     ) 

〃  第 215 回代議委員会   (    〃     ) 

6 月 17 日(水)～19 日(金)  令和 2年度前期連合一般ゼミナール(日本語)(当番 鳥取大学) 

7 月 10 日(金)  第 3 回入学試験検討委員会(SINET 使用にて開催) 

〃  第 3 回教務委員会    (   〃   ) 

〃  第 216 回代議委員会  (   〃   ) 

7 月 27 日(月)  令和 2年度連合農学研究科構成大学事務会議・事務連絡会 

(佐賀大学担当) 

7 月 29 日(水)  秋季入試説明会 

7 月 30 日(木)  ＴＡ研修会 

9 月 3 日(木)  第 217 回代議委員会 

〃  秋季入学試験・入試委員会 

〃  専攻会議、教員資格審査委員会 

9 月 4 日(金)  第 218 回代議委員会 

〃  入試委員会 

〃  第 33 回研究科教授会 

9 月 8 日(火)  秋季合格者発表 

9 月 18 日(金)  令和 2年度連合農学研究科学位記授与式(前期) 

10 月 2 日(金)  秋季入学式・オリエンテーション 

〃  第 21 回(令和 2年度)鹿児島大学大学院連合農学研究科運営会議 

〃  第 219 回代議委員会 

10 月 29 日(木)  令和 2年度第 2回全国連合農学研究科協議会(当番 岩手大学) 

11 月 4 日(水)～6日(金)  農学特別講義(一般セミナー)(当番 琉球大学) 

11 月 6 日(金)  第 220 回代議委員会 

11月14日(土)～24日(火)  人材養成学生支援セミナーⅡ(担当 鹿児島大学水産学部) 

11月18日(水)～20日(金)  2020 年度後期連合一般ゼミナール(英語)(当番 岐阜大学) 

12 月 16 日(水)  人材養成学生支援セミナーⅠ 当番：鹿児島大学（農） 

12 月 18 日(金)  第 221 回代議委員会   

〃  第 4 回教務委員会     
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〃  第 4 回入学試験検討委員会 

〃  第 2 回ＦＤ委員会 

〃  教員資格審査委員会 

 

令和 3年 

1 月 8 日(金)  第 5 回入学試験検討委員会(SINET 使用にて開催) 

  〃  第 5 回教務委員会    (    〃    ) 

〃  第 222 回代議委員会  (    〃    ) 

1 月 13 日(水)  入試説明会(SINET 使用にて開催) 

2 月 5 日(金)  第 6 回教務委員会 

〃  第 223 回代議委員会 

2 月 18 日(木)  入学試験 

2 月 19 日(金)  入試委員会 

〃  第 34 回研究科教授会 

2 月 24 日(水)  合格者発表 

3 月 15 日(月)  第 224 回代議委員会（SINET 使用にて開催) 

  学位記授与式 
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代 議 委 員 会 委 員 ・ 連 大 事 務 室 事 務 係 メ ー ル ア ド レ ス 一 覧 表  

 

所  属  氏  名 E-Mailアドレス 

連 合 農 学 研 究 科 長  寺田
て ら だ

 竜
りゅう

太
た

 terada@fish.kagoshima-u.ac.jp 

連 合 農 学 研 究 科  

副 研 究 科 長  三好
み よ し

 和睦
かずちか

 kmiyoshi@agri.kagoshima-u.ac.jp 

佐 賀 大 学 農 学 部  

鄭
てい

 紹
しょう

輝
き

 teis@cc.saga-u.ac.jp 

北垣
きたがき

 浩志
ひ ろ し

 ktgkhrs@cc.saga-u.ac.jp 

近藤
こんどう

 文
ふみ

義
よし

 kondof@cc.saga-u.ac.jp 

鹿 児 島 大 学 農 学 部  

石橋
いしばし

 松
まつ

二郎
じ ろ う

 k6038120@kadai.jp 

後藤
ご と う

 貴
たか

文
ふみ

 gotoh@agri.kagoshima-u.ac.jp 

津田
つ だ

 勝男
か つ お

 ktsuda@agri.kagoshima-u.ac.jp 

鹿 児 島 大 学 水 産 学 部  

佐野
さ の

 雅昭
まさあき

 sano@fish.kagoshima-u.ac.jp 

山本
やまもと

 智子
と も こ

 yamamoto@fish.kagoshima-u.ac.jp 

琉 球 大 学 農 学 部  

嬉野
うれしの

 健次
け ん じ

 u1969930@agr.u-ryukyu.ac.jp 

平良
た い ら

 英三
えいぞう

 e-taira@agr.u-ryukyu.ac.jp 

高良
た か ら

 健作
けんさく

 k-takara@agr.u-ryukyu.ac.jp 

連 大 事 務 室 長  中村
なかむら

 智子
さ と こ

 nksoumuk@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 長 代 理  久木田
く き た

 力
ちから

 rendairi@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 連 大 事 務 係 長  清田
き よ た

 あゆみ 

renjimu@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 連 大 係 員  久保
く ぼ

 翔
しょう

平
へい

 

連 大 事 務 室 再 雇 用 職 員  二 石
ふたついし

 章
あきら

 

連 大 事 務 室 連 大 事 務 係  

補 佐 員  

福之上
ふくのうえ

 天代子
て よ こ

 

石川
いしかわ

 まゆみ 

丸尾
ま る お

 理沙
り さ
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編集後記 

鹿児島大学大学院連合農学研究科ニュースレター第 41 号をここに刊行することが出

来ましたことをご報告させていただきます。今回の表紙には鹿大正門前にあるイチョウ

の写真、裏表紙には佐賀県、鹿児島県、沖縄県で見られる景色の写真を用いました。左

上から糸満のサトウキビ畑、開聞岳と東シナ海、頴娃の茶畑、鹿大構内のアジサイ、有

明海の海苔養殖、笠沙のサンゴ、長島のブリ養殖、佐賀の麦畑、シチメンソウ、池田湖

の向日葵、鹿児島湾を進む附属練習船南星丸、鹿大農場の水稲です。第 41 号の刊行に

際して、執筆および資料等を提供して下さった先生方、学生の皆さんにこの場をお借り

しましてお礼の言葉を申し上げさせていただきます。また、連大事務室の事務職員の

方々にも多大なるご協力をいただきました。厚く御礼申し上げます。 
令和 3 年 9 月

Newsletter 編集委員長

寺田竜太 
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鹿児島大学大学院連合農学研究科 

Doctoral Course Newsletter 

第 41 号 令和 3 年 9 月発行 

 

編集   鹿児島大学大学院連合農学研究科 

         鹿児島市郡元 1 丁目 21 番 24 号 

         電話（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）市外局番 099 

         研究科長 285-8780 

         副研究科長 285-8781 

         連大事務室長代理 285-8791 

         連大事務係（総務系）285-8792 

         連大事務係（学務系）285-8795 

         FAX  285-8799 

         URL  https://homeugs.agri.kagoshima-u.ac.jp/ 

         E-Mail  renjimu@kuas.kagoshima-u.ac.jp 
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鹿児島大学大学院連合農学研究科
The United Graduate School of Agricultural Sciences
Kagoshima University
〒890-0065　鹿児島市郡元 1丁目 21番 24号
Phone 099-285-8792 FAX 099-285-8799
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