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－1－

◇連合農学研究科長挨拶 
 

－はじめに－ 
 
 
 

                    鹿児島大学大学院連合農学研究科長 
                                  籾 井 和 朗 

 
鹿児島大学大学院連合農学研究科（連大）は、農林水畜産業の持続的な発展を目指し、環境と調和し

た安定的な食料生産および技術革新を担う人材育成を目的とし、社会および世界に貢献する研究者を育

成する博士課程大学院です。さらに、佐賀大学、琉球大学、鹿児島大学が連合した農水産学系の博士課

程大学院です。地域課題を解決する研究を展開するとともに、社会の発展につながる応用研究を推進し、

世界的研究成果の創出に大きく貢献するユニークな学術研究教育組織といえます。今年度より、連大の

研究科長として選ばれたことは誠に光栄なことであり、責任の重さを痛感しております。 
連大は、設立以来、高度の専門的能力と豊かな学識を備えた研究者を育成し、学問の進歩と農水産業

および地域の発展に大きく貢献しています。今後も、連大の教育プログラムを通じて、しっかりとした

研究倫理を備えた博士の育成を積極的に支援していきたいと考えています。各構成大学の学部、修士課

程との連携強化に努め、進学生を確保するとともに、社会人並びに外国人留学生を広く受け入れ、次世

代を牽引し、地球規模で活躍できる人材を育成し、これから 10 年後、20 年後の連大を支える人的基盤

をつくっていきます。 
私の専門分野は、農業で利する水、資源としての水、清らかな水、地域を巡る水など、「水」に関わ

る研究分野です。奇しくも、前研究科長の最終講義において、鴨長明の方丈記、「ゆく河の流れは絶え

ずして、しかももとの水にあらず。」が引用されました。ご自身の研究の過去から現在までを、端的に

表した一文と理解しました。水は相変化し変幻自在であり、地球を駆け巡り、時として我々に脅威をも

たらしますが、我々にとっては必須のものです。連大の学生ひとりひとりが切磋琢磨し、過去の成果に

学び、絶えず努力することで、新しい潮流が生まれ、人類がまた一歩、その先へ進むことができると信

じております。 
 日本有数の食料生産基地であり、温帯から亜熱帯気候、島嶼、世界自然遺産、黒潮流、焼酎・発酵食

品などの特徴ある九州・沖縄地域において、佐賀大学、琉球大学、鹿児島大学の「知」の集積を力に、

農水産学系の地域課題解決型研究の核としての役割を果たす連大の重要性を社会にひろく情報発信し

ていきたいと考えています。そのためには、困難な課題に果敢にチャレンジする連大生を心から応援し

ていきます。今後とも構成教員の多大なる協力の下に、1988 年設立以来、築きあげてきたすばらしい

連大の仕組みを維持しながら、さらなる連大の発展のために前進していきます。よろしくお願い致しま

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      

寺 田 竜 太 
 

この度，大学院連合農学研究科専任教員および副研究科長に就任しました。連合農学研究科を構成する佐

賀大学，琉球大学，鹿児島大学の 4 研究科の絆をますます強め，構成研究科の先生や連大生の皆さんの教育

研究環境をさらに充実したものにするための「橋渡し役」を担っていきたいと思いますので，どうぞよろし

くお願いします。ここでは，簡単な自己紹介と今後の抱負を書きたいと思います。 
私は鹿児島大学水産学部に 2001 年 4 月に赴任し，本年 3 月まで 15 年間勤めてきました。専門は藻類学，

水産植物学で，主に海藻類や淡水産大型藻類の種多様性や生理生態，増養殖技術開発に関する研究に携わっ

てきました。アマノリ類やワカメなど，海藻類全般を扱っていますが，寒天やカラギーナン（増粘多糖類）

の原料として利用されている熱帯性種に特に興味があり，東南アジアやハワイ，ミクロネシア等での研究を

学生時代から現在まで行っています。研究スタイルはフィールドワークと室内実験の両方ですが，特にスキ

ューバ−ダイビングを用いた潜水生態調査や，水中での光合成測定を得意としています。環境省関係の事業に

もいくつか携わり，現在は環境省のレッドリスト（絶滅危惧種）検討会（植物 II，非維管束植物）の委員や

モニタリングサイト 1000 沿岸域調査検討会の委員等を努めています。 
鹿児島大学水産学部では教務関係から広報まで，さまざまな委員会活動を経験してきました。特に，東南

アジア 5 大学の水産学系研究科と本学大学院水産学研究科（修士課程）の 6 校で設立した「熱帯水産学に関

する大学院国際連携プログラム」では，3 年間の準備期間を通して共通規則とプログラムの整備，渉外全般

に携わりました。異なる法体制と教育基盤を持つ 6 校の事情を鑑みながら合意形成を行うプロセスを学ぶこ

とができましたが，この経験は連大での職務にも役立つものと信じています。 
連大での教育については，これまで 6 名の学生の研究に指導教員や補助教員として関わってきました。幸

い，4 名は無事に学位を取得し，国内外の大学や研究機関で研究者として活躍しています。また，2 名は現

在在学中で，3 年間での学位取得を期待しているところです。連大のシステムはとてもユニークですが，研

究分野の幅と人材の層の厚さは圧巻です。学生は指導教員以外の先生と接する機会があり，構成研究科や他

の連大に所属するさまざまな分野の先生の講義を受講する機会もあります。幅広い視野と見識を備えた人材

を今後も輩出していくために，4 研究科から構成されるこのシステムを，人材育成のアドバンテージとして

いけるように貢献していきたいと考えています。 
専任教員・副研究科長の使命は，研究科長を補佐して研究科の運営を円滑に推進すると共に，連大構成員

の先生と学生の皆さんが充実した環境で教育研究活動を行うための調整役であると自負しています。特に，

教員の皆さんには，「連大があってよかった」と実感していただけるような研究環境の支援に努めてく所存で

すので，どうぞよろしくお願いします。また，今年度は中期計画 3 期の初年度になります。予算の減少や人

員の凍結・削減など，大学を取り巻く環境はどこも厳しい状況ですが，連大構成員の皆さんと一丸となって

前へ進んで行ければと思います。3 大学で構成される研究科の性質上，まだお目にかかっていない先生も多

くおられますが，佐賀と沖縄にも足繁く通いますので，お気軽にお声がけいただけますと幸いです。 
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◇研究科長退任挨拶 
 

退任のご挨拶 
 
 
 

鹿児島大学大学院連合農学研究科 
杉元 康志 

 
 この３月をもちまして連合農学研究科の専任教員および研究科長を無事終えることができました。こ

れも連合農学研究科に係る先生方および連大事務の方々のご支援、ご協力の賜物と感謝しております。

１５年間連大の管理・運営に携わり、多くのことを学ぶことができました。感謝申し上げます。 

 連大が設立され 28 年、830 名を超える博士を輩出した実績は多いに評価され、社会的に認知される

ともに修了生は世界、日本で素晴らしい人材として目覚ましい活躍をしています。これも多くの先人の

教授、現在のスタッフが惜しみない情熱と努力を重ねた結果として心より敬意を表します。佐賀、宮崎、

鹿児島の 3 大学でスタートした連大ですが、その後、琉球大学が加わり、教育体制としては最大の組織

になりました。その頃は大学間で切磋琢磨して連大として最高潮にあったと理解します。しかし、法人

化が連大にも危機を齎しました。宮崎大学が独自の博士課程を設立し、連大を離脱したことは大きな痛

手となりましたが、佐賀大学、琉球大学の協力の下、3 大学での構成でこれまでの学生定員を確保し、

現３専攻・９連合講座に改組されました。文科省との交渉で水産関連分野も専攻・連合講座で維持する

ことが認められました。改組後は教育の実質化で単位化、教育の質の保証にも力が注がれました。そし

て、連大としての第１期中期計画・中期目標、第２期中期計画・中期目標が遂行され、28 年 3 月をも

って第２期が終了し、本年度から第３期に入っており、連大としての発展が大いに求められる時期にな

っています。 

 連大が農水産学系の博士養成課程として生き残るためにもっとも重要なのは教育力だと思います。活

力のある多様で多彩な教員が備わっている現在こそ大きな改革を行い、特徴ある差別化された大学院を

生み出すことに掛かっていると考えます。私も在職の時は連大については大丈夫であると思い、危機感

はさほど感じず、改革に手を付けなかったことを深く反省しています。世の中の進む速度は早く、ニー

ズも多様化しています。留学生もこれまでのように鹿児島連大を目指すかどうか、不透明です。新たな

魅力ある連大を作り出すためには籾井研究科長、寺田副研究科長を中心に代議員、全ての連大教員が参

加して真摯に改革に取り組んで行くことを期待しています。 
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◇副研究科長退任挨拶 
 

申しわけなさと感謝の気持ち 
 
 
 

                      鹿児島大学大学院連合農学研究科 

                                 大 富  潤 

 
「決裁がありますのでお時間のあるときに連大まで…」。いつもの福之上さんからのメールだ。専任

ではなく兼任の副研究科長である私は、水産学部のある下荒田キャンパスと連大のある郡元キャンパス

との間を頻繁に移動しなければならない。しかし、不思議とそれが負担にならない。福之上さんには人

をそうさせる何かがあるのだ。つい先日決裁を済ませたはずなのに、また書類が山積みになっている。

一つ一つに目を通して印鑑を押していくのは正直大変だが、ちょうどいいタイミングでコーヒーが出て

くる。これも福之上さんだ。お菓子が付くときもある。気がつけば、まるで深夜の勉強中に母親に夜食

を作ってもらった受験生のような、やる気が増している自分がそこにいる。福之上マジックだ。 

決裁の押印が終わってしばしくつろいでいると、石川さんがやってきて「相談があります。この教務

案件、どうしましょう？」と声をかけられる。疲れていても、不思議と苦にならない。それが石川さん

のパワーだ。「相談事」には、経験の浅い私にとっては難題だが教務委員長としての決断を迫られるこ

とがある。「えいやー」の勢いで意見を述べると、「じゃあそれで」とあとはうまく処理してくれるのが

石川さんだ。 

今、連大は大きく変わろうとしている。いつも事務室左奥で忙しそうに机に向かっている今村さん。

連大の生き字引で、みんなが頼りにする存在だ。そして、私が教務関係で密かに頼りにしている小倉さ

ん。このお二人が異動である。そして何よりも、「連大といえば杉元先生、杉元先生といえば連大」の

杉元研究科長が定年退職を迎えられる。私は数年前に２年間、代議委員としてお世話になった。そのと

き杉元先生は副研究科長をされていた。あのときも、そして今年も、急に想定外の問題が生じたり、重

たい事案について議論しなければならないときに、杉元先生のあの笑顔の振る舞いに何度心が救われた

ことか。 

杉元先生は会議ではスーツだが、普段は下半身だけジャージである。事務室にもよく顔を出され、私

が福之上さんのコーヒーを飲みながら決裁の印鑑を押していると、えびす様のような笑顔で「やー大富

先生」と声をかけて下さる。長くお世話になっているが、私はやさしい笑顔の杉元先生しか印象にない。

そんな杉元先生が定年退職されることは、連大にとっては年表に刻むべき歴史的大事実ではないかと思

う。 

 私は杉元研究科長のお人柄と事務の方々のあたたかさに包まれて連大副研究科長の日々を過ごさせ

ていただいた。苦になる仕事はほとんどなかった。その分、杉元先生、今村さんや南さんをはじめとす

る事務の方々が過剰な労働をされていたに違いない。退任に当たり、申しわけなさと感謝の気持ちでい
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っぱいである。連大は、人がとてもいい。 
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◇退職の挨拶 

 

アジア諸国と他分野への視野の拡大 

 

 

 

 

 

                                                   佐賀大学教授 農学部 

                                                                      小林 恒夫 

 

佐賀大学に赴任して間もなく本連合大学院の副指導教員となり４大学（当時）の大学院生の審査に加

わり、その後10年ほどして主指導教員となり直接学生を見る経験を得ました。また、その後５年ほどし

て代議委員として２年間、月１回の頻度で鹿児島大学等に通うことになりました。 

その20余年間は決して短くなかったはずですが、私にとっては「光陰矢のごとく」、まさに「あっと

言う間」に過ぎてしまった感じです。 

その中で、副指導教員として審査にかかわった学生数は数えられないほどで、名前もどんどん忘れか

けていますが、他方、主指導教員となって引き受けた学生は数えるほど少数で、しかも彼・彼女らはア

ジアからの留学生ばかりでした。この点では、日本人学生を指導できず、心残りがありますが、これも

ひとえにわが身の非力さゆえのことと反省するばかりです。 

しかし、アジアからの留学生との交流を通じて、彼・彼女らの母国を訪問する機会も得られました。

その結果、中国、台湾、韓国、マレーシア、スリランカ、インドネシア、バングラデシュでの見聞やフ

ィールドワークを通じて、アジアへの目を広げることができました。そして、もう少し集中的・体系的

にフィールドワークを継続していれば、我流の「アジア農漁業・社会論」にアプローチできたかもしれ

ません。 

また一方、代議委員の仕事を通じて、専門以外の分野の教員との交流によって、他分野やその担い手

へ目を広げることもできたと感じています。 

これらは連合大学院ならではのメリットであり、それらの一部をいただけたと感謝しております。 

最後に、今後の鹿児島連合大学院のますますのご発展とメンバー教員のご活躍を祈念しております。 
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定年退職にあたって思うこと 

               - これまでの研究を振り返って - 

 

 

 

 

                                                   鹿児島大学教授 農学部 

                                                                      河野 澄夫 

 
突然テーブルが前後左右に大きく揺れ動いた。白板も数メートル横に滑った。ガタガタ、カタガタ、

危ないと思いとっさにテーブルの下にもぐった。2011年3月11日に発生した東日本大震災の時、私は茨城

県つくば市の国の研究所の一室で、ある研究プロジェクトの年度末会議を行っていた。その年の4月、縁

があって鹿児島大学農学部の教授として着任した。時の経つのは速いもので、それから5年が経過しよう

としている。 

私は、1975 年、農林省に採用され、食品総合研究所食品工学部流通工学研究室に配属された。その研

究室で最初に手がけた研究は、農産物の低温流通による鮮度・品質保持に関する研究である。当時、北

海道で生産量が拡大していたスウィートコーンやグリーンアスパラを大消費地の東京へ運ぶための低

温流通技術の確立が緊急の課題であった。真空予冷及び冷凍トラックを用いた低温輸送による実際の輸

送実験を行った。 

ほぼ同時期に、適正緩衝包装に関する研究を合わせて行った。青果物は、輸送中の振動・衝撃から保

護するため、多かれ少なかれ何らかの緩衝包装が施されている。例えば、鳥取県の二十世紀ナシは複両

面段ボール箱にポリスチレン製のパックに入れられた状態で３段に詰められている。この緩衝包装が適

正であることを確認するには、それまで実際に輸送する実輸送実験しかなかった。労力と経費がかさむ

ことから、実際の輸送条件を室内で再現する輸送シミュレーション技術の開発に挑戦した。実際の輸送

で農産物に発生する輸送損傷を金属疲労の原理を応用し、定量化に成功した。実際の輸送で農産物に発

生する損傷度と同じ損傷度を発生させる振動条件を室内で再現する輸送シミュレーション技術を確立

した。この技術開発が私の博士論文の骨子となっている。諸先輩方の推薦により、日本食品工業学会奨

励賞（1990 年）及び科学技術長官賞（1991 年）を受賞する栄誉に浴することができた。 

1987 年、非破壊評価研究室長に就任して以来、研究内容はこれまでの鮮度・品質保持及び緩衝包装に

関する研究から近赤外分光法を中心とした非破壊品質評価に関する研究に変わった。非破壊品質評価に

関する研究で最初に手がけたのが近赤外分光法による果実糖度の非破壊計測に関する研究であった。モ

モ果実の近赤外スペクトルから果実内部の糖度を推定する方法の開発であった。試行錯誤の結果、「イ

ンタラクタンス法」と言う方法で丸のままの果実のスペクトルを測定し、そのスペクトルから果実糖度

を推定する検量モデルの開発に成功した。その後開発した温州ミカン用の「透過法」も含め、果実の非

破壊糖度測定に関する研究では世界的に参照される研究となっている。 

 2011 年 4 月、鹿児島大学農学部教授に着任してからも、近赤外分光法の農産物への応用に関する研究

を継続することができた。近赤外分光法の農産物品質評価への応用が連合大学院生の研究内容にもなっ

ている。 

 2016 年 3 月で定年退職を迎えるが、その後も近赤外分光法の技術普及に何らかの形でお手伝いできれ

ばと願っている次第である。短い期間ではありましたが、連合大学院の構成メンバーとして暖かく迎え

入れて下さった先生方に厚くお礼申しあげます。 
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朝ゼミから英語教育へ 

 

 

 

鹿児島大学教授 水産学部 

板倉 隆夫 

 

 1980年に北海道大学獣医学部の博士課程を修了し，鹿児島大学水産学部に赴任して36年が経ちました。

１つの学部にずっとお世話になったのは，ぬるま湯だったのかもしれませんが，良かったと感じていま

す。先日，私の最終講義・祝賀会に多くの卒業生が出席してくれました。学位を取得した者の中でも連

大を修了した者，学部や修士課程を出てから他所で学位を取得した者など，いろいろでしたが，現在の

彼らの活躍の原点が，私の研究室でのほぼ毎朝の「朝ゼミ」であったと，口を揃えて言ってくれたのが，

一番嬉しいことでした。この「朝ゼミ」は，研究室の最初の連大生が，分子生物学の基礎をきちんと勉

強したい，と言ったことから始まり，私の定年退職まで28年間続きました。 

 その「朝ゼミ」で，2008年から英語学習も始めたのですが，4年生たちの英語力の無さに，なんとか

しなければ，良いメソッドはないものか，と手を尽くした結果，当時岐阜大学教育学部の寺島隆吉教授

の記号研方式が良さそうだ，という情報を得ました。それは，動詞に丸を付ける，前置詞句を括弧で囲

む，という方式でした。寺島先生が夜間高校で教鞭をとっていた時に考案された方式でした。ただ，私

は，中学生時代から，英語を英語として理解することに努めてきて，英語と日本語の違いを克服するこ

との重要性を感じていましたので，自動詞を丸で囲み，他動詞は丸にさらに右端に角を付けて囲み（他

動性を表す），目的語に下線を付す，前置詞句は，副詞句は [ ]で，形容詞句は[ ]の右肩に「a」を付

ける，というルールにしました。この自動詞と他動詞の区別，副詞句と形容詞句の区別は，日本人にと

って本当に意外と難しく，さらに，他動詞＋目的語，名詞＋形容詞句は，日本語とは語順が逆になるの

で，これらに習熟することが，英文を返り読みせずに速く正確に読むことにも，リスニング（返り読み

ができない）にもつながります。さらに，形容詞句の発展形として関係節があります。この方式でやさ

しい物語から始めましたが，学生から「初めて英語がわかりました。」という声が続出しました。その

後，準動詞（不定詞，分詞，動名詞）の意味上の主語・補語・目的語，名詞節・副詞節・形容詞節など

を明示する方法も整備し，複雑な英文の意味を，単語の意味から「推測」する（でっちあげる）のでは

なく，構文と品詞から正確に理解するメソッドとして完成されてきました。英文の英語としての意味を

見えるようにする，ということで「英語の見える化」と称していますが，理屈よりも実際に効果がある

「現実解」として，水産学部「実用英語」の非常勤の先生方も賛同し，授業で採用して下さっています。 

 昨年度に引き続き，今年度も連大の「英語論文作成指導セミナー」を担当させていただきましたが，

理系の英文では，準動詞が多用され，前置詞句，関係節で何重にも修飾されることがありますので，「英

語の見える化」は極めて有効です。おかげさまで受講生の皆さんから高い評価をいただきました。 

 昨年4月より，退職後のことを考えて，社会人向けの公開講座「英語やりなおし講座」を始めました。

1年で20名ほどの受講（約1/3が鹿大職員）がありましたが，そのほとんどの方が，来年度も継続されま

す。その受講生の中に，教育学部で英語を専攻された方もいらっしゃいます。今の日本の英語教育では，

中学から大学まで，英語を英語として理解する教育ができていないようです。文学で感動するためには

当然ですが，理系でも，英文を読む力が要求されます。自分が書いた英文の論理性を判断するにも，読

む力が基本となります。 
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 私は，定年退職後は，学部の英語教育全般を担当する特任教授として残ることになりました。与えら

れた時間は多くはないと思っておりますので，より教育効果が高いメソッドを確立するために，非常勤

の英語の先生方のご協力を得ながら，がんばりたいと思っております。 
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し方を省り、チャチャチャのリズムで未来を拓く 

 

 

 

 

 

                                                   鹿児島大学教授 水産学部 

                                                                      門脇 秀策 

 

皆様、大変お世話になりました。お陰様で代議員としても有意義な研究・教育生活を過ごすことがで

きました。心から感謝とお礼を申し上げます。有難うございました。希望ある未来に向けて、連大生と

教職員皆様のご健康とご多幸と学生・教職員が共助する連大の益々の発展をお祈り申し上げます。 

 

１．連大生の皆さん、チャ! チャ! チャ!のリズムをつかんで 

苦しいとき、困難なときにこそ、これは好機 Chanceだと心を切り替えて、失敗を恐れずChallengeす

ることで、自分自身をChangeすることができます。挑戦をしつづけることは失敗ではなく、若いうちの

大事な経験です。それが強い意志を育むのだと考えます。まずやってみる、そしてできたことを継続し

ていく。 

ひとりでしようとしない、相談やヘルプを求めることも勇気です。でも責任転換して聞くのではなく、

決断は自分でしていくことです。人を変えることや近づかせることはできません。人は山や海です。山

や海に近づいていくのは自分です。自分を信じて、変わっていく自分を大いに楽しんで下さい。 

このチャ! チャ! チャ!のリズムをつかんで。今年は申歳。幸せの門（モン）を開く鍵（キー）は感謝。 

 

２．連大事務局の皆様に感謝とお礼 

 連大事務室の職員の皆様には、いつも、いつでも、そこにいて、連大生ならびに私達の目に見えな

い土台となってくださり、心から厚く感謝申し上げます。私も初めての代議員でわからないことばか

り、学生への対応、特別講義の連携、開催準備や連絡等をお尋ねすると、優しく、温かく、適確にご

協力を惜しまれない皆様に感謝です。ありがとうございました。 

 

３．代議員の皆様へのお願い 

 私には苦い思い出があります。それは、最終年の１年間だけ主査をお引き受けした学生が博士論文審

査会では一言の議論や疑義も無かった教授から、連大教授会で博士論文に対して突如反論され「否」に

なった国費留学生がいました。このことを通して、平成25年に連大代議員をご一緒させていただいた佐

賀大学の稲岡司教授曰く、「博士論文の最終審査のことですが、教授会が最終決定機関とは言え、博士

論文を審査するのではなく博士論文審査会の結論を支持するか否かという形がよかろうと思います。農

学は広い分野を包括するために、個人で審査できない論文が多くあると思われます。」（2014:本誌34

号,p9）のお言葉に私も全く同感です。今後の代議員会で議論をしていただきたいとお願い申し上げま

す。 

 さて、明年は連大の開設30周年。現在、国内外で活躍されている連大生は大勢います。来し方を省り、
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これまでの修了生の名簿（年次、氏名、国籍、専攻等）を含む記念誌を刊行して、現社会で活躍される

修了生同志の情報交流に資する「連大の絆」を深めてはいかがでしょうか。 

 

４．親父の小言 

 本原稿の出筆中になにやら外が騒がしいので、手を止めてベランダの扉を開けふと外に目をやると、

天空にヘリコプターが数機、鹿児島フルマラソンを中継中。背伸び深呼吸して、「さて退職後は何から

始めようか？」と。『そうだ! 大好きな温泉巡りで心身を立て直し、家内を道連れに日帰りフルムー

ンの鹿児島フロマラソンから始めよう！』と桜島を仰いだ。（ほほ笑み） 
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海藻研究者の３８年 

 

 

 

    

 鹿児島大学教授 水産学部 

                                                    野呂 忠秀 

 

 ２０１６年３月をもちまして３８年間に及んだ鹿児島大学水産学部での教員生活に終止符を打ちます。 

北大大学院博士課程を中途退学して母校鹿児島大学水産学部に助手として採用になったのは２８歳の時

でした。 

それからの研究は、「赤潮」、「磯焼け」、「紅藻サンゴモ（珊瑚藻）」、「藻場（造成）」、「褐

藻ホンダワラ」、「流れ藻」、「紅藻ソゾノハナ」、「カワゴケソウ」、「トコブシ」と、その対象は

目まぐるしく変わりましたが、自分なりには関連性のあるテーマを一貫して追いかけてきたつもりです。 

研究方法も、海に潜り（３回溺れかけた）、船に乗り（マニラ湾では調査ボートが転覆して漂流した）、

小型飛行機を操り、無線操縦のヘリコプターも使いましたし、海藻の無菌培養をしたかと思えば、細胞

を電子顕微鏡で覗くと多岐にわたりました。研究の目の付け所に誤りはなかったと自負しますが、いず

れの研究もその奥義を極めるには至りませんでした。 

鹿児島大学の学生時代に奄美や沖縄の魅力に取り憑かれ、それからは現在に至るまで足繁く島嶼に通

いました。沖縄では泡瀬干潟の埋め立て問題に政府系委員として関わり一時は御用研究者との謗（そし）

りを受けました。有用海藻の調査のため毎月のように奄美大島に通ったこともありましたが、その縁で

夏休みを利用して奄美大島のエコツアーを行いました。 

 日本とは違う文化の外国で暮らすことが大好きでした。フィリピンの田舎の水産学校でお雇い外国人

教師をしたのが縁で自称フィリピン通となり、文科省の海外学術調査のさなかにマニラ郊外でクーデタ

ーに巻き込まれたこともありました。シドニーではオペラハウスの前で潜り、クアラルンプールではマ

ラッカ海峡研究所の設立に深く関わりユーラシア大陸の最南端やアフリカの西の端でも潜りました。こ

の間の海外生活は合計４年の長きに及びますが、すべて出張扱いにしてくれた鹿児島大学には恩義を感

じます。 

 卒論や修論で直接世話をした学生は約百名ですが、連大で博士を取得した学生は４名だけで、結局、

代議員も経験していませんので、連大への貢献はわずかでした。しかしこの４名の連大終了生は日本、

フィリピン、インドネシアで藻類研究者として立派に活躍しており、その業績は私のレベルを追い越し

ていることも誇りです。 

 徒党を組めない我儘な性格でありましたのでこの３８年間には多くの恩師や諸先輩、同僚、学生諸氏

と家族にご迷惑をおかけしたことについて、この場を借りて深くお詫びします。しかし、この我儘も、

自らの信ずる目標に向かってのことであったとは言い訳です。 

学生時代も含めると４２年間を鹿児島大学とともに過ごしたことになります。これは我が人生の半分

を鹿児島大学とともに歩んだことで、愛する母校の発展に微力ではありますが関われたことを誇りに思

います。この退職を期に潔く鹿児島大学を去る覚悟です。後に幽霊になっても未練がましく鹿児島大学

に出没することはありませんのでご安心ください。 
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退職に当たって 
 
 
 
 

琉球大学教授 農学部 
 上野 正実 

 
この度，３５年間勤務させていただいた琉球大学を定年退職することになりましたので，ニューズレ

ターの紙面を借りて「鹿児島連大」および関係の皆様に御礼を申し上げ，併せて，皆様にエールを送

りたいと思います。 
筑波大学勤務の 3 年間を加えると 38 年間の教員生活は，長かったような，あっという間だったよう

な気がします。この間，相対的にゆったりとした大学にも学科改組，連大への参加など大きな変化が

ありました。法人化に伴って教官から教員に変わったこともそのひとつです。 
現在，連大は当たり前の存在となり，何気なくその教員として活動していますが，準備段階から設立

後の運営において様々な紆余曲折があったと聞いています。研究室の前任の教授・泉裕巳先生が琉大

の代表として設立準備に係わられていたので，様々な苦労話を聞く機会がありました。いよいよ連大

設立という段階で，独立大学院を創りたいという本学中枢の意向によって，琉球大学農学部は抜ける

ことになってびっくりしたものです。その後，参加を認められて今日に至っていますが，当初は何と

なく引け目を感じたものです。初代研究科長の河原田先生は学部時代の恩師で，仕事の関係でお会い

する際など暖かく迎えてもらいありがたく思ったものです。 
最初の頃は，「連大なんて・・・」という雰囲気が学界に根強くありましたが，今では押しも押されも

しない存在に成長しております。学位審査は地方大学に大きな変化をもたらしました。特に，社会的

責任に対する私たちの気持ちの持ちようは劇的に変わり，地方大学は「活性化」しました。同じく，

関連学会の活性化にも大きく貢献しました。慢性的な会員の減少と投稿論文の減少に悩んでいました

学会を連大が救ったと言っても過言ではありません。時が経ってインパクトファクターや国際誌が重

視されるようになって，再び窮地に陥っている学会も少なくありませんが。 
博士課程の学生の指導はそれなりの苦労はあるものの，学部学生や修士学生とは異なる次元で話がで

きて，非常に楽しいものでした。直接指導した学生の数は多い方ではありませんが，彼らと一緒に国

内学会や国際学会を先導する研究が展開できたと思っています。学位取得後，国内外の各方面で活躍

している彼らの姿を見ると，うれしくなります。代議員を務めたことも貴重な経験でした。 
さて，連大は第一ステージの整備から次の発展に向けた第二ステージに入ったと言えます。一方，大

学を巡る環境は設立時に比べて極めて厳しい状況になり，特に予算面で年々厳しくなる一方です。こ

のため，何をどうするのか，多いに知恵を絞る必要があります。連大の特徴は「ネットワーク」であ

ると考えています。設立時にはその概念はなかったと思いますが，これほど現代にマッチしたシステ

ムはないでしょう。ネットワークは個々の要素の力不足をカバーできます。三人寄れば文殊の知恵と

はよく言ったものです。加えて，一旦できたネットワークはどこまでも伸ばすことができます。その

気になれば海外であっても可能です。幸いなことに連大修了生は海外に多数いて，大学その他で活躍

しています。早い時期の留学生は多くが組織の要職についています。今後，彼らとの連携を具体的な

形にしていくことが，連大の生き残り・発展につながると思います。一昨年，琉大でフォローアップ
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セミナーが開催されましたが，その際，この想いを強くしました。連大の強みを活かしていくことが

重要と思われます（SWOT 分析）。 
現状に満足せず，他の連大や大学院を引っ張れる存在になって欲しいとの願いを込めて，改めて皆様

に御礼申し上げます。 
 

 

 

 

鹿児島大学教授 水産学部 松岡 達郎 

 

琉球大学教授 農学部 安谷屋 信一 
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◇旧代議委員の挨拶 

 

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 

                                鹿児島大学教授 農学部 

                                         玉置 尚徳 

 

 長いようであっという間の２年間でした。私は代議委員を拝命するまで、連大のシステムをあまり良

く理解していませんでした。しかしながら、ほぼ毎月行われる代議委員会に参加することで、連大に対

する理解も深まり、代議委員会の重要性も認識できるようになりました。私の場合は、ルーチンの業務

として入試と教務に関連する事項を担当しましたが、これ以外にも代議委員の多岐にわたる仕事を経験

することができました。それは、例えばセミナーの講師選定であったり、セミナーの計画・実行でした。

平成26年度には、研究科長裁量経費をいただいて分野別セミナー（農芸化学）を鹿児島大学において開

催しましたし、平成27年度には、鹿児島大学農学部が当番となり農学特別講義（一般セミナー）を3日

間にわたって開催しました。いずれのセミナーにも鹿児島大学、佐賀大学、琉球大学の教員、連大生に

参加いただいて活発に討論していただくと共に交流を深めることができたことは、連大の活性化に向け

たイベントとしてうまく機能したのではないかと思っています。またいずれのセミナーでも連大生のみ

ならず修士課程の学生に参加を促すことで連大生への動機付けの機会を提供しました。 

 代議委員となって良いこともいろいろとありました。ひとつは、異なる分野の先生方と知り合いにな

れたことです。私の属する応用生命科学専攻では、連大の教授会に合わせて懇親会を行うので、同じ分

野の佐賀大学や琉球大学の先生と知り合う機会には恵まれていますが、他の分野の先生とお話しする機

会はありませんでした。代議委員会では、年に数回、会議終了後に懇親会が計画され、他の分野の先生

方や事務の方々と交流する機会があり、まさに異文化交流のように楽しい話をすることができました。 

また、あるときには代理で全国の連大研究科長会議に出席するため、鹿児島大学農学部の西野先生と鳥

取まで出向きました。鹿児島連大のことですら十分に分かっていないのにとも思いましたが、他の連大

の現状、問題点、取り組みなどを聞くことで、今後の鹿児島連大の方向性を考える大変貴重な機会とな

りました。 

 2年間にわたり代議委員を務めることができたのは、杉元研究科長、山本副研究科長（平成26年度）、

大富副研究科長（平成27年度）と代議委員の先生方、そして連大事務局の皆様のご指導ご支援のおかげ

です。今後は、一構成員として側面から連大をサポートしたいと考えております。２年間お世話になり

ありがとうございました。 
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代議委員の任期を終えて 

 

 

応用生命科学専攻     

食品機能科学連合講座   

鹿児島大学教授 水産学部 

                        上西 由翁 

 

 寄稿の送付にあたり、代議委員を拝命した２年前の就任の挨拶を読み返してみました。そこには、で

きたばかりの連大に入学した際の動機や研究を進めていた上での思い出、お世話になった先生・同期の

皆さんへの感謝の気持ち、連大修了後の足取りなど、連大が私の人生の分岐点だった思いを綴っていま

した。私が学生だった頃を思い起こすと、ちょうどコンピュータが普及し始めたばかりで、データの取

得や分析はもっぱら手作業、発表もスライドでした。今では、コンピュータの発達にあわせて分析機器

も進化し、それから得られた高度なデータの高度な解析の美しさ、いつしか発表と呼ばなくなったプレ

ゼンテーションの素晴らしさを微笑ましく思います。 

早いもので、代議委員の２年間の任期が終わりました。私の所属は水産学部ですが、連大では食品機

能科学連合講座に所属していることから農学系の先生方や学生と接することが多く、この２年間、入学

試験での口頭試問や公開審査会を通して、多くのことを学ばせていただいたように思います。通常では、

まず知り合うことがない異分野の先生方と学生に接することができたことは、私の大きな財産となりま

した。また、代議委員の仕事としてプロジェクト研究の選定をしますが、その際、連大に所属している

先生方の研究内容が広い分野にまたがっていることや大学間での共同研究などが行われていることを

知り、改めて連大の素晴らしさを感じることができた２年間だったと思います。 

 代議委員会の後に、各大学・学部巡りで年５～６回（もっと多い先生・事務職員の方もいますが･･･）

の懇親会があります。ご当地ならではのお刺身、焼き魚の魚種を調べるために解体しながら食べたこと、

海苔をつまみに話題の日本酒・焼酎・泡盛を飲み比べたこと、お酒が進むにつれて研究の笑える失敗事

例やホットな話題など、農水の専門の先生方や事務職員の皆さまが集い語り合い、夜の代議委員会も活

発に盛り上がりました。 

最後になりますが、この２年間は本当に楽しい思い出ばかりです。これも、杉元研究科長や代議委員の

皆さま、連大の事務局の皆さま、夢をかなえようと努力している学生の姿があったからと思います。こ

れからも、微力ながら連大に貢献できればと思っています。連大のますますの発展を祈念しています。 
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代議委員の任期を終えて 

 

 

                               生物生産科学専攻 

                                地域・国際資源経済学連合講座 

                               琉球大学教授 農学部 

                                          内藤 重之 

 

 ２年間、代議委員ならびに入試委員、教務委員を務めさせていただきました。また、１年目には入試

問題作成委員、２年目には人材養成学生支援セミナーⅠの担当などをさせていただきました。わからな

いことばかりの１年目は非常に長く感じましたが、少し余裕のできた２年目はあっという間に終わった

というのが実感です。 

毎月開催される代議委員会に出席するために、沖縄からは金曜日から土曜日にかけて１泊２日の出張

となりますが、当初は毎回泊まりがけで出張するほど話し合うべきことがあるのか疑問に思っていまし

た。しかし、いざ代議委員会に出席してみると、毎回、議題や懇談事項など多くの案件があり、周到に

準備された資料に基づいて活発に議論がなされ、早く終わることはほとんどありませんでした。設立後

すでに30年近くが経つ鹿児島連大ですが、新たな問題や懸案事項への対応が必要であるだけでなく、運

営の改善や見直しなど連大をよりよくするために多くの話し合いがなされたのです。そのなかで、どれ

だけ建設的な意見を述べることができたかわかりませんが、個人的には非常に多くのことを学ぶことが

できました。 

また、泊まりがけで出張できたお陰で、年５回程度開催される懇親会だけでなく、毎回晩遅くまで代

議委員の先生方や鹿児島大学の先生方と親睦を深めることができました。懇親会では各大学の異分野の

先生方から普段はなかなか聞くことのできない興味深いお話をたくさん聞かせていただきました。幅広

い知識を必要とする農業経済学が専門の私にとってはたいへん勉強になりましたし、人間性を豊かにす

るうえで、雑学はとても重要だと思っていますので、非常に有意義な時間でした。これらの方々と知り

合えたことは、大きな財産になると思います。 

 さらに、懇親会は好きですが、あまりお酒が飲めない私にとって鹿児島と佐賀の食べ物は最高でした。

これまでも鹿児島では研究科教授会の際などに美味しい料理に舌鼓を打ってきましたが、この２年間は

とくに連大事務係の方や鹿児島大学水産学部の先生にお店を紹介していただき、毎回、美味しい料理を

堪能することができました。ここ数年はもうこれ以上成長しないように気をつけていたのですが、お陰

で３kgほど成長してしまいました。出張先で１人だけ美味しい料理を食べていることと土曜日に家を空

けて家庭サービスができない罪滅ぼしに、毎回、保冷バックを持参し、沖縄ではあまり購入できない鹿

児島県産のお肉や魚介類などをお土産に持ち帰りましたが、家族からも大好評でした。 

 学会や研究会だけでなく、調査でも休日にかけて出張することの多い私にとって、代議委員として毎

月定期的に土曜日まで出張することは大きな負担ではありましたが、その一方で得るものも多く、楽し

みながら２年間務めることができました。お世話になりました杉元康志研究科長をはじめ、構成大学の

代議委員の先生方、鹿児島連大と琉球大学農学部の事務の皆様に心よりお礼申し上げます。これからも

構成員の１人として、連大の教育・研究に貢献していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い

します。 
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“一期一会” お世話になりました！ 

 

 

                                農水圏資源環境科学専攻 

                                  地域資源環境工学連合講座 

                                 琉球大学教授 農学部 

                                           芝 正己 

 

長いようで短かった代議員の2年間を無事、勤めさせていただきました。 

毎月1回、時には2回、他の諸々の出張を加えれば、それこそ毎週のように那覇空港に通った事もあり、

時間的には少し大変な時もありましたが、連大の先生方や事務の皆様とお会い出来るのが楽しみでした。

また、いきつけの店も出来て、プラスαのお楽しみの時間も楽しみの一つでした。 

 2年前、就任のご挨拶の際に本研究科の留学生の数に触れました、割合が半数に迫ろうとしていると。

事実、私の研究室から本研究科に進んだのも、マレーシアの女性2人でした。彼女達は無事卒業し、それ

ぞれ元の職場に戻って研究を続けています。彼女達が連大で学んでいた間に日本を好きになっていてく

れたとしたら、そして、もし、「その好きさ加減」が彼女達の教え子を送り出してくれる程であったな

らば、連大にとって、これ程のプラスの連鎖はありません。今は、それを祈るばかりです。 

 この「プラスの連鎖」が必要なのは、彼女達のケースばかりではありません。連大を卒業していった

学生全てに言える事なのですが、その中でも発展途上国の留学生は帰国後、本国の中核として期待され

ています。その為、彼らの持つ「プラスの連鎖」の力は、非常に大きい。その非常に大きい「プラスの

連鎖」が継続して続くような連大側の仕組み作りも早急に必要になってくると考えます。  

 任期中、「Rendai-HCP2015」（連大ホームカミング支援プログラム2015）という新旧留学生交流プロ

グラムを企画しました。それは、連大卒業生の旅費を補助して研究室へ里帰り、という内容のものであ

ったのですが、短期間でのアナウンスであったため先方の日程調整が付かない、というケースがあった

のが残念でした。また、この原稿を書くに際して、2年前のNewsletter 2014 No.34を読んでいましたら、

琉大の及川先生が川満先生ご提案の”フォローアップセミナー”の事を書いておられたのに気が付きま

した。このフォローアップセミナーも研究科長裁量経費による単年度プログラムでありましたが、もう、

こうした内容のものが通年プログラムとしてあってもいい時期なのではないかと思います。 

「プラスの連鎖」をキャッチする。そうした連大からの積極的な働きかけもないと、一地方大学院とし

てこれから生き残りは難しい。そんな事を考えながらの2年間でした。 

 最後になりましたが、この2年、多くの方にお世話になりました。 

冒頭でも述べましたが、終わってみれば楽しかった事ばかりが思い出されます。 

杉元研究科長はじめ鹿児島大学、佐賀大学の諸先生方、また、事務室の皆様には大変お世話になりまし

た。 

ありがとうございました。 

微力ではありますが、これからも連大教員の一人として力を尽くしたいと思います。 
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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 

佐賀大学 農学部 

鈴木 章弘 
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◇新代議委員の挨拶 

 

鹿児島連大の恩恵にあずかる 

 

 

 

生物生産科学専攻 

地域・国際資源経済学連合講座 

佐賀大学教授 農学部 

                                         白武 義治 

 

この度、鹿児島連大の代議員の大役を仰せつかりました佐賀大学農学部の白武義治と申します。確

か 11～12 年前に本連大の代議員を経験させて頂きましたので２度目になります。前回はひどく緊張し

ておりましたが、その状況は今回も同様です。今回も連大運営に微力ながら尽力させて頂ければと考

えております。ご指導宜しくお願い致します。 

私は、佐賀大学農学部の生物環境科学科地域ビジネス開発学分野に在籍しております。流通情報経

済学に関わる教育と研究を行っています。農産物の流通と市場構造を分析して産地の市場対応を検討

するほか、生産財・農地・農業労働力・農業金融・農業情報など農業関連市場の実態と問題点につい

て実証的研究を行っています。近年は、特に農商工連携事業の展開条件、地域資源循環システムとそ

の意義、地域食品製造業のマーケティング戦略に関する研究を行っています。研究調査対象地域は、

日本国内九州を中心として、東南アジア、南アジア、アフリカなどです。 

私は鹿児島連大にたいへんお世話になりました。退職まであと 2 年ですが、さらにお世話になると

思います。これまで、10 名（スリランカ 4 名、インドネシア 2 名、バングラデシュ、中国、韓国、マ

ダガスカル各 1 名）の学生が鹿児島連大において博士の学位を取得させて頂きました。それぞれが帰

国し、今では大学での研究・教育者、国立研究所での研究員などに就き、自国発展の為に頑張ってい

ます。ある時期には、数人の院生が在籍し、切磋琢磨して研究に昼夜励み、国内外の多くの学会で盛

んに研究成果発表を競って行っていた頃もありました。彼等は、研究論文が受諾され、シンガポール、

オーストラリア、アメリカ、ガーナ、バングラデシュなどで開催された大きな国際学会でも研究報告

を行いました。その状況をみて非常にたくましく思い、愉快に感じた時期もありました。私は、一貫

して現地へ同行して行う実態調査研究の姿勢を崩さずにやってきましたので、いくつかの国では随分

と農業と農産物流通を巡る実態にはまりこみました。現在はバングラデシュ出身である博士課程２年

のスルタナ・マヤさんが在籍するだけですが、入学して既に現地での大規模な実態調査を 2 回行いま

した。現地大学の協力を受けて行い、10 名位の現地学生に調査員としてサポートして頂きますが、彼

らも実態調査を通して多くのことを学んでいるようです。このような現地調査の中で、大学間交流の

重要さも感じました。特筆すべきは、このような現地調査では鹿児島連大の卒業生達が親身になって

支援、現地指導をしてくれたことです。非常に有難いと考えております。 

最近、非常に嬉しかったことが２つあります。1 つは、本連大卒業生のうちスリランカのアマラツ

ンガ・サンパタ氏が 2014 年末に首都の国立総合大学の学長に選出されたことです。彼は、学長就任後、

当国の教育研究に多大な貢献をされているようです。2015 年 10 月にはアメリカ出張の帰路、佐賀大

学学長を表敬訪問されました。2 つは、国際農業農村協同組合学会が 2015 年 11 月 13 日に創立され、
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その本部が本連大構成校である佐賀大学農学部におかれたことです。そのベースは、鹿児島連大の支

援を受け「アジア農業の研究に関する国際シンポジュウム」を 2006 年度より 10 年間連続して開催さ

せて頂いたことにもあると考えています。本国際シンポでは、鹿児島連大の地域・国際資源経済学連

合講座卒業生の多くが研究成果報告の機会を与えられましたが、2012 年の国際協同組合年には国際協

同組合シンポも併催し、連大生を始め地域の関連分野に勤務する多くの方々が活発に討議しました。

今後、本学会では、我国を始め中国、台湾、韓国の研究者が中心となり運営に当たりますが、会員が

本連大卒業生を含めアジアやアフリカ、ロシア、ドイツ、イギリスへと急展開し、各国の農業農村協

同組合を巡る実証的研究が報告され、その多岐にわたる情報が豊かな地域農業発展やその担い手育成

に寄与していくものと期待されます。以上のことは、鹿児島連大のご支援の賜だと考え、感謝してお

ります。 
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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 
鹿児島大学教授 農学部 

北原 兼文 
 
 学科長の任務も終盤になりホッと安堵していた頃、前委員の玉置先生から連大代議委員の就任の依

頼がありました。お話しを伺ったときは戸惑いもありましたが、各構成大学の先生や様々な出身国の

留学生との交流が広がるとのことで、初めての経験として有り難くお引き受けしました。籾井研究科

長のリーダーシップのもと連大の発展に向けて頑張りたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 
 これまで連大では、ほとんどが第 2 副指導教員や論博審査委員として務めてきました。3 年ほど前

に初めて主指導教員として鹿児島県職員の社会人学生を引き受けました。年限内の学位取得を目指し

て頑張ってきましたが、丁度、所属機関が鹿児島県大隅加工技術研究センターに改組されて移設する

時期と重なり、また当該学生が中堅どころで多忙な本務もあって、残念ながら 3 年間で学位をまとめ

上げることはできませんでした。社会人学生の学位取得の困難さと私自身の力不足を感じていますが、

幸いにも現役社会人の生活は保障されていますので、今も少しずつ確実に作業を進めており、この学

位取得成就の際には学生とともに喜びを分かち合いたいと励んでいるところです。 

 私の専門分野は糖質化学で、藤田清貴准教授と協同して、サツマイモなど根菜類の澱粉や細胞壁多

糖類の化学と用途開発および植物由来難消化性糖質に関わる分解酵素の機能解析に取り組んでいます。

前者では、関係機関との共同研究によりサツマイモ品種「こなみずき」を開発しました。この品種の

澱粉は、分子構造の特殊性に起因して、従来の澱粉よりも低温で糊化することや、澱粉ゲルが変質し

にくいなど、これまでの天然澱粉には無い特殊な性質を持っており、新たな食品素材として利用され

つつあります。また、芋類では初めて見出されたサツマイモの高アミロース性澱粉の分子構造と機能

解析を行っています。後者では、植物細胞壁に存在するエクステンシンやアラビノガラクタンプロテ

インなどの糖タンパク質について、難消化性の糖鎖がヒトで消化されずに大腸に到達した後、ここで

ビフィズス菌が資化する仕組みを解明しています。これまでにいくつかの新規な糖鎖分解酵素を見出

し、新たな EC 番号と GH 番号が付与されています。 

 今のところ連大の代議委員の職務は十分に理解できておりません。しかし、これまで培われてきた

連大の仕組みは、構成大学間の切磋琢磨、協奏と競争により成り立っているもので、希有で貴重な組

織であろうと思っています。学生・事務・教員連携のもと、我々の教育研究の基盤組織として引き続

き支えていきたいと考えます。 
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ご挨拶 
 

 

 

                                応用生命科学専攻 
食品機能科学連合講座 
鹿児島大学教授 水産学部 

木村 郁夫 
 

平成 28 年度より代議委員を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。私は 2009 年に鹿児島

大学に赴任致しました。それまでは、民間企業の日本水産株式会社で研究開発を 27 年間行ってきま

した。また、その内 2 年間は、独立行政法人 水産総合研究センター中央水産研究所に民間から初め

て出向し利用加工部長を務めました。産官を経験し、現在は「学」で 8 年目が始まりました。2016
年の 3 月に私の研究室生え抜きの学生が 4 年生から 6 年間で学位を得て 4 月から就職を致しました。

とても面白い研究をしてくれたので、この間は“あっ”という間でした。現在は社会人学生の方が頑

張っています。また、今年私の研究室の修士 1 年となった学生も連大への進学を希望しており、優秀

な学生が集まってくれて大変幸せと思っております。私の研究室の伝統ができつつあります。それは

大学院に進学が決まった学生は、4 年生の卒業研究の内容を学会で発表するというものです。今から

40 年前に私が学生の時に指導いただいたことと同じことを実践しています。今年は２名の学生が発表

しました。3 月末の学会ですので、身分は学部生ですが、しっかりとした発表と質疑応答を行ったの

で、おそらく修士の学生と間違われたと思っています。研究を進める心構えが、できてきていると実

感できました。 
 私の研究室の研究・教育活動は、水産の現場に直結した課題に取組んでいます。例えば、一般的な

冷凍流通温度である-20℃で水産物を保存すると血合肉の褐変（ミオグロビンタンパク質のメト化）が

進行しますが、この変化を抑制する技術の研究開発を行っています。この技術は水産業界で未だ解決

されていない重要な課題です。具体的には、鹿児島はブリ類の養殖が日本一ですが、このブリを輸出

する際に冷凍状態で輸出すると、１ヶ月程度の流通過程で血合肉が褐変化してしまい商品価値を失い

ます。変色を防止する手段として一酸化炭素処理を行い、CO ミオグロビンを形成させる方法があり

ますが、この CO ミオグロビンは非常に安定なため肉自体の鮮度が低下して食用に適さない場合でも、

きれいなピンク色を示すため、鮮度誤認の問題があるので日本、アジア諸国、EU、オーストラリア

などでは禁止されています。一方、米国では CO 処理が許可されているため、ブリ輸出の約 84％は米

国へ輸出されているのが現状です。米国以外の国への輸出が異常に少ない原因を解決すれば輸出量は

飛躍的に伸びる可能性があります。私達は魚肉中に含まれるエネルギー物質の ATP(アデノシン三リ

ン酸)がミオグロビンのメト化を抑制することを発見しました。ATP は魚の死後経過とともに減少し

ますが、魚肉中に高濃度の ATP を残して冷凍保存するとメト化の進行は抑制されることを明らかにし

ました。この技術を実用化するために、現在、ブリ水揚げ時のストレスを低減する装置や全自動高速

魚体処理機の開発を行う機械メーカー、養殖会社十数社、鹿児島県水産技術開発センターと共同で研

究開発を進めているところです。数年以内に私達の技術を用いた一酸化炭素処理を行わない冷凍ブリ

が世界中の市場に届けられることになるでしょう。ちなみに、EU などでは魚を刺身や寿司などで「生

食」する場合は、寄生虫（アニサキス等）症のリスクを避けるために冷凍解凍したものを提供するこ



－24－

とが法律で規定されており、冷凍解凍処理をしても高品質を維持できる技術の確立が必要とされてい

ます。EU に生食用の水産物を輸出するためには高品質冷凍技術は必須ですので、私達が開発してい

る技術はさらに活用されるものと思っております。 
 鹿児島の水産業の特徴の一つは島嶼圏水産業です。島嶼圏では非常に美味しい魚が漁獲されますが、

大消費地に輸送するのに時間がかかるため鮮度優位性を築くことは難しいのが現状です。一尾一尾が

大きいので、漁獲後鮮度維持をして高濃度 ATP を維持した冷凍品を生産する研究を与論島の漁業者の

皆さんと進めています。これは、鹿児島大学が平成 26 年度に文部科学省の「知（地）の拠点整備事

業」に採択され、その事業の一環としても行われており、学生と与論島へでかけて漁船に乗船させて

いただきサンプリングと品質分析等を通した研究活動を進めています。島嶼圏水産業をいかにして儲

ける漁業へ転換するかが現在の重要課題ですが、私達の研究成果の実用化を通して貢献して行きたい

と考えております。 
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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 

                                 琉球大学教授 農学部 

                                           中村 真也 

 

 本年度より代議員を務めることになりました琉球大学の中村です。ご迷惑をおかけすることが多く

あると思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 連大と私の関わりは博士課程に進学した1998年に始まりました。連大では、学問、研究に関する多

くを学べただけでなく、人生をどう歩むかを考えるにあたって範となる良い師に恵まれました。専門

分野の複数大学の研究者から指導を受けることができる連大のシステムは研究の質の向上に効果的で、

また、教員になった後は他大学の先生方のご活躍の様子を身近に見るよい機会を提供してくれました。 

 さて、この原稿について思案している最中、4/14の前震に端を発し、4/16の本震、さらに多くの余

震を伴う「熊本地震」が発生しました。家屋の倒壊に加え、土砂災害の報告が届いており、阿蘇を中

心とした地域の数多くの崩壊、地すべり等の土砂移動現象の発生は、この地震の特徴のひとつと言え

そうです。私の専門分野は、農村地域の土地保全と防災に関する教育研究であり、特に「崩壊・地す

べりの土質力学特性と安定問題」を研究の柱としていることから、熊本県砂防課からのご要請や日本

地すべり学会現地調査団のアレンジのための情報収集・調整でここ数日少し慌ただしく過ごしていま

す。このようなときに緊急の課題の解決のためにできるだけ支援するということを、地域の大学の研

究者として大事にしたいです。また、この状況に適切に対応できる人がこの地域にどれだけいるかと

いうことも，教育機関である大学のひとつの責任であり，この分野の大学人がそういう意識を持って

社会との関わってきたかが，こういった場面で問われることになると思います。本地震により亡くな

られた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げま

す。また、被災地の1日も早い復興を祈念しております。 

 緊急時といわずも、鹿児島、佐賀、沖縄のそれぞれの地域では、連大の関わる様々な分野において

いくつもの課題を抱えています。分野の本流と言える事柄に課題があれば、地域の大学の研究者には

これを解決しようと試みる責任があると思います。そのような地味ながらも堅実な研究の中から世界

に発信できる成果が生まれるというのが理想的かなと感じています。また、教育は、カリキュラムの

内容と連動した研究活動に支えられて深みが増し、より効果的なものになると考えます。ややもする

と時流に乗った研究や自らの興味が先に立った研究をテーマとして選んでしまいそうになりますが、

分野の本流の仕事をしっかりと担うことを第一とし、これを良い教育に繋げ、地域を担える人を育成

できるよう努力したいです。 

 研究者としての責任に関して、地域の大学・大学院の教員はどうあるべきかということについては、

今も自ら再確認を繰り返している問いですが、大枠の方向性を定めることができたのも連大の先生方

との関わりからでした。連大の教育研究のさらなる質の向上に微力ながら貢献したく、代議員の仕事

に熱意を持って取り組みたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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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 
琉球大学 農学部 
本村 恵二 
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◇新入生の素顔 

 

平成 27 年 10 月入学（10 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 
 

中原
なかばる

 麻衣
ま い

 （日本） 

 

 

研 究 題 目：植物ストレス診断に基づいた節水灌漑に関する研究 

主 指 導 教 官：川満芳信（琉球大学） 

第一副指導教官：酒井一人（琉球大学） 

第二副指導教官：籾井和朗（鹿児島大学） 

 

はじめまして．10月から入学しました中原麻衣と申します．くまもん県の熊本出身です．入試前に沖縄に

来て今沖縄3か月目になります．毎日亜熱帯の植物をみたりこちらの文化に触れたりして驚きの日々です．

大学生活においても，研究室にいると時々外からヤギの鳴き声が聞こえたり，鳥の鳴き声もすずめのチュン

チュン・・・ではない澄んだ高い音が聞こえてきたり，なんだかエキゾチックです．最近はスターフルーツ

を初めてみて感動しました．日本にいながら気候帯の違うところで研究が出来るというのはとても新鮮かつ

贅沢なことだと日々感じています． 

私は水の問題に関心があり，大学院まで灌漑利水の研究室に所属していました．沖縄では干ばつの問題や

離島の食料問題など解決が求められる現場の課題が数多くあることを実感し，この地で最小限の水で作物生

産を高められるような節水農業の方法を確立させることができるような研究に励みたいと思っています． 

ところでみなさんはスイーツが好きですか？私は博士で主に扱う作物がサトウキビになりました．サトウ

キビの栽培から砂糖をつくる製糖工場，そこから流通してお菓子になり私が食べるまでといったお砂糖につ

いての勉強も現在しているところです．サトウキビ生産が行われている沖縄の離島は国端なので，その島に

キビ生産をする住人がいるというのは国防においても重要です．また砂糖は換金作物としての歴史が古く（薩

摩藩は幕末の時に沖縄から徴収した砂糖で換金した資金で軍事品を購入していました），食料生産は国防また

貿易などに本当に直結しているのだなと，日本の端っこの県に住んでみて改めて実感しています． 

疲れたときに食べるとほっとする甘いもの．皆さんにいつでも美味しく食べていただけることができるよ

うに，お砂糖の原料サトウキビの収量や糖度を上げることのできるような灌水の研究を，これから行ってい

きたいと思います．是非沖縄にも遊びに来てくださいね．ゆんたくしましょう． 
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Islam
イスラム

 M d
モハマド

. Rasadul
ラ サ ド ー ル

 (Bangladeshi) 
 

 

 

Title of Research: Genetic regulation of juvenile growth in soybean 

Advisory Professor: Shao-Hui, Zheng (Sags University)  

First Vice-Advisory Professor: Toyoaki ANAI (Sags University) 

Second Vice-Advisory Professor: Yoshinobu KAWAMITSU ( Ryukyus University) 

 

I find it a privilege to share some of my information expecting that would lead to build a productive professional 

network. I am Islam Md Rasadul from Bangladesh, passed B.sc.Ag. (Hons) and Master of Science (M.S.) from 

Bangladesh Agricultural University, Mymensingh in 2010 and 2012 respectively. Now, I am attached doctorial program 

in The United Graduate School of agricultural Science, Kagoshima University ( Allied: Saga University) and also 

engaged as a teaching staff of EXIM BANK Agricultural University, Bangladesh. 

Soybeans [ Glycine max (L.) Merr.] are used as the food materials mostly in Asia. However, over 90% of soybean 

production is carried out in North and South America. Soybean self-sufficient rate in the Asian region is less than 30%. 

In Bangladesh, soybean is a minor crop concentrated only in few distinct locations. The total cropped area of soybean is 

5000 ha and the total production of the country stands at 4000 tons but requirement is more than this. So, Every year 

government has to import Soybean or Soybean oil. Despite suitable climatic and edaphic conditions to grow soybean. So, 

my research motto is determinate genotypic combinations that lead to a higher or more stable yield in soybean. 

 All praises are due to “Almighty Allah” who has kindly given me ability to come Japan and I specially glad to 

expresses my deep sense of gratitude and heartful thanks to respective Professor Zheng, Shao-Hui, his continious 

guidance, passion, research enthusiasm and understanding inspires me to be a better research on every day, expresses 

thanks to my First Vice-Advisory Professor: Toyoaki ANAI , Second Vice-Advisory Professor: Yoshinobu 

KAWAMITSU for their guidance on my research. 

I am indebted to my parents, wife, brothers and sisters who had sacrificed their happiness to make this study possible 

for the remaining three years of my stay in Japan, I hope and pray that I will be able to finish my research and obtain all 

the academic requirements on designated time and go back home to serve my beloved country. 
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【生物生産科学専攻・Science of Bioresource Production】 
動物資源生産科学・Animal Resource Production 

 

溝部
み ぞ べ

 大和
や ま と

 （日本） 

 

 

研 究 題 目：哺乳動物卵子の研究からヒト卵子の研究へ 

主 指 導 教 員：三好和睦（鹿児島大学） 

第一副指導教員：大久津昌治（鹿児島大学） 

第二副指導教員：建本秀樹（琉球大学） 

 

生殖補助医療（ART）とは体外受精に代表されるように、体外で卵や胚を操作する生殖医療のことであり、今

や不妊症の最も重要な治療法である。1978 年、イギリスで最初の体外受精児の誕生が報じられて以来、ART

は急速に進歩、普及してきた。これまでに、体外受精および関連技術で生まれた子供は400万人を超えてい

ることが報告されており、日本においては累積30万人を超えている。ARTにより出生する児は年々増加して

おり現在では年間に出生した児の30人に1人はART治療により誕生している。ARTにおいて、卵や胚の体外

操作は最も重要な技術である。卵や胚の操作において、日本では当初、ART を専門とする医師や臨床検査技

師が携わっていた。しかし、専門的な知識に乏しく、胚操作に不慣れであることから、思うように妊娠が成

立しない状況であった。この問題を解決するために、動物分野で構築された生殖技術をヒトに応用しようと

する試みがなされた。哺乳動物の卵や胚を日常的に実験に供している関係者が注目され始め、徐々に医師以

外の者が生殖細胞の操作に携わるようになった。現在では大学における農学系の動物関連学科出身者が胚の

培養、操作を行っている施設が増加している。このようにARTにおいて卵・胚を管理する専門職として「胚

培養士」の存在がARTにおいて重要になってきた。配偶子とその受精機序、胚発育機序などの基礎的分野お

よび畜産領域の技術をARTへ橋渡ししたのが胚培養士である。胚培養士の仕事は卵・胚の培養はもちろんの

こと、培養室の管理、機器のメンテナンスと多岐にわたる。培養環境を改善し、良質な胚を得ること、胚発

育の過程で良質な胚を選別する方法を確立し、より良い胚を移植すること。以上の点が改善されれば妊娠率

の向上が期待できる。これらの問題を改善し、一人でも多くの不妊に悩む人々が産子を得られるように研究

や技術改良に取り組んでいきたいと考えている。 
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地域・国際資源経済学・Regional and Global Resource Economics 
 

出花
で ぎ

 幸之
こ う の

介
すけ

 （日本） 

 

研  究  題  目：南西諸島におけるさとうきび生産性の地域格差と 

経年変動の要因解析ならびに安定生産に向けた 

政策課題に関する研究 

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） 

 

 

 南西諸島は台湾から九州南端まで南北 1,200km、大東諸島から与那国島まで東西 1,000km、湿潤亜熱帯お

よび湿潤暖帯の南端の海域に広がる多数の島からなります。市場から隔絶され自然環境も厳しいので、主要

な島では製糖産業とさとうきび作を中心とした産業振興が図られています。多くの島で、島に１社の製糖工

場と老齢化した零細なキビ作農家とが地域経済を支えています。 

 島々には地力や作業性の異なる土壌が分布しています。平均気温は種子島の 19.6℃に対して波照間島で

24.1℃、降水量は南大東島の 1,600mm に対して奄美大島では 3,000mm を超えるなど、島々の生物気候にも大

きな差異があります。梅雨の直後、さとうきびが最も水を必要とする 7～9 月に乾燥し、この期間の雨は台風

頼みで不安定です。しかも毎年、いずれかの島で台風の被害を数回も受けます。 

 そのため単収の経年変動がきわめて大きく、島によっては過去 10 年間の多収年と低収年で倍の違いがあり

ます。また島により生産性が大きく違い、最も単収が高い種子島で７トン/10a、最も低い島では 4 トン台し

かありません。さらに実質価格の低下や労力不足のため、生産面積や単収が漸減傾向となり操業期間がおお

はばに短縮した島も増えています。 

 このように多様な島々において、地域農業および製糖業の持続的な維持・発展を図る上で、さとうきびの

生産性の高位安定化を実現することが不可欠です。そこで、過去 50 年間のデータの分析ならびに現地調査に

基づいて、南西諸島におけるさとうきび生産の地域間格差および経年変動の発生要因を明らかにしたいと思

っています。また、それを踏まえて、さとうきびの安定生産に向けた政策課題について検討したいと思って

います。 

 どうぞよろしくおねがいします。 
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【応用生命科学・Biological Science and Technology】 
生物機能科学・Bioscience and Biotechnology 

 

Jannatul
ジャンナトル

 Ferdouse
フ ェ ル ド ス

 (Bangladeshi) 
 

 

Title of Research: Investigation of factors affecting fermentation ability of Yeast 

Advisory Professor: Hiroshi Kitagaki, PhD (Saga University) 

First Advisory Professor: Shinjiro Tachibana, PhD (Ryukyu University) 

Second Advisory Professor: Hiroyuki Cho (Saga University) 

 

Various factors are involved in fermentation of alcohol like medium components, pH, temperature, substrate 

concentration, metabolic activity, cellular activity as well as aging of yeast. In yeast, aging is studied using two main 

approaches. Replicative lifespan is defined as the number of buds produced before death and chronological lifespan is 

measured as the time a cell survives in a non dividing state and aged yeast cells exhibit many of the characteristics of 

age-induced mitochondrial dysfunction like mitochondrial fragmentation (Hughes and Gottschling 2012). Mitochondria 

are the major source of ATP in the eukaryotic cell but are also a major source of reactive oxygen species (ROS) and play 

an important role in the process of fermentation (M. Breitenbach et al 2012).The morphology of mitochondria change 

dramatically through the lifetime of yeast cells. These type of changes depend on the membrane potentiality, 

mitochondrial ROS production in mother cell compared with the daughter cell, retrograde response which is activated 

upon damage or loss of mtDNA, vacuolar pH (acidity in the vacuole drops rapidly early in age and is followed by 

changes in mitochondrial structure and membrane potential), caloric restriction is known to prolong lifespan through 

modulation of ERC level. However, autophagy (a degradative and recycling process involving the transport of 

cytoplasmic components and organelles to the vacuole), mitophagy (fragmentation of mitochondria) and asymmetric 

distribution of different cell organelles between mother and daughter cell of yeast (Lippuner et al. 2014), signalling 

pathway and asymmetric segregation of damaged mitochondria according their functional state, the sensing of damage 

and metabolites of yeast cells which play role in fermentation process. 

 

The main challenge of this work is to investigate the effects of different factors such as media components, signalling 

pathway, mitochondrial activities (mitochondrial membrane potential, autophagy, mitophagy, macromitophagy), aging as 

well as asymmetric segregation of damage mitochondria and how damaged regions of mitochondria are specifically 

detected in yeast which have strong potential for ethanol fermentation process.  

 

Currently, I am trying to find the effect of media components on mitophagy phenomena during fermentation of yeast 

which would be valuable for increasing fermentation capacity. Another one might be the influence of signaling 

pathway on mitophagy during fermentation. The signaling components such as Ppm1p and Npr2p regulate mitophagy 

and disrupting of those genes would be useful to analyze the fermentation characteristics of yeast. 
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食品機能科学・Food Science and Nutrition 
 

保
たもつ

 聖子
せ い こ

 （日本） 

 

 

研 究 課 題 名：鹿児島県産魚類及び水産加工品の品質向上に関する 

技術開発研究 

主 指 導 教 員：木村 郁夫（鹿児島大学） 

第一副指導教官：上西 由翁（鹿児島大学） 

第二副指導教官：安部 淳一(鹿児島大学) 

 

この度，社会人として入学しました保聖子と申します。鹿児島大学卒業後，鹿児島県に入庁し，現在鹿児島

県水産技術開発センターに勤務しております。水産技術開発センターでは，水産食品部に所属し，県内水産

加工業者及び漁業生産者からの加工技術や魚類の鮮度保持等に関する技術指導を行うと共に，水産物の付加

価値向上や品質向上に関する技術開発研究に取り組んでいます。 

 博士課程での研究課題は，鹿児島県内で漁獲されるゴマサバやイワシ等の多獲性赤身魚といわれる魚の付

加価値向上を目的としており，ゴマサバを短期蓄養した場合の肉質への影響や漁獲ストレスの低減効果に関

する研究，イワシ稚魚の冷蔵保管中の品質変化に関する研究及びイワシ加工品で発生しやすいヒスタミン食

中毒抑制のためのヒスタミン生成抑制技術に関する研究を計画しています。多岐にわたる研究内容となりま

すが，研究成果が鹿児島県内の水産関係者の役に立つよう，しっかり頑張りたいと思います。 

 

 

 

先端応用生命科学・Advanced Life Science 
 

印
いん

 璇
せん

 （中国） 
 

 

研 究 題 目：小曲米酒の特徴香気成分の同定と品質安定化に関する研究 

主 指 導 教 員：高峯和則（鹿農） 

第一副指導教員：玉置尚徳（鹿農） 

第二副指導教員：北垣浩志（佐） 

 

「どうして鹿児島に来ましたか」という質問は、人々が一番多く聞いてくる質問です。答えは大学院に入

った時のことです。大学院に入った時、白酒の研究にのめり込みました。白酒は、中国の伝統的な蒸留酒と

して、非常に魅力があると思います。 

白酒は穀類や豆類、干芋などを主原料として、日本の酒類製造に用いられる麹のような曲を用いて、糖化、

発酵そして蒸留させて造る酒類で、種類が多いです。私の修士課程では、ある種類の品質について、研究し

ていました。修士課程の終わりの際、白酒の品質の安定と向上のために、どのように近代的な技術を利用し

ていいかと考え始めました。 
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その時、ラッキーなことに鹿児島大学の焼酎学部の吉崎由美子先生に会いました。これはいい機会で、日

本の焼酎製造の技術を学ぶために、鹿児島へ行こうと思いました。 

そして、いろいろなことや先生方のおかげで、鹿児島大学の研究生として焼酎学部で半年間勉強すること

ができました。その間、高峯和則先生の焼酎製造学の授業を受けました。焼酎も自分で造るようになりまし

た。これらは私に大いに利益をもたらせてくれました。 

この度、大学院農学研究科博士課程に入学致しました。原料および製造工程に日本の焼酎と類似している

中国の白酒があり、それが小曲米酒です。中国産業情報網によると、2014年 1年間での中国の白酒（アルコ

ール65%、商品量）総生産量は1257万キロリットル、その中で、小曲米酒が盛んな華南や南西地区での生産

量は総生産量の4％を占めました。 

しかし、近年小曲米酒の研究報告はほとんど見られなくなりました。また、現代の小曲米酒の生産に必要

な情報も少なく、小曲米酒の品質は安定化していません。そのため、私は小曲米酒の特徴香気成分の同定と

品質安定化に関する研究を行うことにしました。 

これまでに、小曲米酒の品質安定化の問題を解決する目的で、例えば糖化酵素や酵母を添加することで醪

の酸敗を防止する方法が開発されるなどの研究が行われています。しかし、実用面で十分なデータが得られ

ておらず、商品製造にうまく利用されていません。そのため、現段階においても米酒の品質が安定しない問

題は解決されていません。 

そこで、日本の焼酎の製造法を応用した小曲米酒の製造の可能性を検討し、品質の安定化を図ります。是

非日本の焼酎製造の技術を活かした中国の小曲米酒を創りたいです。そして、皆さん一緒に飲みましょう！

（笑） 

 

 

 

 小谷
こ た に

 彩奈
あ や な

 （日本） 

 

 

 

研 究 題 目：クラミドモナス細胞分裂時における細胞壁糖鎖合成に関する研究 

主 指 導 教 員：小西 照子（琉 球 大 学） 

第一副指導教員：屋 宏典 （琉 球 大 学） 

第二副指導教員：北原 兼文（鹿児島大学） 

 

この度、鹿児島大学大学院連合農学研究科に社会人ドクターとして入学した小谷彩奈です。現在沖縄県南

部保健所で勤務しており、海や川の調査や事業所との調整等、沖縄県の環境の保全のため仕事をしています。

大学 4 年次で研究室に配属されたころは研究につまづき、英語の論文と葛藤する日々でしたが、気付けば博

士課程進学を決めており、不思議な気持ちです（英語の葛藤の日々はまだまだ続きそうですが・・・）。 

私の博士論文研究のテーマはクラミドモナス細胞分裂時における細胞壁糖鎖合成に関する研究です。植物

細胞壁はバイオマスとして、バイオエタノールの原料や機能性食品、また家畜飼料として利用されています。

これらの原料である植物細胞壁を自由に変化させることができたら、原材料の生産の効率をあげることがで

きます。そこで本研究では植物の中でもクラミドモナスに注目し、クラミドモナス由来細胞壁生合成関連酵

素について研究を行います。これまで、卒業論文、修士論文ではクラミドモナスの細胞壁の合成に関わる酵
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素の一つについて研究を行ってきました。博士論文研究では数種類の細胞壁生合成に関わる酵素に注目し、

細胞分裂成長と細胞壁糖鎖合成の関連を明らかにすることを目的とし研究を行います。 

修士課程を終えたころは博士課程に進学することになるとは思っておらず、機会をいただけたことを嬉し

く思っています。また、進学を快諾していただいた職場の上司や同僚にも感謝しております。博士課程後期

課程を無事修了できるよう、また社会に貢献できるような研究成果となるよう日々努力していきたいと思っ

ています。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

Shahanaz
シ ャ ハ ナ ッ チ

 Parveen
パービィーン

 (Bangladeshi) 
 

 

 

Title of Research: The effect of abiotic stresses on isoprene emission from tropical plants 

Advisory Professor: Hirosuke Oku (University of the Ryukyus) 

First Vice-Advisory Professor: Shim Watanabe (University of the Ryukyus) 

Second Vice-Advisory Professor: Humio Hashimoto (University of Kagoshima) 

 

Dear everyone; I am Shahanaz Parveen, a Bangladeshi citizen. I have been working as an Assistant Professor at the 

Department of Genetics and Plant Breeding in Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka, 

Bangladesh since December, 2013. I have completed my graduation in Agriculture and MS in Genetics and Plant 

Breeding from this University. Before joining this university, I worked at IUBAT (International University of Buisness 

Agriculture and Technology) as a Faculty of Agriculture from 2007 to 2011. 

The title of my MS thesis was “Variability Study in F2 Progenies of the inter-varietal crosses of Brassica rapa”. Brassica 

oil is the world’s third most important sources of edible vegetable oils which is also used as vegetable, hair dressing, 

body massing, different types of pickles preparation and have some medicinal values. During this research, I categorized 

morphologically the best F2 inter varietal cross materials of B. rapa considering the characters like high yield potential, 

higher oil content in the seed and short life span and  selected the best genotypes from the inter varietal cross materials 

for further use as a variety. 

My main research interest lies to develop stress tolerant crop varieties by using molecular techniques. Salinity and 

drought are the major abiotic stresses that cause huge amount of crop loss every year in our country. So, it is essential to 

know the mechanisms how plants cope with these stresses with the overall goal of producing stress tolerant varieties.  

During my study at the United Graduate School of Agriculture, Kagoshima University, I will study the effect of abiotic 

stresses on isoprene emission from tropical plants. So my main goal is to investigate the isoprene emission controlling 

mechanism under different stress conditions by using molecular tools.  

I hope during my research, I will gather hands on experience on this exciting technique about defense mechanism against 

stresses. I will apply my gained knowledge for the production of salinity/drought tolerant varieties in different crop plants 

in my country. This has significant importance and benefit for farmers and growers as well as consumers considering the 

present global warming. 

I am very happy to stay in Okinawa where the weather is very similar to our country. I found here lots of delicious fruits, 
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different types of colourful flowers, many islands and beautiful sea. I am learning so many things from my Senseis, lab 

mates and the surrounding peoples. I am also enjoying the nice environments of our laboratory i.e. called COMB (Centre 

of molecular Bioscience), University of the Ryukyus campus as well as the beauties of Japan. I hope the next few years 

of my study period in Japan will be more joyful for me. 

 

 

 

【農水圏資源環境科学・Resource and Environmental Science of Agriculture,  
                         Forestry and Fisheries】 

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

金井
か な い

 賢一
けんいち

 （日本） 

 

 

研 究 題 目：トカラ列島におけるチョウの亜種分化 

主 指 導 教 員：坂巻祥孝（鹿児島大学） 

第一副指導教員：津田勝男（鹿児島大学） 

第二副指導教員：立田晴記（琉球大学） 

 

1993 年 4 月に高等学校の理科（生物）教諭として鹿児島県に採用され，2010 年 4 月より鹿児島県立博物館

の学芸主事をしています。2015 年 10 月，社会人として本研究科に入学しました。 

大学時代から昆虫，特にチョウを対象として活動を行い，15 年ほど前から鹿児島昆虫同好会の運営に携わ

ってきました。2005 年 4 月から 2010 年 3 月まで奄美大島に赴任し，チョウ以外にも南方から侵入・定着す

る昆虫に興味を持ちました。1999 年に初めて奄美大島で記録されたクロボシセセリの分布拡大の状況を，

2005 年時点で奄美大島・加計呂麻島にて調査しました。また，1990 年代から奄美大島に侵入したクマゼミが

どれぐらい広がったのか，2006 年に島内で調査したり，2006 年 12 月に奄美大島で初めてデイゴヒメコバチ

が確認されたときには，その分布状況を調査したりしました。これらの調査結果はそれぞれ指導を仰ぎなが

ら論文化し，発表することができました。この経験が，調査・研究・発表する面白さを教えてくれました。 

連合農学院では，チョウの亜種分化に関してトカラ列島がどのような影響を及ぼすのか，形態的・遺伝的

にアプローチしたいと思っています。チョウの亜種分化ではトカラ列島を境にする場合が多く見られます。

ところが，ミカドアゲハでは本州・対馬から奄美大島・沖縄本島まで同じ亜種とされ，トカラ列島が亜種分

化に関与していないことが 2015 年に提唱されました。このような差は琉球列島成立の地史的な要因，加えて

チョウの移動能力に関わる生態的な要因が反映されていると思われます。このことをテングチョウやヤマト

シジミ，イシガケチョウなどを材料に用いて解明したいと考えています。 

未体験な分野での挑戦なので苦しむことも多いと思います。また，仕事との兼ね合いも難しいでしょうが，

知的好奇心を満足させる活動に対して，貪欲に取り組もうと思います。 
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平成 28 年 4 月入学（33 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 

 
浅見
あ さ み

 祐
ゆう

弥
や

（日本） 

 
 
 
研 究 題 目：ニトベギクの分類と機能性成分に関する 

作物栽培学的研究 
主 指 導 教 員：川満 芳信（琉球大学） 
第一副指導教員：鈴木 章弘（佐賀大学） 
第二副指導教員：嬉野 健次（琉球大学） 
 
幼少期，群馬の田舎で育った私は自然に囲まれ，毎日のように植物の神秘さを感じながら育った．そ

んな植物に魅かれるように農学の道を歩むことを決めた．特に，私が興味を持ったのは薬用植物である．

薬用植物を研究する上で，サンサンと降り注ぐ亜熱帯の太陽の下に 150 種くらいの薬用植物が散在し、

まさに「薬草の宝庫」と呼ぶにふさわしい地域である沖縄・琉球大学に進学する事を決めた．一方，こ

れら薬草資源を利用した健康食品は，その健康増進効果を持つ成分を的確に把握し，科学的根拠を与え

ることでその付加価値が高くなる．しかし，沖縄の薬草資源については，いくらかの成書は出版されて

いるが，機能性成分に関する情報等は少なく，その資源としての可能性については，科学的にほとんど

調査されていないか，たとえ行われていても，体系的にまとめられていないのが現状である．そこで，

私は沖縄全土に自生していることから栽培・生産が期待されている薬用植物のニトベギクについて研究

を始めた．ニトベギクの薬学・医学的な文献から糖尿病に効果があるとされる Tagitinin C について国

内外で多く報告されているものの，農学的知見，特に栽培に関する作物学的な研究報告はほとんどみら

れない． 
そこで私は沖縄地域において栽培体系の確立，系統分類および優良系統の選抜を行う事により，ニト

ベギクの安定的な生産さらには機能性成分含量を高めることができれば，ニトベギクを素材とした農商

工連携による六次産業化に向けて，大きく寄与することが期待できると考えている．このような研究を

通し，私は養肝効果のある，この新渡戸稲造の名の元，生まれた新渡戸菊が肝臓を癒し，さらに日本活

性の希望の星になるのではないかと期待している． 
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寳
たから

川
がわ

 拓生
ひ ろ お

（日本） 

 
 
研 究 題 目：Biodiversity を基礎とした持続可能なサトウキビ生産に 

関する研究 
主 指 導 教 員：川満芳信 教授  （琉球大学） 
第一副指導教員：平良英三 准教授 （琉球大学） 
第二副指導教員：坂上潤一 教授   （鹿児島大学） 
 
 私は千葉県から大学でここ沖縄にやってきました。学部，修士とも琉球大学でお世話になりました。

沖縄に来てから今年で 8 年目になります。あっと言う間でした。ぷー太郎して先輩の家に居候したこと

もありました。いろいろな人にお世話になりました。いつの間にか、おごられる側からおごる側になっ

ていました。博士過程は最短でも 3 年間と長いですが、きっと早く過ぎ去ってしまうことでしょう。先

輩もどんどんいなくなります。いったいいくらおごることになるのでしょうか。暑い中作業したら喉が

渇いた、アイスが食べたい、肉が食いたい。いくらお金があっても足りません。僕にとって沖縄はそう

いうところです。色々な人との出会い、お金との別れの場。話は変わりますが、修士課程ではひまわり

の研究をしました。黄色い大きな花を咲かせる派手な植物だからです。育てるのも簡単で手間のかから

ない良い植物でした。博士過程ではさとうきびの研究をします。栽培期間も長く、面倒で一見地味です

が、癒しや奥深さを感じることが多い植物です。沖縄を故郷のように感じることも少なくなくなってき

たからでしょうか。沖縄は暑いイメージがありますが，涼しい風が吹くし，日陰は快適です。冬には一

丁前に寒くなります。さとうきびが風になびくのを見るとなんだか心が落ち着きます。もちろん吹き荒

れて困ることもありますが。沖縄にも季節があるようです。最近、年をとったのかよく頭に浮かぶ言葉

があります。諸行無常。いつまでも、あると思うな、親と金、の方がしっくりきますか。今あるもの全

てが移ろい、変化していくものと捉えなければ成長というものもないのでしょう。修士課程に入った時、

この 2 年間はおまけの 2 年間だと思いました。博士過程はおまけのおまけでしょうか。そんなおまけの

おまけに協力・支援してくれる家族や友人、先生方に日々感謝しながら実りある研究生活を送りたいと

思います。 
 
 
 

Dinh
デ ィ ン

 Thai
タ イ

 Hoang
ホ ァ ン

 (Vietnamese) 
 

 

Title of research: Nitrogen use efficiency of sugarcane (Saccharum ssp.) 

under drought conditions 

Advisor Professor: Prof. Dr. Yoshinobu Kawamitsu (University of the Ryukyus) 

First vice-advisor Professor: Assoc. Prof. Dr. Toki Taira (University of the Ryukyus) 

Second Vice-advisor Professor: Prof. Dr. Junichi Sakagami (Kagoshima University)  

 

I am Dinh Thai Hoang (called me Hoang). I am from Department of Industrial and Medicinal Plants Science, 
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Faculty of Agronomy, Vietnam National University of Agriculture, Hanoi, Vietnam. Vietnam is an agricultural 

country in South East Asia with tropical and sub-tropical climate. My major focus on the production technique 

and crop physiology of industrial crops (the crops using for process industry, such as: sugarcane, soybean, peanut, 

tea, etc.) and medicinal plants (the plants using as functional foods, such as: mugwort, ophiopogon, etc.), 

especially in abiotic stress conditions (drought, waterlogging and salinity stress).  

Okinawa is a sub-tropical region where my favorite plants can be grown in Japan.  Therefore, I went to the 

University of the Ryukyus to study as a research student since last six months. It is easy to decide to continue a 

higher study in Okinawa, because that I fall in love with this place. Now, being the student in United Graduated 

School of Agricultural Science Kagoshima University, I will study on nitrogen use efficiency of sugarcane under 

drought stress conditions. I hope I will get success for my study, and then I can apply my knowledge and 

experience to promote sugarcane production as well as other crops in my country.  

 
 
 
M d
エムディ

. Shahinozzaman
シ ャ ヒ ノ ッ ツ ァ マ ン

 (Bangladesh) 
研 究 題 目：Studies on Okinawa plants to elucidate their micropropagation and cell culture 
                Techniques as well as PAK1 inhibition activities 
主 指 導 教 員：モハメド アムザド ホサイン（琉球大学） 
第一副指導教員：石井 貴広（琉球大学） 
第二副指導教員：玉置 尚徳（鹿児島大学） 
 
 
 

Jesmin
ジ ャ ス ミ ン

 Akter
ア ク タ ル

 (Bangladesh)  
研 究 題 目：Comparative Study of the Pharmacological Activities of Different Species and 

 Varieties of turmeric (Curcuma spp.) 
主 指 導 教 員：モハメド アムザド ホサイン（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：侯 徳興（鹿児島大学） 
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動物資源生産科学・Animal Resource Production 
 

江頭
えがしら

 潤将
じゅんき

（日本） 

 
 
 
 
研 究 題 目：夏季のおけるウシ受胎率向上に関する研究 
主 指 導 教 員：和田 康彦（佐賀大学） 
第一副指導教員：山中 賢一（佐賀大学） 
第二副指導教員：建本 秀樹（琉球大学） 
 
はじめまして。佐賀大学所属の江頭潤将です。2 年前に鹿児島大学農学部獣医学科を卒業し、現在は

佐賀県畜産試験場に獣医師として勤務しています。仕事でのご縁があり、佐賀大学動物資源開発学分野

に社会人大学院生としてお世話になることになりました。 
 職場での業務内容は、場内で飼養されている牛の健康管理や繁殖管理をはじめ、県独自の優秀な種雄

牛の作出、卵子や胚を利用した家畜の改良、牛の繁殖機能に関する研究等です。好きなだけ動物に触れ

ることのできる環境で、日々楽しく牛たちと戯れながら過ごしています。 
 博士課程での研究テーマは「夏季におけるウシ受胎率向上に関する研究」です。凍結精液を用いた人

工授精は牛を生産するためには欠かせない技術ですが、近年、受胎率の低下が問題視されています。特

に、夏季の高温環境下における暑熱ストレスが原因で、母牛の繁殖性が大きく低下し、繁殖農家の経営

を圧迫しています。 

この問題への対応策の一つとして、超音波画像診断装置を用いて生体内卵巣から卵子を採取する Ovum 

Pick-Up(OPU)法と、母体環境の影響を受けない体外授精技術を組み合わせた体外生産胚の移植が有効と

考えられています。しかし、体外生産胚の受胎率は体内生産胚に比べ低いことが知られているため、夏

季の低受胎率対策として体外生産胚を効率的に利用するためには、体外生産胚の高品質化が重要な課題

となっています。 

そこで、本研究では、夏季における受胎率低下の回避策として期待されている OPU 由来卵子を用いた

体外生産胚の高品質化を目指します。 

 両親が畜産農家だったので小さい頃から牛に触れる機会が多く、大学でも牛、社会人になっても牛、

と牛のお尻ばっかり追いかけています。仕事との両立は大変ですが、大学院での研究が畜産業界に少し

でも役に立つ成果となるよう気合いを入れて頑張っていきたいと思います。同期の皆さんとも交流を深

めたいと思っていますのでよろしくお願いします。 
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MOE
モ ー

 LWIN
ル ウ ィ ン

 (MYANMAR) 
 

 

Title of research: Study on Genetic diversity of Myanmar cattle breeds 

Advisory Professor: Takeshi SHIMOGIRI (Kagoshima University) 

First Vice- Advisory Professor: Shin OKAMOTO (Kagoshima University) 

Second Vice- Advisory Professor: Yukio NAGATA (Saga University) 

 

I have honor introducing myself as Moe Lwin, a civil servant working in Livestock Breeding and Veterinary 

department under the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. I would like to become a genetic 

technician since I was university student in Myanmar. For this hope, I tried hard with my best every year in the 

University of Veterinary Science in Myanmar. In fact, my dream came true and I was allowed to come to Japan for 

studying of animal genetics with the support of MEXT scholar 2013. I started as a research student in laboratory 

of Animal Breeding and Genetics of Kagoshima University. And then, I got a Master Degree in Agricultural 

science and Natural resources with the title of molecular genetic study using animal fecal samples. 

At present, I am on my first year as doctoral student under associate professor Takeshi SHIMOGIRI with the 

research focus on Genetic Diversity of Myanmar Cattle Breeds. Dealing with this research was a challenge for me 

especially that I have little knowledge in molecular genetics. But with passion and patience I know I can go 

through with the supervision of my Professors. To improve the livestock industry of Myanmar, I would like to 

learn the defective traits, the economic important traits, the Mendelian diseases and the diversity of Myanmar 

cattle breeds. 

To fulfill my goal I will face a lot of difficulties, especially I am married and I have one daughter. Unfortunately 

they are in Myanmar now but I feel lonely less without them. Actually I have helpful colleagues in my laboratory 

who keep trying to help me. I am planning to get more knowledge in Japanese language to enjoy my Japanese life 

because I love Japanese culture. 

After getting my PhD, I would like to contribute to the development of livestock industry, not only in cattle 

industry but also in swine and poultry industries. Moreover, I really wish to cooperate and further promote for the 

relationship of livestock industry projects between Myanmar and Japan. All of them, My Professors, My 

laboratory, Sea, Sakurajima Mountain and its ash will not be forgotten in my life. I love Kagoshima. 
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地域・国際資源経済学・Regional and Global Resource Economics 
 

Nayanajith
ナ ヤ ナ ジ ト

 Anuradha
ア ヌ ラ ー ダ

 (Sri Lanka) 
 

Title of research: The Role of Socio-psychological Factors on Farm Household 

Behaviour in Response to Environmental Constraints in the Dry  

Zone of Sri Lanka 

Advisory Professor: Tsukasa Inaoka (Saga University) 

First Vice-advisory Professor: Miho Fujimura (Saga University) 

Second Vice-advisory Professor: Norio Sakai (Kagoshima University) 

 

I`m very glad to join the United Graduate School of Agriculture which has provided me with a highly academic 

environment to pursue my doctoral studies. I strongly believe that guidance and support received from my 

Supervisors and the Graduate School will immensely help me to develop myself into an eminent researcher and 

actively contribute to the world scientific community.  

 

In my research, I will investigate the socio-psychological predictors of behaviour of the Sri Lankan farmers in 

responding to environmental constraints. The main goal of this study is to provide an insight into the process of 

designing effective policies and efficient community programs to address the critical environmental constraints 

that have struck the livelihoods and quality of life of the farm households in Sri Lanka. I do also aspire to 

contribute to the academic realms that are interested in studying human behaviour in rural societies, particularly 

the behaviours related to human interactions with the natural environment by providing literature and a conceptual 

framework for further studies. 

 

Apart from my academic endeavours, I enjoy my stay in Japan a lot. Saga, where I currently reside, is a beautiful 

city which provides enough reasons to fall in love with its environment and the community. I always try to explore 

Japan, whenever I stand a chance and time permits. With that respect, I`m very fortunate to join the United 

Graduate School of Agriculture, Kagoshima University which connects three national universities in three 

beautiful cities; Saga, Kagoshima and Okinawa. I hope that I`ll be able to grab many wonderful experience in 

these cities during the next three years 

 

I`m always grateful to the people of Japan for providing me with a great opportunity to pursue my higher studies 

in a land full of greatness and goodness.  
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CHEWNING
チ ュ ウ ニ ン

 PRECIADO
プ レ シ ア ド

 Javier
ハ ビ エ ル

 Eduardo
エ ド ワ ル ド

 (Panama) 
 
Title of Research: The Preservation of Japanese Food Culture:  

An investigation into the ongoing relationship  

between seafood consumption trends and current 

marketing techniques. 

Advisory Professor: SANO Masaaki (Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Professor: TORII Takashi (Kagoshima University) 

Second Vice-Advisory Professor: YUTAKA Tomoyuki (Kagoshima University) 

 
All my life I have been obsessed with marine creatures. It didn’t matter if they were freshwater or saltwater, plants 

or animals; if it lived underwater, I loved it. Being in Panama also helped, as we have access to both the Caribbean 

and the Pacific within a short hour-long car drive between them. If you ever get the chance to visit this tropical 

country, I highly recommend it. 

 

When I was about ten years old, my father took me to the city harbor on an early school morning. As the 

fisherman stepped off their ships and onto the pier, he stopped one and purchased from him a bucket of live 

oysters before they could make it to market. Under the shade of a large tree, we found a table where we could 

watch the local baseball team practice, and began shucking the bivalves. Just describing the taste of these oysters 

won’t do them justice. Fresh, clean, aromatic come to mind; add a little lemon or tabasco sauce and you have 

euphoria in your mouth – and this was how my passion for seafood, and especially raw foods, was born. 

 

I have since then always enjoyed seafood and sharing this experience with friends and family, and in one way or 

another, this has also influenced my education as well. I received a Bachelors in Science from Florida State 

University in Geography where I focused on business management, followed by a Masters in Business 

Administration from Florida International University concentrating in marketing and advertisement for 

aquaculture industries. I became obsessed with getting people to try new seafood from all over the world, and I 

found out that it is the younger ones who have a hard time trying new foods from the sea. 

 

As we become more globalized, different food cultures are now more accessible than ever before. It is very 

common to eat international meals like French cuisine for lunch, and Chinese for dinner. You can have pasta on 

Tuesday, and sushi rolls on Wednesday almost anywhere in the world. However, it is chicken, pork, and beef that 

are increasing in consumption, and not seafood. From a health perspective, this is not good. The human body 

needs the benefits from a seafood diet to help live a healthy lifestyle. From an economic perspective this is not 

good either, as we will pay more for healthcare just to prevent obesity, diabetes, and other handicaps. 

 

By coming to Kagoshima, I’ve had the opportunity to taste authentic Japanese cuisine with locals, and observe 

how seafood is advertised. Many of the same issues found in Panama can be seen here, and with the help of a 

great academic student body and staff, I hope to help contribute to solving this global problem. Feel free to drop 

by the lab if you want to talk about this topic, or invite me to dinner, either is fine. I look forward to getting a 
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chance to meeting you all. Douzo yoroshiku onegaishimasu! 

 

 

 

Tran
ト ラ ン

 Quoc
ク ッ ク

 Nhan
ナ ン

 (Vietnamese) 
 

 

Title of research: Analyses on rice contract farming and determinants of  

farm gate price of paddy in the Mekong delta, Vietnam 

Advisory Professor: Tomoyuki YUTAKA (Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Professor: Jaehyeon LEE (Kagoshima University) 

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

 

It is my pleasure to introduce myself to Newsletter Issue No.36. I am Tran Quoc Nhan, I was born and grown up 

in the Mekong delta which is the most major region of agricultural production in Viet Nam and has 70 percent of 

people living on agricultural activities and residing in rural areas. I have been working as a tenure lecturer at 

Department of Rural Socio-economics of College of Rural Development of Can Tho University located in the 

central Mekong delta since August 2011. My main duties are to give lecture on agricultural and rural development 

policies, delivery short training for local agriculture agencies and research on agricultural business.   

 

I got Bachelor of Agronomy from Can Tho University in 2005. I obtained Master degree in Agriculture with the 

Major in International Development in Rural Areas at the Tokyo University of Agriculture and Technology 

(TUAT) in September 2013. I was supported by the MEXT scholarship (Monbukagakusho) from the Japanese 

Government as master student under the supervision of Professor Ikuo TAKEUCHI at the Department of 

International Environmental and Agricultural Sciences of Faculty of Agriculture, TUAT. My master’s thesis 

focused on economic efficiency analysis of rice contract farming in An Giang province of the Mekong delta. I 

won the Vietnamese Government Scholarship (911 Project or Project is going to send 20,000 Vietnamese 

university lecturers abroad for Ph.D. study) in August 2015. I have been admitted to the United Graduated School 

of Agricultural Sciences (UGSAS), Kagoshima University as Ph.D. student with the chair in Regional and Global 

Resource Economics under the supervision of Professor Tomoyuki YUTAKA at Kagoshima University since April 

2016. 

 

My Ph.D. research topic is rice contract farming and determinants of paddy price at farm gate level in the Mekong 

delta. Through this study I would like to propose useful directions for effective systems of rice production and 

distribution in the Mekong delta in order to contribute to improvement of rice grower’s income and efficiency of 

rice marketing channel in Vietnam. The specific objectives of the study are as follows: (1) to evaluate the role of 

contract farming scheme in rice production and distribution, (2) to identify factors affecting paddy growers and 

enterprises participating in contract farming, (3) to examine determinants of rice contract farming breach, (4) and 

to find out determinants of paddy price at farm gate level in the Mekong delta. 
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In this chance, I would like to express my great thanks to my major supervisor Professor Tomoyuki YUTAKA 

who has helped and supervised me during my study and living in Kagoshima University. I am also thankful to the 

Vietnamese Government which gives me the fund and opportunity to pursue my higher education abroad. I 

believe, I will build a close relationship and cooperation with Japanese scientists and researchers in the field of 

agriculture and rural development. I would be most effective in bridging research cooperation, short-term training 

and long-term training between scientists, universities in Japan and Vietnam, thereby contributing to building 

good relationship between the two countries.  

 

 

 

前田
ま え だ

 藍
あい

（日本） 

 
 

研 究 題 目：沖縄県における花き農業とサプライチェーンマネジメントに 
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：白武 義治 （佐賀 大学） 
 
 はじめまして。私は、社会人学生として平成 28 年度に博士課程に進学しました前田藍と申します。

私の学歴・職歴を振り返ってみますと、現在専攻している農業経済に触れる機会はさほど多くはなかっ

たと思います。大学は岡山大学農学部で遺伝子工学を専攻していたのですが、修士課程の途中で沖縄県

庁への入庁が確定して中退し、入庁後から 5 年間は沖縄県農業研究センター病虫管理技術開発班にて植

物病理の研究に取り組みました。その後、本庁では 3 年間 IPM と農薬関連事業、鳥獣害事業、環境保

全型農業事業を担当させて頂き、現在は中部農業改良普及センターに勤務しています。このような中で、

指導教員である内藤先生の研究室をノックしたのは平成 24 年春で、それから翌年 4 月には修士課程の

社会人学生として農業経済を学び始めることができました。 
なぜ、農業経済を専攻したのか、といえば恥ずかしくて文字に起こすことができないのですが、博士

課程に進学した理由としましては、本を読み漁り、人に聞くことで自身の問題意識に対する納得解を得

られると思っていたのですが、実際はそれでは叶わず、知識の蓄積と論理的思考を習得した上で、自力

で導かなければならないと痛感したためです。そういう意味で、現在の指導教員の下での勉強は毎日が

刺激的でイキイキとしています。 
現在は、2 人目を妊娠中で育児に家事、仕事に勉強と毎日を目まぐるしく過ごしていますが、少しの

時間でも勉強ができる環境を与えてもらえていることに心から感謝しています。特に育児と家事をサポ

ートしてくれる夫には、いくら感謝しても足りないくらいです。「知識と論理的思考を習得し、自身の

問題意識に対する納得解を得られるような知能を身につけるんだ」、という初心を忘れずに、博士取得

を目指して頑張りたいと思います。不束者ですが、皆様のサポートもどうぞよろしくお願いいたします 
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【応用生命科学・Biological Science and Technology】 
食品機能科学・Food Science and Nutrition 

 

                    劉
リュウ

 旭
リョク

 （中国） 

 

 

研 究 題 目:ゼブラフィッシュ受精卵を用いた天然化合物の機能評価 

主 指 導 教 員:小松正治(鹿児島大学) 

第一副指導教員：塩崎一弘(鹿児島大学) 

第二副指導教員:侯徳興(鹿児島大学) 

 

中国から参りましたケミカルバイオロジー研究室の劉旭です、よろしくお願いします。日本に来て、

もう四年目です。振り返ってみれば、成長してきたことが実感できました。 

 

平成二十四年四月一日、私は鹿児島大学水産学部の交換留学生として日本に留学することができまし

た。四月は桜が咲き誇る時期であり、鹿児島市を横断する有名な川の一つ、甲突川の川沿いに数多くの

桜の木が植え付けられているため、花見に行きました。初めての花見なので、その時の桜の花はずっと

頭の中に残っています。交換留学の一年間は楽しい一年であり、たくさんの友達ができ、一緒にきれい

なところまで遊びに行きました。日本社会への認識も一層深めました。 

 

そして、二年後、私は水産学部の大学院生になりました。この二年間、指導教員の先生や研究室の仲

間たちと仲良く楽しく、勉学や研究に集中してすごしました。その研究成果として、ゼブラフィッシュ

受精卵を用い、酸化ストレスを指標にした化合物の機能評価系を確立して、天然化合物の毒性および毒

性抑制効果を評価しました。以前の生活と違って、大学院に入った後、外に行く時間は短くなりました。

頭をリフレッシュするため、日々忙しいなか、暇な時間を利用して、海辺にランニングに行ったり、水

泳が好きなため、よく鴨池公園水泳プールに行ったりしました。先生や仲間たちのおかげで、無事に大

学院を終えました。 

 

今年の四月、連大に進学することができました。これからの三年間は私にとって新しいスタートにな

り、どこまで成長できるのかを楽しみにしています。もちろん、博士課程の勉学は容易なことではない

ことがわかりますが、精一杯頑張ることを覚悟しています。日本に来たとき、分からないこと、困った

ことがあったら、先生や先輩に聞くのが一般的でした。知らず知らずのうちに、私も先輩になり、段々

責任を感じています。これからも先生や仲間、友達との絆を深めていきたいと思います。 
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先端応用生命科学・Advanced Life Science 
 

大貝
おおがい

 茂
しげ

希
き

（日本） 

 
 

研 究 題 目：植物由来ミモシナーゼの反応機構及び 
シスタチオニンβ-リアーゼとの分子進化的関係の解明 

主 指 導 教 員：屋  宏典（琉球大学） 
第一副指導教員：福田 雅一（琉球大学） 
第二副指導教員：渡邉 啓一（佐賀大学） 
 
 本年度より鹿児島大学連合農学研究科に所属する大貝茂希といいます。よろしくお願いいたします。

出身は兵庫の大阪に近い地域ですが、あまり関西弁やお笑いは得意ではありません。配属大学は琉球大

学になります。学部生から琉球大学に所属していますので通算 7 年目になります。修学旅行で訪れた沖

縄の日本本島とは大きく異なる植物に惹かれて、それに関わる研究がしたいと思い琉球大学にやってき

ました。研究室に配属される前はダイビングサークルと作物園芸サークルに所属しており、沖縄の海と

果物を満喫していました。特に海に関しては釣りや素潜りをしていた友人からもらったハリセンボンや

シャコガイなどを捌く機会にも恵まれ、大いに楽しんでいました。学部三年次の際の授業でバイオイン

フォマティックス技術に触れ大いに興味をそそられることとなりました。そのため学部・修士ではバイ

オインフォマティックス技術を用いて、日本では沖縄以外では自生していないギンネムやオジギソウに

特有のミモシナーゼという酵素の機能を解析する研究を行ってきました。沖縄に来るきっかけとなった

独特な植物を沖縄で学んだことを生かして研究を行えたためとても満足しています。現在は植物だけで

なく菌のミモシナーゼやその関連酵素の分子進化をバイオインフォマティックスそして In Silico 技術

を用いて解析を行っています。このミモシナーゼという酵素はとてもユニークな進化をしていることが

判明したため、必ず進化過程を解き明かしたいと考えています。ミモシナーゼに関して最近ではハワイ

大学以外で論文を出しているところがないので参考文献が少ないのが悩みですが、同時に世界でも珍し

い研究をしているということでもあるのでとてもやりがいを感じています。自分の考えを文に起こすこ

とがあまり得意ではないためこの自己紹介も悩みながら書いているのですが、論文作成までには改善し

たいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 
 

 

 

久場
く ば

 由
ゆ

真
ま

仁
に

（日本） 
研 究 題 目： シダ植物ヒカゲノカズラ類ミドリカタヒバ由来キチナーゼに関する研究 
主 指 導 教 員：平良 東紀（琉球大学） 
第一副指導教員：外山 博英（琉球大学） 
第二副指導教員：光富 勝（佐賀大学） 
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中村
なかむら

 嘉
よし

孝
たか

（日本） 
研 究 題 目： 微生物手法を用いたメタン発酵処理システムの開発 
主 指 導 教 員：石橋 松二郎（鹿児島大学） 
第一副指導教員：濱中 大介（鹿児島大学） 
第二副指導教員：平良 英三（琉球大学） 

 

 

 

【農水圏資源環境科学・Resource and Environmental Science of Agriculture,  
Forestry and Fisheries】 

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

浴
えき

野
の

 泰
たい

甫
すけ

（日本） 

 
 
研 究 題 目：マツノザイセンチュウにおける角皮形態と昆虫便乗性の進化 
主 指 導 教 員：吉賀豊司（佐賀大学） 
第一副指導教員：草場基章（佐賀大学） 
第二副指導教員：畑 邦彦（鹿児島大学） 
 
皆さんこんにちは。浴野泰甫と申します。学部時代から線虫を対象に研究をしてきました。みなさん

は線虫という動物をご存知ですか。モデル生物の C. elegans やマツ材線虫病の病原体のマツノザイセン

チュウなどはその重要性から有名だと思います。しかし、線虫の最大の魅力はといわれたら、僕個人は

その環境適応能力の高さと種多様性だと思っています。線虫はほとんどが名前の通り細長いシンプルな

生物で、ひとめではそれぞれの種の違いがわかりませんでした。では一体なぜ様々な環境に適応できる

のか。それぞれはなにが違うのか。そこにはまだ我々人間が想像できないメカニズムが存在するのでは

ないか。そのような疑問と期待が僕をとてもワクワクさせました。そのひとつ要因として、僕は線虫の

虫体を覆っている角皮というものに着目しました。角皮の構造は線虫種によって極めて多様であり、線

虫は角皮構造を微妙に変化させることで様々な環境に適応してきたのではないかと考えたのです。そう

いう理由で、角皮という視点から線虫の魅力を解明したいと思っています。修士課程においては、マツ

ノザイセンチュウがマツ樹体内で生存するうえで角皮が果たしている役割に関して研究を行ってきま

した。博士課程では線虫が様々な昆虫に便乗するために角皮構造を変化させてきたということを明らか

にしたいと思っています。 
三年間、一生懸命研究を楽しみたいと思います。多くの方と研究の話をしたいので、話しかけていた

だけると幸いです。宜しくお願いいたします。 
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髙田 花奈子
た か だ  か な こ

 （日本） 

 

 

 

研 究 題 目：ダイジョの内生窒素固定細菌による生物的 

窒素固定能に関する研究 

主 指 導 教 員：池永誠（鹿児島大学） 

第一副指導教員：遠城道雄（鹿児島大学） 

第二副指導教員：染谷孝（佐賀大学） 

 

この度、連合農学研究科農水圏資源環境科学専攻に入学しました髙田花奈子です。出身は埼玉県で、

学部と修士は東京農業大学に在籍し、熱帯作物、特にヤムイモの一種であるダイジョと生物的窒素固定

能に関する研究を行ってきました。 

作物の栽培において肥料を施すことは一般的な技術ですが、最近の研究でダイジョでは無施肥でもあ

る程度の収量を示す品種が存在することが明らかとなりました。この事実に着目し、修士の実験ではダ

イジョが窒素のない条件下で生育できることを再確認し、窒素吸収源が空中窒素であることを明らかに

しました。さらに、その植物体から細菌を分離し、培養した細菌が窒素固定活性を有することを確認し

ました。これにより、ダイジョが窒素固定細菌と共生関係にあることが示唆されました。 

もともとヤムイモ類の作物は肥沃度の低い土壌でも良く育ち、ある程度の収量が得られる救荒作物と

して知られていましたが、そのメカニズムは判っていませんでした。ヤムイモに生息する微生物による

窒素供給システムについての知見はあまりありませんが、ダイジョに生息する窒素固定細菌の群集構造

や窒素固定寄与を明らかにする研究は、ヤムイモの施肥技術の向上に対して有効であり、有用な窒素固

定細菌を農業活用できれば、生産コストや環境を配慮した持続可能な農業にも繋げる事が可能となり、

ヤムイモの施肥技術を根本から考え直す契機になるものと考えられます。そこでヤムイモの施肥技術の

向上による収量増加を目指し、ダイジョに生息する窒素固定細菌による窒素供給システムの解明を目的

に実験を行います。 

近い将来、地球規模での食糧問題に対して農業分野から国際的に携わることのできる専門家あるいは

研究者になれるよう、この博士課程での研究を有意義なものにしていきたいと思います。連大の皆さん

とも密に関わって切磋琢磨し研究に励んでいければと思います。宜しくお願いします。 
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山本 崇
やまもと たかし

（日本) 
 
 

研 究 題 目：広域分布する海流散布植物の遺伝構造形成に関わる 
隠蔽障壁の研究 

主 指 導 教 員：梶田 忠（琉球大学） 
第一副指導教員：渡辺 信（琉球大学） 
第二副指導教員：永野 幸生（佐賀大学） 
 
 はじめまして、琉球大学所属の山本崇と申します。この度、千葉大学大学院から鹿児島大学連合農学

研究科に進学し、現在は沖縄県西表島の熱帯生物圏研究センター西表研究施設に常駐して研究を行って

います。これまで 20 年以上暮らした関東地方を離れ、初めての離島生活は驚くことも多いですが、イ

リオモテヤマネコに会えることを密かに期待しつつ、これからの生活を非常に楽しみにしています。 
 学部・修士課程では、熱帯域に分布する海流散布植物の一種であるハマアズキを対象として、遺伝的

多様性や過去の分布変遷史に関する研究を行っていました。ハマアズキやココヤシなどの海流散布植物

は、海流を利用して種子を長距離散布することで世界中にまたがる広大な分布域を獲得してきたことが

知られています。私の研究では実際に世界各地のフィールドに赴いて植物を採集し、分子遺伝マーカー

を使った集団遺伝解析を行うことで、世界各地の植物集団の間にどのような遺伝的な違いがあるのか、

また、どのような歴史を経て遺伝的違いが形成されてきたのかを明らかにすることを目的としています。

博士課程では、同じく海流散布植物であるマングローブ植物も含めた解析を行い、これまで以上に詳細

な海流散布植物の遺伝的多様性や分布変遷史を解明することで、今後の保全活動に役立つ知見を得られ

ればと考えています。 
 理学系出身のため農学の知識についてはまだまだ未熟ですが、講義や皆様との関わりの中で一つでも

多くのことを学んでいければと思います。どうぞよろしくお願い致します。 
 
 
 

地域資源環境工学・Regional Resource Environment Engineering 
 
李
リ

 雨
ウ

桐
トウ

（中国） 
研 究 題 目：農業集落排水施設における流入特性と活性汚泥法による城下特性に関する研究 
主 指 導 教 員：中野 拓治（琉球大学） 
第一副指導教員：中村 真也（琉球大学） 
第二副指導教員：長 裕幸（佐賀大学） 
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水産資源環境科学・Fisheries Science on Resources and Environments 
 

I r i s
アイリス

 Ann
ア ン

 BORLONGAN
ボ ー ロ ン ガ ン

 (Philippines) 
 

 

Title of Research: Ecophysiology of carrageenophytes and agarophytes from tropical 

        and subtropical regions of Asia 

Advisory Professor: Ryuta TERADA (Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Professor: Hiroyuki MOTOMURA (Kagoshima University) 

Second Vice-Advisory Professor: Tomoko YAMAMOTO (Kagoshima University) 

 

Seaweeds, particularly members of the red algae (Rhodophyta), produce carrageenan or agar in their cell walls.  

These gel-forming hydrocolloids serve a wide variety of applications in food and non-food industries because of 

their unique gelling characteristics.  Aside from being used as raw materials for extraction of carrageenan and 

agar, these seaweeds are also considered promising sources of bioethanol (Khambhaty et al. 2012; Meinita et al. 

2013).  Hence, the expanding global demand for these carrageenophytes and agarophytes renders farming of 

these seaweeds in tropical and subtropical areas extensive.  It compels seaweed mariculture sites to increase 

production of macroalgal raw materials, even seeking for more diversification in the species available to their area, 

as well as for establishment of cultivation systems.   

In Asia, Eucheuma and Kappaphycus are commercially cultivated in the Philippines, Indonesia, Malaysia, 

and to some extent, in India, Vietnam, Cambodia, Myanmar, and southern China (Hurtado et al 2014).  Field 

trials in southern Japan were also conducted to evaluate its potential for Eucheuma and Kappaphycus mariculture 

(Gerung and Ohno 1997; Ohno et al. 1994).  Indonesia, Malaysia, and the Philippines are also cultivating 

Gracilaria and Gracilariopsis; but among the three countries, Indonesia is considered the centre for Gracilaria 

production (Hurtado et al. 2014).  Initial field trials for the production of Gelidium amansii in Indonesia were 

also made in preparation of its commercial cultivation for bioethanol production and pulp paper production 

(Hurtado et al. 2014; You and Gerung 2008).  The stable production of these species is dependent upon the 

environmental conditions of their habitat.  

Photosynthesis is a major, easily measured metabolic process that is routinely used to gauge the effects of 

environmental conditions on algae (Lobban and Harrison 1994).  It is a highly complex process that is primarily 

influenced by changes in irradiance.  Besides light, temperature also affects the photosynthetic activity and 

growth of algae.   

Several studies using a pulse amplitude modulated (PAM)- chlorophyll fluorometer, coupled with 

dissolved oxygen measurements, revealed the photosynthetic responses to temperature and PAR of several 

freshwater and marine macroalgae (Vo et al. 2014, 2015; Fujimoto et al. 2014 a, b, 2015; Watanabe et al. 2014 a, 

b; Kokubu et al. 2015; Terada et al. 2015a, b; 2016). 

Further complications arise from the effects of other environmental factors including pH, salinity, 

dehydration and nutrient availability.  Studies on these aspects are necessary for the establishment and/or 

improvement of mariculture systems to ensure long-term sustainability of the seaweed industry, and at the same 

time for the conservation of natural communities. 
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Generally, the study shall focus on the photosynthetic responses of certain carrageenophytes and agarophytes to 

various irradiance and temperature conditions, desiccation stress, and nutrient supply by pulse amplitude 

modulated (PAM)-chlorophyll fluorometry and use of dissolved oxygen sensors.  Seaweed species may come 

from the wild or from cultivation sites, within the tropical and subtropical regions of Asia. 

 

 

 

Amina
ア ミ ナ

 Salina
サ リ ナ

 Moss
モ ス

 (Bahamas) 
Title of Research: The use of marine snails and their derivatives as  

dietary supplements for kuruma shrimps,  
Marsupenaeus japonicas 

Advisory Professor: Dr. Manabu Ishikawa (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor: Dr. Shunsuke Koshio  

(Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor: Dr. Kotani Tomonari  

(Kagoshima University) 
 
A Pleasant Greeting to all! My name is Amina Salina Moss and I was born in a small nation called 
The Commonwealth of The Bahamas. It is composed of 700 islands and cays, and surrounded by 
enchanting, clean, turquoise salt waters.  
 
After graduating high school in 2006 as the valedictorian (highest G.P.A. in the graduating class), I 
continued my education at the College of The Bahamas, where I obtained my Bachelor's degree in 
Biology with a minor in Chemistry in 2010. There, I was blessed with a special scholarship that 
allowed me the opportunity to travel to many conferences in the United States of America as well as 
to be a part of a semester abroad in Canada. Returning home, I realized that unfortunately, in The 
Bahamas, we do not have any aquaculture program. Currently, we import mostly everything that 
we eat, consequently, I would like our country to be more self-sustainable. A good way to accomplish 
this, would be through aquaculture by not only producing the fish and crustaceans but also by 
producing the feed. Previous research has shown that fish farms that produce their own feeds save 
considerably more money than the ones that constantly purchase commercial feeds. In hopes of 
producing our feed, we need to assess available ingredients within our environment, in The 
Bahamas. One of those ingredients is marine snails. While Bahamians love to eat the Conch 
(Strombus gigas), we rarely feel the need to touch other mollusks in our seas. There is great 
potential in developing a marine snail farm for the purpose of creating fresh and nutritious feeds for 
fish and crustaceans. This will create several jobs to compensate for The Bahamas' current 
unemployment rate of 15.70%. I am passionate about aquaculture and as such, I have decided to 
make it my career. 
 
In 2013, I was blessed with the Japanese government scholarship, Monbukagakusho, and under the 



－52－

main supervision of Dr. Shunsuke Koshio, I studied the marine snail, Buccinum striatissimum, for 
my master’s thesis. Successful results were obtained when feeding marine snails to Kuruma 
shrimps, Marsupenaeus japonicus, both juveniles and larvae. In 2014, I gave birth to a wonderful 
little girl and for this, my husband and I will always cherish Japan and the splendid moments it has 
afforded us. 
 
In 2016, and now under the main supervision of Dr. Manabu Ishikawa, I hope to continue 
researching the different uses of marine snails in Kuruma shrimps' feeds. Since well-equipped 
laboratories such as the one in Kagoshima University do not exist in The Bahamas, it is imperative 
to conduct as much research on the effectiveness of marine snails in aquaculture feeds as possible 
before returning home and sharing this knowledge by building an aquaculture farm and research 
facility. Thank you for believing in me. 
よろしくお願いします. 
 
 
 

Islam
イスラム

 Ismaeil
イスマイール

 Abd
アブド

 El
エル

 Salam
サ ラ ー ム

 Teiba
ティーバ

 (Egypt) 
 

 

 

Title of Research: Application of photosynthetic bacteria in fisheries industry 

Advisory Professor: Prof. Takeshi YOSHIKAWA University: Kagoshima 

Vice-Advisory Professor: Prof. MAEDA, Hiroto University: Kagoshima 

 

Good day for everyone. Firstly, I would like to express my thanks for this opportunity to introduce myself. 

Well, I'm Islam Teiba born and raised in EGYPT. My dad is a retired director of Agricultural cooperative Society. 

My mum is an auditor. I have two sisters and one brother. I graduated (2007) from faculty of Agriculture, TANTA 

University, EGYPT then, I worked in the same university as a demonstrator for 8 years. After i got my master's 

degree from Kafrelsheikh University, i got a job as assistant lecturer.  

 

One of my hobbies is to travel, learn about different cultures and to make friends. I found a good chance, 

the presence of my husband (Mohammed Fouad) in JAPAN as a researcher to register for Ph.D. which is my 

dream. I am currently studying Resource and Environmental Science of Agriculture, Forestry and Fisheries at 

Kagoshima University. One of the most important advantages to study in Japan in general and the University of 

Kagoshima, in particular, is getting an excellent education and also a very gentle dealing from supervisors and all 

staff. I hope in the future there will be a chance for my daughter JANA and my son Adam, to study at Kagoshima 

University. After graduation I will back to EGYPT, continuing research and try to solve problems related to my 

study 

 

Regards 
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Sirikanya
シ リ カ ン ヤ

 Chungthanawong
チ ュ ン タ ナ ウ ォ ン

 (Thai) 
Title of Research: Systematics of the waspfish genus  

Neocentropogon Matsubara, 1943 and related 

genera (Teleostei: Tetrarogidae) 

Advisory Professor: Prof. Dr. Motomura Hiroyuki  

(Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Professor: Prof. Dr. Terada Ryuta 

(Kagoshima University) 

Second Vice-Advisory Professor: Prof. Dr. Tatsuta Haruki 

(University of the Ryukyus) 

 

My name is Sirikanya Chungthanawong. I graduated with a bachelor degree in Biology from Khon Kaen 

University and a Master degree in Marine Science from Chulalongkorn University.  I had started my first career 

as a Research Assistant at the Environmental Research Institute of Chulalongkorn University and took 

responsibilities for environmental research such as environmental protected area project, environmental impact 

assessment of Hutgji Dam, Myanmar, and a study of environmental and ecological indicators of Koh Chang Island 

and related area.  After that, I have become a lecturer at Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat 

University, Loei, Thailand for four years. 

During I was a lecturer, I have had a great opportunity to take an examination for a full scholarship from the 

Royal Thai Government.  This scholarship provides me to be a Research Student and PhD student in systematics 

of fishes.  Moreover, after I graduate I will be a researcher of the Natural History Museum, National Science 

Museum, Thailand.   

I have searched for universities and supervisors from all over the world and I have found that Prof. Dr. 

Motomura Hiroyuki is one of the experts on systematics of fishes. He has had various projects around Southeast 

Asia such as Malaysia, Philippines, and Thailand and he has published many articles including the book “Fishes 

of Northern Gulf of Thailand”.  In my opinion, not only acknowledgement but also the network for my further 

research I will receive from him.  Therefore I have earnestness to conduct my research under supervision of Prof. 

Dr. Motomura of the major chair of Fisheries Science on Resources and Environments under the course of 

Resource and Environmental Science of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kagoshima University, Japan.  

To be a student of the United Graduate School of Agricultural Sciences (Agriculture & Fisheries), Kagoshima 

University is one of the best chances in my life and I feel very thankful for all who encouraged me including my 

supervisor, Prof. Dr. Motomura and Kagoshima University for all favorable time since I was a research student.  

I am confident that the knowledge I will gain from the Ph.D. course at Kagoshima University will be beneficial 

for me, my department and my country as a whole. 

Sincerely Yours, 

Sirikanay Chugthanawong 
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張
ちょう

 振
しん

龍
りゅう

（中国） 

 
 
研 究 題 目：黒潮全域における流速場の季節変動 

主 指 導 教 員：中村 啓彦（鹿児島大学） 

第一副指導教員：西 隆一郎（鹿児島大学） 

第二副指導教員：重廣 律男（鹿児島大学） 

 

私は張振龍です。４月から進学する私費留学生です。２０１２年に交換留学生として鹿児島大学へ留

学しました。卒業した後、鹿児島大学院に入学しました。専攻は海洋物理です。人工衛星のデータを用

いて、黒潮全域における流速場の季節変動を研究しています。大学院生としての二年間は、積極的に国

際的および国内的な会議に参加しました。そして、修士研究は日本海洋学会で口頭発表とポスター発表

をしました。鹿児島丸に乗って海洋観測に三回行きました。これらの経験は私を成長させたと思います。

他の研究者と交流して、私の至らないところを分からせてくれました。これからの博士課程は、もっと

頑張ろうと思います。 

 

 

 

DOSSOU
ド ス

 HOUNSA
フ サ

 DEGNON
デ ニ ョ ン

 SERGE
セ ル ジ

 (BENIN) 
 

 

Title of Research: NUTRITIONAL STUDIES ON EFFECTIVE UTILIZATION OF 

CANOLA BY-PRODUCTS ON CULTURED MARINE SPECIES 

Advisory Professor: Shunsuke KOSHIO (KAGOSHIMA University) 

First Vice-Advisory Professor: Manabu ISHIKAWA (KAGOSHIMA University) 

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

 

My name is DOSSOU HOUNSA DEGNON SERGE (please call me DOSU). I am from BENIN REPUBLIC, 

the LAND OF VOODOO. BENIN is a country lying along the West African coast, full of tradition, hospitality, 

precolonial history and heritage from trans-Atlantic trade and old African Empires. 

Previously, I graduated from The Faculty of Agronomic Sciences (UNIVERSITY OF ABOMEY-CALAVI, 

FSA/UAC/BENIN) where I studied Agricultural Engineering with focus on Aquaculture and I completed a Master 

in Fish Resources Management at the Polytechnic University of BOBO-DIOULASSO (IDR/BURKINA-FASO). 

My interest for Aquatic resources production has grown progressively as my country has a large reserve of inland 

and sea water and its topography shows to be suitable for Aquaculture. However, many works carried on by 

scientists and collaborative works have shown that the availability of suitable feed is the most limited aspect for 

the development of Aquaculture in my country. It is the main reason why I have chosen to pursue my studies in 

Aquatic Animal Nutrition field and I had no dilemma choosing KAGOSHIMA UNIVERSITY for my PhD.  

KAGOSHIMA, because of the humid subtropical climate looking alike my home country but also because 

Kagoshima University is very famous in Fisheries research becoming by the way one of the most favourite 
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destination for African students. 

After graduation, while sharing my knowledge in Aquatic resources production with young generation, I would 

like to join some collaborative projects with universities and specially companies involved in Aquatic animal feed 

production. 

I like listening music, biking and purchasing goods in recycle shops. 

Now, as I am working on my best to complete in time my doctoral course I am looking forward for your 

cooperation to make this adventure more interesting and educative.    

THANK YOU. 
 

 

 

畑
はた

 晴
はる

陵
たか

（日本） 
 
 
 
研 究 題 目：インド・太平洋産カタクチイワシ亜科魚類の系統分類学的研究 
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：立田晴記（琉球大学） 
 
 はじめまして、水産資源環境科学に入学いたしました、畑 晴陵です。私は、鹿児島大学で、カタクチイ

ワシ科の魚の分類学的研究を行う予定です。 
 カタクチイワシの仲間は日本では刺身、めざし、煮干し、いりこだし、スナック菓子、稚魚はしらす干し

として大量に消費され、おそらく口にしたことのない人はいないでしょう。東南アジアや南太平洋地域でも、

日本のものとは少し種は違いますが、カタクチイワシの仲間は大量に漁獲され市場に並び、干物や塩蔵品に

加工されて食用となります。さらに、カタクチイワシの利用は食用ばかりではありません、カタクチイワシ

は肥料としても利用されます。イワシを肥料に用いることは、農業の歴史において大きな発見であったこと

が伝えられています。さらに、マグロやクジラの餌生物として非常に重要であることも知られています。大

型クジラの仲間はカタクチイワシの仲間を追って、タイランド湾に集まることが知られています。熱帯海域

では、マグロの仲間の胃から多数得られることもあります。大型魚の嗜好性が高いことから、カツオを釣る

際の餌、ブリなどの養殖の餌或はその原料にも使われます。海中に大量に存在するプランクトンの有する栄

養をマグロやクジラ、さらに人間に伝達する、重要な役目の生き物です。 
 それだけ重要な魚でありながら、カタクチイワシの仲間の分類学的研究は殆ど研究されていません。どの

学名がどの種のイワシを指しているかもよくわからない、そんな不安定な状況が続いていました。体が一様

に銀色で色彩に乏しく、またお互いに非常によく似ているため、研究者の間でも、あまり注目されていない

ようです。しかし、誰も注目していないからこそ、そこには、日本から初めて見つかった種、多数の未記載

種、ようやく学名が安定した種など、様々な発見がありました。ここ数年、目の前で研究が進展し、非常に

刺激的でありました。長々と話してしまいましたが、今後もカタクチイワシの研究を続けてきたいと考えて

います。 
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幅
はば

野
の

 明正
あきまさ

（日本） 
 
 
 
研 究 題 目：鹿児島湾内の中深層性生物の日周鉛直運動に関する研究 
主 指 導 教 員：安樂 和彦（鹿児島大学） 
第一副指導教員：山中 有一（鹿児島大学） 
第二副指導教員：大富 潤（鹿児島大学） 
  

皆様、初めまして。幅野明正と申します。私は、昭和６３年に鹿児島大学水産学部水産専攻科を終了し、

７年間の水産会社勤務を経て、現在、鹿児島大学水産学部附属練習船南星丸の船長を務めています。水産会

社に在職中は海上職、陸上職に従事していました。５年間の海上勤務では大中型旋網漁船、海外旋網漁船、

遠洋マグロはえ縄漁船、遠洋カニかご漁船に乗船し銚子、釧路、新潟からセイシェル、マダガスカル、ペル

ー、ナミビアを拠点に主にイワシ、カツオ、マグロ、カニを漁獲していました。その後２年間陸上職として

勤務し、平成７年４月に母校の練習船に採用されました。それ以降、練習船航海士兼教員として水産学部学

生・専攻科生を対象に漁撈指導や海技士教育を行ってきました。しかし最近では練習船を利用した教育・調

査・研究も多様化し、乗船してくる学生も学部学生から大学院生あるいは留学生や海外の大学生、技術者、

研修生と幅広くなり、実習内容もますます高度化してくるようになりました。今まで船舶教員として研究面

では漁船の勤務経験を生かし実習で得たデータを基に論文執筆や、学会発表をしてきました。しかし高度化

する教育・実習内容に対応するために新しい知識の習得と学位の必要性を感じ、鹿児島大学大学院連合農学

研究科に入学しました。大学院では「鹿児島湾内の中深層性生物の日周鉛直運動に関する研究」をテーマに

学位取得を目指します。 
これまで休日はカヤック、ダイビング、スキー、ドライブにツーリング、最近は御朱印帳を持って出かけた

りしていましたが、これから学位取得までは趣味をちょっと我慢して仕事と勉強が両立できるよう頑張りま

す。南星丸は桜島フェリー乗り場より少し北側の小川埠頭に停泊しています。お時間がありましたら遊びに

来てください。また、皆様が調査などで乗船する機会があることを楽しみにしています。皆様どうぞよろし

くお願いします。 
 

 

 

Viliame
ビ リ ア メ

 Pita
ピ タ

 WAQALEVU
ワ カ レ ブ

 (Fiji Islands) 
 
Research Subject: Development of live feed technology at first feeding 

for the leopard coral grouper, Plectropomus leopardus 

Main Advisor: Tomonari KOTANI 

First Deputy Supervisor: Atsushi YAMAMOTO 

Second Vice Supervisor: Kazuhiro SHIOZAKI 

 
My research interests are in the advancement of larval rearing technologies for coral reef fish species that have a 

high economic value and have a high risk of having wild stocks overfished, of which aquaculture and appropriate 
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larval rearing can be a possible solution. I have always been interested in the field of aquaculture and I see it as an 

important field of research for the development of the fisheries sector in Fiji and for the Oceania region.  Having 

worked for nearly 3 years in the field of conservation I observed the importance of the field of aquaculture and the 

role it can play in conservation and sustainable development for my country and region. This has driven me to 

focus on graduate studies in this field with an emphasis on the development of culture techniques of marine fish 

species as it is lacking in my country. A major bottleneck in the research of my target species is high larval 

mortality at the critical stage of first feeding (when the larvae’s mouth first opens) and the choice of nutrition. The 

Faculty of Fisheries at Kagoshima University and the Laboratory of Larval Rearing Management under the 

supervision of Associate Professor Tomonari Kotani was my choice of institution where I would further my 

knowledge on my research topic. I graduated with a Bachelor of Science (Marine Science major) in 2009 and a 

Master of Science (Marine Science major) in 2012 from the University of the South Pacific (USP). Prior to my 

arrival in Kagoshima, I had been working at the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the 

Secretariat of the Pacific Community (SPC) as a Technical Officer and a Microbiology consultant. Upon 

completion of this program, I would like to return to Fiji where I will take the experience and knowledge that I 

have gained from my studies here in Japan to enhance the knowledge base and help build the capacity on the topic 

of larviculture of coral reef fish as many parallels can be drawn from my research topic. I have accepted this 

challenge and I am excited of the possible outcomes of this research project. Vinaka. 

 

 

 

 福井
ふ く い

 美乃
よ し の

（日本） 
 
 
研 究 題 目：ベラ科魚類テンス類の系統分類学的研究 
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： 立田晴紀（琉球大学） 
 
 鹿児島生まれ，鹿児島育ち．生粋の薩摩おごじょです． 
幼いころから慣れ親しんだ鹿児島の自然を楽しく学んでいるうちに魚類分類学と出会い，博士課程進学

となりました．修士課程では海水魚のベラ科魚類の中でも小型で深場に生息するミヤビベラ属魚類を研

究し，2 新種を発見，命名しました．ミヤビベラ属は採集するのがひじょうに難しく，なかなか研究の

進まなかったグループの一つなので，論文を出版できたときにはたとえようのない喜びを感じました．

ベラ科は海水魚の中でも 2 番目に種類の多い大きなグループなので，研究すればするほど謎が出てきま

す．博士課程の研究対象であるテンス属とその近縁の魚類は，砂地に棲む俊敏な魚類で採集が難しく，

また，その形態と色彩が成長に伴ってめまぐるしく変化するために，各種の幼魚から成魚への形態変化

に多くの謎が残さています．さらに，近縁属との詳細な比較がなされていないのが現状です．これから

テンス属という大きなグループの謎を解き明かしていくことを思うと，楽しみでなりません．素晴らし

い先生に出会えたことに感謝して，充実した研究生活を送りたいと思います． 
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松井
ま つ い

 英明
ひであき

（日本） 

 
 
研 究 題 目：真正眼点藻類 Nannochloropsis oculata の増殖相変化に 

関わる生理学的メカニズムに関する研究 
主 指 導 教 員：小谷 知也（鹿児島大学） 
第一副指導教員：前田 広人（鹿児島大学） 
第二副指導教員：石川 学（鹿児島大学） 
 
 初めまして。私は種苗生産研究室に所属している博士課程 1 年の松井英明と申します。この研究室で

は仔魚、仔魚用餌料として動物プランクトン、そして動物プランクトン用餌料として植物プランクトン

（微細藻類）を取り扱っています。私はその仔魚生産を根底から支える植物プランクトンについての基

礎研究をしています。 
学部生の頃は創価大学工学部で、様々な環境問題について学んでおり、特に海洋生物の初期減耗に興

味を持ちました。多くの初期段階の生物に見られる低い生残率はその餌の栄養価が関与していることを

学び、大学 4 年目の卒業研究では、海洋の基礎生産者である微細藻類の栄養価について着目していまし

た。私は、この研究は初期減耗が見られる海産魚類の種苗生産の改善に直結すると考え、大学卒業後、

修士課程として鹿児島大学水産学研究科に所属しました。そこでは、｢水産有用微細藻類 Nannochloropsis 

oculata の増殖と代謝への吸光特性の解明、およびその応用方法に関する研究｣と題して、微細藻類の培

養環境が細胞内の生化学組成にどのように影響するか研究していました。 
博士課程では、修士課程と同じ研究室で、N. oculata の増殖相変化に関与する生理学的メカニズムの解

明を目指します。私の研究室では、ほとんどの学生は魚の飼育に興味があるので、残念ながら僕といっ

しょに微細藻類の研究をする学生がいません。研究室内では肩身の狭い思いですが、この藻類学から水

産業界を盛り上げるという勢いで精進していきます。博士課程の内に論文投稿や国際学会にどんどん挑

戦したいと思っています。ただし、まずは論文 2 本掲載という困難を乗り越えて、3 年間で博士課程を

修了することを大きな目標にします。 
 
 
 

M d
モハメド

. Mosaddequr
モ サ デ カ

 Rahman
ラ ー マ ン

 (Bangladesh) 
Title of Research: Fisheries biology of Metapenaeopsis species 

 (Decapoda, Penaeidae) in Kagoshima Bay, Japan 
Advisory Professor: Jun Ohtomi (Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Professor: Miguel Federico Vazquez Archdale 

 (Kagoshima University) 

Second Vice-Advisory Professor: Hiroshi Shono (Kagoshima University) 

 

I was born in a rural village of northwestern Bangladesh, a small and populated but beautiful country. As my 

father was an archaeologist and government official, I had to travel throughout Bangladesh during my childhood. 

For the same reason, I needed to change several educational institutions as well. However, this provided me with 
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the opportunity to enjoy the historic and picturesque magnificence of my country and to be acquainted with 

people from various parts of the nation. Finally, we settled down a bit in a city named Bogra in northern 

Bangladesh, where I have completed my Secondary and Higher Secondary level of education before enrolling in 

the Department of Fisheries, Rajshahi University as an undergraduate student. After completing my bachelor 

degree, I enrolled in the division of Fisheries Biology and Genetics of the same Department for Master’s.  

I was keen on higher study abroad, so I applied for the Japanese Government scholarship to pursue my studies in 

Japan. Fortunately, I was awarded with the scholarship, and I came to Kagoshima on 2 October 2013 to study in 

the Faculty of Fisheries, Kagoshima University. My research supervisor is Professor Jun Ohtomi. I started my 

educational life in Kagoshima University as a Research Student. In April, 2014 I enrolled as a graduate student. 

My research theme was “Reproductive biology and growth of Metapenaeopsis sibogae (Decapoda, Penaeidae) in 

Kagoshima Bay, Japan”. This species was reported from Kagoshima Bay in 2004 for the first time from Japanese 

waters by my research supervisor. It is locally known as “Tontoko Shiroebi”. I am lucky enough to get the 

opportunity to study about this new member of Japanese Penaeid shrimps. It was truly amazing to get the 

opportunity and necessary facilities to conduct my research and to find out information which was unknown to 

everyone. I am profoundly indebted to my supervisor for his patience and guidance throughout my study. I am 

also thankful to my lab-mates for their easy-going behavior, companionship and help.  

Upon completion of my graduation, presently, I have enrolled in the United Graduate School of Agricultural 

Sciences, Kagoshima University with the continuation of my scholarship. I would like to thank the people of 

Japan for their continuous sacrifices to make my study possible. I will study about the fisheries biology of 

Metapenaeopsis species in Kagoshima Bay during my doctoral research. Very little is known about the population 

biology of these species, therefore, I hope my study will enlighten our knowledge on these important shrimp 

species. Apart from research, personally I like to make friends, hangout with friends. I like gardening, reading 

books, writing, travelling, and taking photographs. My favorite pastime is to be with my family, specially with my 

two years old daughter. Football is my favorite sports but I jump at the chance to play cricket. My dream is to be a 

researcher, and I hope with the opportunity and facility provided, I will be able to achieve my dream. 

 

 

 

Lindon
リ ン ド ン

 Havimana
ハ ビ マ ナ

 (Solomon Islands) 
Title of Research: Fisheries Biology of Evynnis tumifrons (Sparidae)  

off southwestern coast of Kyushu, Japan 
Advisory Professor: Jun Ohtomi (Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Professor: Hiroshi Shono (Kagoshima University) 

Second Vice-Advisory Professor: Miguel Federico Vazquez Archdale 

(Kagoshima University) 

 

I come from Isabel Province in Solomon Islands, and was educated in Solomon Islands, Fiji, French Polynesia, 

and Japan. I received my undergraduate degree (Bachelor of Science in Marine Science) from the Univeristy of 

the South Pacific in Fiji, and Master degree in Fisheries Science from Kagoshima Univeristy in Japan. Currently, I 

am pursuing a doctorial degree at United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University with 
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funding from the Japanese Government.  

 

The interest to become a researcher in fisheries science was influenced by my rural up bringing in the Solomons. 

The curiosity over dynamics of oceanographic features impacting on marine food webs puzzles me for absolute 

answers. When I reached the university foundation level, I decided to enroll for Bachelor of Science in Marine 

Science. Being inspired by the inadequate availability of fisheries specialists and the importance of fisheries to the 

islanders’ diet and government foreign earning persuaded me for higher studies. In September 2011, I arrived in 

Japan to further my studies at master level, and currently I am pursuing a research on fisheries biology of Evynnis 

tumifrons in the laboratory of fish and crustacean biology coordinated by Professor Jun Ohtomi. 

 

My research interest is on the population biology of E.tumifrons. Over the past decades, the catching landing of 

the species in Japan has been declining, and the availability of information on sexual maturity, age, and growth 

quantified from histological analysis and transverse sectioned otoliths is limited. Moreover, the biomass of the 

stock and as well the rate at which biological, natural, and anthropogenic factors are affecting the biomass either 

positively or negatively remain poorly understood. Therefore, to manage this resource sustainability, inclusive 

analysis of all concerned factors has to be conducted in-order to draw in meaningful maximum sustainable yield 

that reflects the desire to manage this exploited resource.  

I would like to sincerely convey my utmost sense of gratitude, gratefulness, and profound regards to Professor Jun 

Ohtomi for his cordial mentorship and supervision. I would also like to acknowledge Associate Professor Hiroshi 

Shono, and Professor Miguel Federico Vazquez Archdale for their willingness to co-supervise my research. 

Finally, I would like to thank the Japanese people for the provision of MEXT scholarship to do my doctorial study 

without any hassle.    

 

 

 

松本
まつもと

 萌
めぐみ

（日本） 
研 究 題 目：魚類のノカルジア症に対するワクチン開発に向けた細胞性免疫誘導技術の開発 
主 指 導 教 員：山本 淳（鹿児島大学） 
第一副指導教員：塩崎 一弘（鹿児島大学） 
第二副指導教員：宇野 誠一（鹿児島大学） 
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◇学生の研究活動 
 

２０１４年度在学生の学会等発表 

 

*=ファーストオーサー 

 

生物生産科学専攻（熱帯資源・植物生産科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：ｲｽﾗﾑ ｴﾑﾃﾞｨｰ ﾏﾃｨｳﾙ 

Md. Matiul Islam*, Yushi Ishibashi, Andressa C.S. Nakagawa, Yuki Tomita, Mari Inoue-Iwaya, Susumu 

Arima, Shao-Hui Zhenge ； Nitrogen redistribution and its relationship with the expression 

ofGmATG8c during seed filling in soybean  Journal of Plant Physiology  192 (2016)： 71-74 

3-Feb-16 

 

学生氏名：河﨑 俊一郎 

*河崎俊一郎、上野正実、川満芳信 ； 久米島におけるフィプロニルベイト剤処理がサトウキビの生

育および収量に与える影響 砂糖類情報 5 月号 54-59 2015 年 5 月 

 

Shun-Ichiro Kawasaki, Jun Tominaga, Shin Yabuta, Kenta Watanabe, Thanankorn Jaiphong, Masami 

Ueno and Yoshinobu Kawamitsu ； Responses of growth, photosynthesis, and associated components 

to hypoxia at different light intensities in red leaf lettuce  Scientia Horticulturae  193: 
330-336 2015 年 7 月 

 

*Shun-Ichiro Kawasaki, Jun Tominaga, Naoko Uehara, Masami Ueno and Yoshinobu Kawamitsu ； 

Effects of long-term exposure to different O2 concentrations on growth and phytochemical content 

in red leaf lettuce  Environmental Control in Biology  53(3): 117-122 2015 年 9 月 

 

*Shun-Ichiro Kawasaki, Jun Tominaga, Shin Yabuta, Kenta Watanabe, Thanankorn Jaiphong, Masami 

Ueno and Yoshinobu Kawamitsu ； Responses of growth, photosynthesis, and associated components 

to hypoxia at different light intensities in red leaf lettuce  193: 330-336 2015 年 7 月 

 

*河﨑俊一郎・上原直子・渡慶次道安・川満芳信・上野正実 ； 光源高さ可変並びにスライド式栽培

棚を備えた栽培システムの開発 農業食料工学会誌 77 巻 5 号 355-362 2015 年 9 月 

 

学生氏名：ｼﾞｪｲﾎﾟﾝ ﾀﾅﾝｺﾝ 

*Thanankorn Jaiphong, Jun Tominaga, Kenta Watanabe, Mai Nakabaru, Hiroo Takaragawa, Ryuichi Suwa, 

Masami Ueno and Yoshinobu Kawamitsu ； Effects of Duration and Combination of Drought and Flood 

Conditions on Leaf Photosynthesis, Growth and Sugar Content in Sugarcane  Plant Protection 
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Science journal 

 

学生氏名：渡邉 健太 

*Kenta Watanabe, Yasunori Fukuzawa, Shun-Ichiro Kawasaki, Masami Ueno and Yoshinobu Kawamitsu； 

Effects of potassium chloride and potassium sulfate on sucrose concentraton in sugarcane juice 

under pot conditions  Sugar Tech 
 

*Kenta Watanabe, Mai Nakabaru, Eizo Taira, Masami Ueno and Yoshinobu Kawamitsu ； Effects of 

Nutrients on Sugar Content in Sugarcane Juice and Use of Juice Analysis for Nutrient Diagnosis 

in Japan  Plant Production Science online 2015 年 12 月 14 日 

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 

学生氏名：河﨑 俊一郎 

*河崎俊一郎、上原直子、渡慶次道安、上野正実、川満芳信 ； 沖縄型植物工場の研究開発 第 8 報パ

リ・パルーDC の研究開発 成長に応じた光源の高さ調節が野菜の生育に与える影響 沖縄農業研究会 

2015 年 8 月 日本、沖縄 （ポスター発表） 

 

河﨑俊一郎, 上原直子, 上野正実, 川満芳信 ； 長期の低酸素環境がリーフレタスのポリフェノール

含有量に与える影響 日本生物環境工学会 2015 年 9 月 日本、宮崎 （ポスター発表） 

 

河﨑 俊一郎 ； 沖縄型植物工場の研究開発 日本生物環境工学会 九州支部会 2015年11月 日本、

沖縄 （口頭発表） 

 

学生氏名：ｼﾞｪｲﾎﾟﾝ ﾀﾅﾝｺﾝ 

*Thanankorn Jaiphong, Jun Tominaga, Kenta Watanabe,Hiroo Takaragawa, Ryuichi Suwa, Masami Ueno 

and Yoshinobu Kawamitsu ； 1. Leaf photosynthesis, growth, yield and quality of sugarcane 

cultivar NiF8 which growing under flood and drought condition during grand growth phase. 

239th Meeting of Crop Science Society of Japan (CSSJ)  27-28 March 2015  Fujisawa, Japan 
Poster 

 

*Thanankorn Jaiphong, Jun Tominaga, Kenta Watanabe, Ryuichi Suwa, Masami Ueno and Yoshinobu 

Kawamitsu ； 2. Effects of prolong flooding on leaf photosynthesis, growth and sugar content 

in various sugarcane cultivars.  Conference of the Kyushu Branch of the Society of Agricultural 
Meteorology of Japan Nov-15 Okinawa, Japan Poster 

 

学生氏名：島田 温史 

島田温史*、山本雅史 ； 乾燥処理を与える時期の違いがパッションフルーツの樹体生育および果実

品質に及ぼす影響 園芸学会 2016 年 3 月 26 日～3月 27 日 神奈川県厚木市 （口頭発表） 
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島田温史*、冨永茂人、山本雅史 ； 遮光処理がパッションフルーツの樹体生育および果実品質に及

ぼす影響 園芸学会 2015 年 9 月 26 日～9月 28 日 徳島県徳島市 （ポスター発表） 

 

島田温史*、山本雅史、冨永茂人 ； 土壌水分の過不足がパッションフルーツの樹体生育および果実

品質に及ぼす影響 園芸学会 2015 年 3 月 28 日～3月 29 日 千葉県千葉市 （口頭発表） 

 

Riska*, Chiaki, Y., Nakamura, M., Takushi, T., Ajitomi, Y., Shimada, A., and Iwai, H. ； 

A new strain of Bean common mosaic necrosis virus(BCMNV) associated with mosaic and rugose leaves 

of passionfruit in Okinawa Prefecture, Japan 日本植物病理学会 2016 年 3 月 21 日～23 日 岡山

県岡山市（口頭発表） 

 

学生氏名：下村 彩 

*下村 彩・森内 沙矢香・平川 英樹・佐藤 修正・田畑 哲之・有馬 進・鈴木 章弘 ； 光照射による

マメ科植物の根および根粒菌への影響 九州沖縄植物学会 2015 年 5 月 23 日～5月 24 日 日本、福岡

県 （ポスター発表） 

 

*Aya Shimomura; Nobuyuki Miyazaki; Sayaka Moriuchi; Susumu Arima; Shusei Sato; Hideki Hirakawa; 

Satoshi Tabata; Makoto Hayashi; Ann Hirsch; Akihiro Suzuki  ； Inhibitory Mechanism of 

Nodulation by Root Exposure to Light in Lotus Japonicus  Plant Biology  2015 年 7 月 25 日～7

月 30 日 America, Minneapolis （ポスター発表） 

 

学生氏名：渡邉 健太 

*渡邉健太・平良英三・上野正実・川満芳信 ； サトウキビ搾汁液中養分と糖度の関係およびそのデ

ータの栄養診断への利用 沖縄農業研究会 2015 年 8 月 7日 日本、沖縄県、西原町 （口頭発表） 

 

*渡邉健太・前里和洋・平良英三・上野正実・川満芳信 ； 土壌および搾汁液中 Cl-がサトウキビの収

量および糖度に与える影響 サトウキビ試験成績発表会 2015年8月18日 日本、沖縄県、糸満市 （口

頭発表） 

 

*渡邉健太・川満芳信 ； カリウム施肥管理を通じたサトウキビの糖度向上に関する研究 さとうき

び・甘蔗糖関係検討会 2015 年 10 月 22 日 日本、沖縄県、那覇市 （口頭発表） 

 

*渡邉健太・平良英三・上野正実・川満芳信 ； 近赤外線分光法を用いたサトウキビ搾汁液中微量成

分分析の可能性 日本農業気象学会九州支部会・日本生物環境工学会九州支部会 2015 年 11 月 13-14

日 日本、沖縄県、那覇市 （ポスター発表） 

 

学生氏名：ｺﾝｽﾀﾝﾃｨﾝ ｻｶﾗ ﾌﾞｽﾝｸﾞ ｱﾀﾅｽ ｸｳｨﾗｻ 

Constantine Busungu 1, K. Ichitani 2, J. Sakagami2, T. Anai3, Y. Kawaguchi2, T. Tanaka2, K. 

Kawabe4 and S. Taura4. (1. United Grad.Sch.Agri.Sci., Kagoshima U., 2.Fac.Agri.,Kagoshima U., 

3. Fac.Agri.,Saga U., 4. Inst.Gene Res., Kagoshima U.) ; Identification and linkage analysis 
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of rice bacterial blight resistance gene from XM14, a mutant line. Kyushu association of plant 

breeders 25-Aug-15 Kagoshima university, Kagoshima city poster 

 

Constantine Busungu 1, K. Ichitani 2, J. Sakagami2, T. Anai3, Y. Kawaguchi2, T. Tanaka2, K. 

Kawabe4 and S. Taura4. (1. United Grad.Sch.Agri.Sci., Kagoshima U., 2.Fac.Agri.,Kagoshima U., 

3. Fac.Agri.,Saga U., 4. Inst.Gene Res., Kagoshima U.) ; Identification and linkage analysis 

of rice bacterial blight resistance gene from XM14, a mutant line. Japanese Society of Plant 

Breeders(JSB) September 11-13-2015 Niigata Prefecture, Japan Poster 

 

Constantine Busungu 1, K. Ichitani 2, J. Sakagami2, T. Anai3, Y. Kawaguchi2, T. Tanaka2, K. 

Kawabe4 and S. Taura4. (1. United Grad.Sch.Agri.Sci., Kagoshima U., 2.Fac.Agri.,Kagoshima U., 

3. Fac.Agri.,Saga U., 4. Inst.Gene Res., Kagoshima U.) ； Mapping and characterization of rice 

bacterial blight resistance XM14 mutant gene Japanese Society of Plant Breeders(JSB)  March 
20-23, 2016 Yokohama City University,Yokohama City,Japan Oral 

 

学生氏名：ｲｽﾗﾑ ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾗｻﾄﾞｰﾙ 

ｲｽﾗﾑ ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾗｻﾄﾞｰﾙ ； Genetic regulation of juvenile growth on soybean The 2015 agricultural 

science (General Science)  Nobember4th-6th Japan, Kagoshima Oral 

 

生物生産科学専攻（動物資源生産科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：主税裕樹 

*大島 一郎, 冨永 輝, 松元 里志, 野村 哲也, 廣瀬 潤, 石井 大介, 片平 清美, 山口 浩, 主税 裕

樹, 髙山 耕二, 中西 良孝 ； 黒毛和種育成雌牛の敷料に用いた解砕繊維状竹粉の堆肥化特性 

日本暖地畜産学会報 58（1），29-35 2015 年 3 月 

 

*主税 裕樹, 花田 信太郎, 木山 孝茂, 廣瀬 潤, 大島 一郎, 髙山 耕二, 中西 良孝 ； 強害雑草エ

ゾノギシギシが侵入したイタリアンライグラス放牧地におけるウシとヤギの採食行動の比較 日本暖

地畜産学会報 58（1），55-60 2015 年 3 月 

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 

学生氏名：主税裕樹 

*主税裕樹，中野侑香，大島一郎，髙山耕二，中西良孝 ； 障害物の高さがトカラ山羊の飛び越えと

くぐり抜け行動に及ぼす影響 第 17 回日本山羊研究会 2016/3/27 日本，東京 （口頭発表） 

 

*主税裕樹，菊村風穂，大島一郎，髙山耕二，中西良孝 ； 舎飼い山羊群における段差式給餌台の設

置が飼料採食競合に及ぼす影響 第 121 回日本畜産学会 2016 年 3 月 28 日～29 日 日本，東京 
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（口頭発表） 

 

*大島一郎・石川あい・柳田大輝・冨永輝・石井大介・松元里志・片平清美・主税裕樹・川崎暢義・高

山耕二・中西良孝 ； 体重を指標とした家鴨類の交雑種作出が産肉性と肉質に及ぼす影響 第 121 回

日本畜産学会 2016 年 3 月 28 日～29 日 日本，東京 （ポスター発表） 

 

学生氏名：ｳｨﾝ ﾐ ﾄｩｴ 

*Win Mi Htwe, Yin Yin Kyawt, Sarayut Thaikua, Yuriko Imai, Yasuhiro Kawamoto ; Studies on plant 

growth and lead concentration of some tropical pasture grasses from lead contaminated acidic 

soils by liming Japanese Society of Grassland Science 2016.3.29-31 Ishikawa Prefectural 

University, Japan. Poster 

 

学生氏名：溝部 大和 

*溝部大和,大谷直人,岩切玲子,吉田直美,佐藤友海,尾上七瀬,徳永誠,榎園祐治 ； 第一分割と胚発生

能に関する検討 第 21回日本臨床エンブリオロジスト学会 2016 年 1月 9日,10 日 日本,石川県金沢

市 （口頭発表およびポスター発表） 

 

生物生産科学専攻（地域・国際資源経済学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：樊 帆 

樊 帆 ； 農家連携による産直ネット販売の特徴と課題 食農資源経済論集 第 66 卷、第 2 号、

pp.15-26 2015 年 10 月 

 

樊 帆*, 秋山邦裕 ； ソーシャルビジネスによる農産物ネット販売の展開 ―熊本県における事例

「えと菜園」を中心に― 鹿児島大学農学部学術報告 66 号 2016 年 3 月 

 

学生氏名：ﾏﾔ ｽﾙﾀﾅ 

Maya Sultana*, Yoshiharu Shiratake ； "Functions of Bepari/Local Paddy Assembler"in the Rice 

marketing system of Bangladesh-a case study of Brahmanbaria District-  "The food, Agriculture 
and Resource Economic Society of Japan" 

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 

学生氏名：伊村 達児 

伊村達児*、内藤重之、杉村泰彦、坂井教郎 ； 沖永良部島における産地仲買人の集出荷行動 日本

農業市場学会 2015 年 日本、宇都宮市 （口頭発表） 

 

学生氏名：樊 帆 
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樊 帆 ； ソーシャルビジネスによる農産物ネット販売の展開 食農資源経済学会 2015 年 9 月下旬 

日本、鹿児島市 （口頭発表） 

 

学生氏名：ﾏﾔ ｽﾙﾀﾅ 

ﾏﾔ ｽﾙﾀﾅ ； Rice Traders initiative in Rice marketing system of Bangladesh-A case study of 

Brahmanbaria District- "The Society of Distributive Sciences"  10 th to 12th October 2015 

Hokkaido University Oral 

 

ﾏ ﾔ  ｽ ﾙ ﾀ ﾅ  ;  Functions of "Bepari/Local Paddy Assembler"in the Rice marketing system of 

Bangladesh-A case study of Brahmanbaria District- "The food,Agriculture and Resource Economics 

Society of Japan" 19 September to 21 September 2015 Kagoshima International University Oral 

 

学生氏名：出花 幸之介 

*出花幸之介・比屋根真一 ； 南西諸島における台風影響による気象要素の特徴 九州農業気象学会 

2015 年 11 月 那覇市 （口頭発表） 

 

*出花幸之介・島袋正樹 ； サトウキビにおける甘蔗糖度、純糖率、還元糖濃度の地域間、年次間、

収穫時期間の変動 －沖縄県内における「逆転生産プロセス」の適応性について－ 沖縄農業経済学会 

2015 年 那覇市 （口頭発表） 

 

*出花幸之介・平ひろみ・比屋根真一 ； 沖縄県内の主要なサトウキビ生産地域における生産量と甘

蔗糖度の変動 作物学会九州支部会 2015 年 鹿児島市 （口頭発表） 

 

応用生命科学専攻（生物機能化学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：ｳｪﾝ ｶﾞｵ ｸｪﾝ ﾋﾞﾝ 

Binh Cao Quan Nguyen*, Jamnian Chompoo, and Shinkichi Tawata ； Insecticidal and Nematicidal 

Activities of Novel Mimosine Derivatives Molecules 20(9), 16741-16756 September, 2015 

 

Binh Cao Quan Nguyen* and Shinkichi Tawata ； Mimosine Dipeptide Enantiomers: Improved 

Inhibitors against Melanogenesis and Cyclooxygenase Molecules 20(8), 14334-14347 August, 

2015 

 

Binh Cao Quan Nguyen*, Pham Thi Be Tu, Shinkichi Tawata, Hiroshi Maruta ； Combination of 

immunoprecipitation (IP)-ATP_Glo kinase assay and melanogenesis for the assessment of potent 

and safe PAK1-blockers in cell culture  Drug Discoveries & Therapeutics  9(4), 289-295 

September, 2015 
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Binh Cao Quan Nguyen*, Nozomi Taira, Hiroshi Maruta, Shinkichi Tawata ； Artepillin C and Other 

Herbal PAK1-blockers: Effects on Hair Cell Proliferation and Related PAK1-dependent Biological 

Function in Cell Culture PHYTOTHERAPY RESEARCH 30(1), 120-127 January, 2016 

 

学生氏名：ﾌｧﾑ ﾁｰ ﾍﾞ ﾄｩ 

Pham Thi Be Tu and Shinkichi Tawata ； Anti-obesity effects of hispidin and Alpinia zerumbet 

bioactives in 3T3-L1 adipocytes in 3T3-L1 adipocytes  Molecules  19・ 10・ 16656～ 16671 

15-10-2014 

 

Pham Thi Be Tu, Jamnian Chompoo, Shinkichi Tawata ； Hispidin and related herbal compounds 

from Alpinia zerumbet inhibit both PAK1-dependent melanogenesis in melanocytes and reactive 

oxygen species (ROS) production in adipocytes Drug Discoveries & Therapeutics 9・3・197～

204 

 

Pham Thi Be Tu and Shinkichi Tawata  ； Anti-oxidant, anti-aging, and anti-melanogenic 

properties of the essential oils from two varieties of Alpinia zerumbet Molecules 20・9・

16723～16740 14-09-2015 

 

Binh Cao Quan Nguyen, Pham Thi Be Tu, Shinkichi Tawata, Hiroshi Maruta ； Combination of 

immunoprecipitation (IP)-ATP_Glo kinase assay and melanogenesis for the assessment of potent 

and safe PAK1-blockers in cell culture Drug Discoveries and Therapeutics 9・4・289～295 

 

学生氏名：ﾄﾞｱﾝ ﾀﾞﾝ ﾌｨ ｺﾝ 

Cong Dang Phi Doan, Ayako Sano, Hoang Nguyen Duc Pham, Yoshie Terashima ； Comparison of 

distribution of oil-degrading filamentous fungi on subtropical Iriomote Island, Japan, and 

tropical Con Dao Island, Vietnam TROPICS Vol. 25(2) 

 

学生氏名：澤田 和敬 

*Kazutaka Sawada and Hiroshi Kitagaki ； Residual mitochondrial transmembrane potential 

decreases unsaturated fatty acid level in sake yeast during alcoholic fermentation. PeerJ 

2015 年 1 月 

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 

学生氏名：時村 金愛 

*時村金愛，金原咲希，藤田清貴，北原兼文 ； サツマイモ品種「こなみずき」澱粉のゲル物性と分

子構造 日本応用糖質科学会 平成 27 年 9 月 16 日～9月 18 日 日本，奈良市 （口頭発表） 

 

学生氏名：ﾄﾞｱﾝ ﾀﾞﾝ ﾌｨ ｺﾝ 

Cong D.P. Doan* Yoshie Terashima ； Isolation of Petroleum Degrading Filamentous Fungi in 
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Iriomote (Japan) and Con Dao islands 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan 

2015 Japan, Okinawa Poster 

 

学生氏名：澤田 和敬 

*澤田 和敬 1,3, 田口 誠我 2, 福崎 久詩 2, 門脇 真史 2，藤丸裕貴 2，鶴田 裕美 3，吉村臣史 3，

北垣 浩志 1,2  （1 鹿児島大・連大農, 2 佐賀大・農, 3 佐賀工技セ） ； 清酒酵母の 1 倍体取得

方法の最適化 第 67 回日本生物工学会大会 2015 年 鹿児島県鹿児島市 （ポスター発表） 

 

学生氏名：ｱﾊﾝｶﾞﾝｺﾞﾀﾞ ｱﾗｯﾁｹﾞ ﾏﾄﾞｩｶ ｽﾎﾞﾃﾞｨﾆｰ 

*Maduka Subodinee Ahangangoda Arachchige Hirohide TOYAMA ； Physiological and molecular 

analyses of yeasts isolated from Toddy in Sri Lanka The 2016 Annual Conference of the Japan 

Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry Sunday, March 27, to Wednesday, March 

30 Japan, Sapporo Poster presentation 

 

学生氏名：ｼﾞｬﾝﾅﾄﾙ ﾌｪﾙﾄﾞｽ 

unknown ； Investigation of factors affecting fermentation ability of yeast Agricultural 

Science 2015( General Seminar)  4 November-6 November Kagoshima University, Kagoshima, Japan 

 

応用生命科学専攻（食品機能科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：舟橋 亞希 

*Aki Funahashi, Masaharu Komatsu, Tatsuhiko Furukawa, Yuki Yoshizono, Hikari Yoshizono, Yasuhiro 

Orikawa, Shota Takumi, Kazuhiro Shiozaki, Seiichi Hayashi, Yoshio Kaminishi, Takao Itakura ； 

Eel green fluorescent protein is associated with resistance to oxidative stress Comparative 

Biochemistry and Physiology, Part C 181-182,35-39 

 

*Sena Ryuzono, Ryo Takase, Kazuki Oishi, Asami Ikeda, Petros Kingstone Chigwechokha, Aki 

Funahashi, Masaharu Komatsu, Taeko Miyagi, Kazuhiro Shiozaki ； Lysosomal localization of 

Japanese medaka (Oryzias latipes) Neu1 sialidase and its highly conserved enzymatic profiles 

with human Gene 575,513-523 

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 

学生氏名：井ノ原 康太 

*Kota Inohara, Ikuo Kimura ； Suppressive effect of ATP on autoxidation of tuna oxymyoglobin 

to metmyoglobin TAFT2015 2015 年 10 月 11 日～10 月 17 日 フランス ナンテス （口頭発表） 

 

井ノ原康太 ； 魚類ミオグロビンのメト化評価法 日本水産学会 2015 年 3 月 26 日 東京 （口頭

発表） 
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*Kota Inohara Ikuo kimura ； Suppressive effect of ATP on autoxidation of tuna oxymyoglobin 

to metmyoglobin Food for Health International Conference 2016 2016 年 3 月 21 日～23 日 鹿児

島 （口頭発表） 

 

学生氏名：ﾏﾆｸﾊﾙﾀﾞ 

Manikharda*, Makoto Takahashi, Kaoru Yonamine, Mika Arakaki, Kensaku Takara, Koji Wada ； 

Flavor characteristics and antioxidant properties of Okinawan chili pepper, Shimatogarashi 

(Capsicum frutescens)  日本食品科学工学会 第 62 回年次大会 August 28-29, 2015 Japan, Kyoto 

Oral 

 

応用生命科学専攻（先端応用生命科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：日置 久美子 

日置久美子*・川崎千穂子・山元正博・林国興・屋宏典 ； 麹飼料による肥育豚の生産性向上 日本

暖地畜産学会報 58(1):45-53 2015 年 4 月 

 

日置久美子*・川崎千穂子・山元正博・林国興・屋宏典 ； 黒麹・乳酸菌飼料によるブロイラーの盲

腸内短鎖脂肪酸の変動 日本家禽学会誌 52:J48-J55 2015 年 10 月 

 

学生氏名：ﾆﾙｼ ﾇｶﾞﾗ 

*Ruwani N. Nugara, Masashi Inafuku, Kensaku Takara, Hironori Iwasaki, Hirosuke Oku ； Pteryxin: 

a coumarin isolated from Peucedanum japonicum Thunb leaves exert anti-obesity activity through 

modulation of adipogenic gene network Nutrition 30/1177-1184 

 

*Ruwani N. Nugara, Natthanan Nukitrangsan, Masashi Inafuku, Naoyuki Taira, Hironori Iwasaki, 

Hirosuke Oku. ； Pteryxin contents, and anti-obesity effects of Peucedanum japonicum extracts 

on C57BL/6 mice Molecular Medical Reports 

 

*Ruwani N. Nugara, Masashi Inafuku, Hironori Iwasaki, Hirosuke Oku ； Partially purified 

Peucedanum japonicum Thunb extracts exert antiobesity effects in vitro Nutrition 30/575-583 

 

*Masashi Inafuku, Ruwani N. Nugara, Yasuo Kamiyama, Itsuki Futenma, Hirosuke Oku ； Cirsium 

brevicaule A. GRAY leaf inhibits adipogenesis in 3T3-L1 cells and C57BL/6 mice Lipids in Health 

and Disease 12/124 

 

学生氏名：久永 絢美 

*Ayami Hisanaga, Rie Mukai, Kozue Sakao, Junji Terao and De-Xing Hou ； Anti-inflammatory 
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effects and molecular mechanisms of 8-prenyl quercetin Molecular Nutrition & Food Research 

00、1-13 

 

学生氏名：ﾌｨｰﾋﾞｰ ｻﾞﾊﾟﾝﾀ ﾄﾘｵ 

Phoebe Trio ； DNA microarrray profiling highlights Nrf2-mediated chemoprevention targeted 

by wasab-derived isothiocyanates in HepG2 cells Nutrition and Cancer 

 

Phoebe Trio*, Satoru Fujisaki, Shunsuke Tanigawa, Kozue Sako, De-xing Hou ； DNA microarray 

profiling highlights Nrf2-mediated neuron protection targeted by Wasabi-derived isothiocyanates 

in IMR-32 Gene Regulation and Systems Biology 

 

Phoebe Trio*, Atsuyushi Kawahara, Kozue Sakao, De-xing Hou ； DNA microarrray profiling 

highlights Nrf2-mediated chemoprevention targeted by wasab-derived isothiocyanates in HepG2 

cells Nutrition and Cancer 

 

学生氏名：伍 樹松 

Shusong Wu*, Xi He, Xiaosong Wu, Si Qin, Jianhua He, Shirui Zhang, De-Xing Hou ； Inhibitory 

effects of blue honeysuckle (Lonicera caerulea L) on adjuvant-induced arthritis in rats: 

Crosstalk of anti-inflammatory and antioxidant effects  Journal of Functional Foods  Volume 
17, Pages 514-523 Aug-16 

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 

学生氏名：日置 久美子 

K. Hioki,C. Kawasaki, M. Yamamoto and K. Hayashi ； Growth promoting effect of Aspergillus 

luchuensis in broiler Europian Symposium of Poultry Nutrition 2015.8.24-27 チェコ共和国、

プラハ （ポスター発表） 

 

学生氏名：ﾆﾙｼ ﾇｶﾞﾗ 

*Ruwani N. Nugara, Masashi Inafuku, Kensaku Takara, Hironori Iwasaki, Hirosuke Oku ； Pteryxin 

in Peucedanum japonicum Thunb Leaves Improves anti-obesity activity through modulation of 

adipogenic gene network in vitro 17th International Conference on Food Science and Nutrition 

28th to 29th June 2015 Holiday Inn, Wembley, London, United Kingdom Oral 

 

*Ruwani N. Nugara, Masashi Inafuku, Kensaku Takara, Hironori Iwasaki, Hirosuke Oku ； Pteryxin: 

a coumarin in Peucedanum japonicum Thunb leaves exerts anti-obesity activity through modulation 

of adipogenic gene network 12th Asian Congress of Nutrition 14th to 18th May 2015 Pacifico 

Yokohama Convention Complex, Yokohama, Japan Oral 

 

*Ruwani N. Nugara, Masashi Inafuku, Seiko Saitoh, Hironori Iwasaki, Hirosuke Oku ； The 

multifaceted pteryxin-mediated molecular mechanisms to inhibit adipogenesis in 3T3-L1 cells 
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日本農芸化学会西日本支部および日本栄養・食糧学会 九州・沖縄支部合同大会.稲盛会館.  30th to 
31st October 2015 Naha, Okinawa, Japan Oral 

 

学生氏名：久永 絢美 

*Ayami Hisanaga, Rie Mukai, Kozue Sakao, Junji Terao, De-Xing Hou ； Anti-inflammatory effects 

and molecular mechanisms of 8-prenyl quercetin Food for Health International Conference 2016 

(FOHIC2016)  2016/3/21~3/23 Japan, Kagoshima Poster 

 

学生氏名：伍 樹松 

Shusong Wu*, Xi He, Kozue Sakao, De-Xing Hou ； Preventive Effects and Mechanisms of Blue 

Honeysuckle on Nonalcoholic Steatohepatitis in Mice Model The 6th International Conference on 

Food Factors - ICoFF 2015 22 - 25 November 2015 Seoul, South Korea Poster 

 

学生氏名：白石 洋平 

白石洋平、安藤有加、吉崎由美子、奥津果優、二神泰基、玉置尚徳、*髙峯和則 ； 芋焼酎もろみへ

のプロテアーゼ添加による酒質の多様化 日本醸造学会 2015 年 東京 （口頭発表） 

 

白石洋平、*吉﨑由美子、小野敏史、奥津果優、二神泰基、玉置尚徳、髙峯和則 ； 米麹が及ぼす焼

酎香気への影響 日本醸造学会 2015 年 東京 （口頭発表） 

 

*白石洋平、二神泰基、奥津果優、吉﨑由美子、和久豊、玉置尚徳、髙峯和則 ； 麹菌菌種が芋焼酎

の香味形成に及ぼす影響 日本生物工学会 2015 年 鹿児島 （ポスター発表） 

 

学生氏名：ﾑﾀﾝﾀﾞ ｲｼﾏｴﾙ 

(*Mutanda I), Kameshima Y, Inafuku M, Saitoh S, Oku H ； Regulation of isoprene emission in 

Ficus septica, a tropical tree, during changes in environmental temperature TERPNET 2015 - 12th 

International Meeting on Biosynthesis, Functions, and Synthetic Biology of Isoprenoids June 

1 - 5, 2015 Canada, Vancouver Poster 

 

学生氏名：矢野 敏史 

*Satoshi Yano, Kozue Sakao, De-Xing Hou ； Wasabi 6-MSITC as a chemosensitizer to improve the 

anti-cancer effects in human colon cancer cells ICoFF2015 2015.11.22 ~ 2015.11.25 Republic 

of Korea, Seoul Poster 

 

*Satoshi Yano, Kozue Sakao, Taichi Hara, De-Xing Hou ； p53 promotes Wasabi 6-MSITC-induced 

autophagic flux in human colon cancer cells DAOSH2015 (International symposium on Dietary 

Antioxidants and Oxidative Stress in Health)  2015.8.30 ~ 2015.8.31 Japan, Hyogo, Awaji 

Poster 

 

*Satoshi Yano, Kozue Sakao, Taichi Hara, De-Xing Hou ； Wasabi 6-MSITC induced apoptotic cell 
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death of human colon cancer by triggering ERK1/2-mediated autophagic flux inhibition FOHIC2016 

(Food for Health International Conference 2016)  2016.3.21 ~ 2016.3.23 Japan, Kagoshima 

Oral 

 

農水圏資源環境科学専攻（生物環境保全科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：千秋 祐也 

*Yuya Chiaki, Nasril Nasir, Henny Herwina , Jumjunidang, Ayaka Sonoda, Tomohiro Fukumoto, 

Masayuki Nakamura, Hisashi Iwai ； Genetic structure and diversity of the Banana bunchy top 

virus population on Sumatra Island, Indonesia  European Journal of Plant Pathology  Volume 
143, Issue 1 , pp113-122 2015 年 9 月 

 

Yuya Chiaki, Tomohiro Fukumoto, Masayuki Nakamura, Hisashi Iwai ； Population genetics analysis 

of East Asian Passiflora virus on Amami Oshima Island  European Journal of Plant Pathology 
 

学生氏名：大石圭太 

*石場理紗、大石圭太、兒島音衣、畑邦彦、曽根晃一 ； 鹿児島大学農学部附属高隅演習林における

キュウシュウノウサギ（Lepus brachyurus brachyurus）の食性 鹿児島大学農学部演習林報告 43 号 

2016 年 3 月 

 

*石場理紗、大石圭太、兒島音衣、畑邦彦、曽根晃一 ； 鹿児島大学農学部付属高隅演習林における

キュウシュウノウサギ（Lepus brachyurus brachyuru)によるスギ植栽木の被害 鹿児島大学農学部演

習林研究報告 43 号 2016 年 3 月 

 

学生氏名：ｴﾙｻｲﾄﾞ ﾓﾊﾒﾄﾞ ｴﾙﾅﾊﾞｳｲ ｱﾌﾞﾄﾞﾙﾌｧﾀ 

Elsaid M. Elnabawy*, Katsuo Tsuda, Yositaka Sakamaki ； Attractiveness of spiders and insect 

predators and parasitoids to flowering plants  Egyptian journal of biological pest control 
25:245-250 2015 年 

 

Elsaid M. Elnabawy*, Katsuo Tsuda, Yositaka Sakamaki, Asahi Oda, and Yurie Ushijima ； The 

Effect of Organic Fertilizers and Flowering Plants on Sheet-Web and Wolf Spider Populations 

(Araneae: Lycosidae and Linyphiidae) and Its Importance for Pest Control  Journal of insect 
science  16:1-8 2016 年 

 

学生氏名：樋口 聡志 

樋口 聡志*・古家 忠・後藤 千枝・坂巻 祥孝・津田 勝男 ； Tomato yellow leaf curl virus 

(TYLCV)を保毒したタバココナジラミ（カメムシ目：コナジラミ科）バイオタイプ Q に対する 2 種薬剤

の感染抑制効果 日本応用動物昆虫学会誌 60 巻 2 号の予定 2016 年 5 月の予定 
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学生氏名：佐藤 一輝 

*佐藤一輝、吉賀豊司、長谷川浩一 ； 昆虫病原性線虫とその共生細菌が有する病原性と共生のメカ

ニズム 中部大学生物機能開発研究所紀要 第 16 号、頁未定 2016 年 3 月 

 

学生氏名：八坂 亮祐 

*He Z., Yasaka R., Li W., Li S., Ohshima, K. ； Genetic structure of populations of sugarcane 

streak mosaic virus in China: Comparison with the populations in India. Virus Research  211、
103-116 2016 年 1 月 4 日 

 

*Ohshima K., Matsumoto K., Yasaka R., Nishiyama M., Soejima K., Korkmaz S., Ho S.Y.W., Gibbs 

A.J., Takeshita M. ； Temporal analysis of reassortment and molecular evolution of Cucumber 

mosaic virus: Extra clues from its segmented genome  Virology  487、188-197 2016 年 1 月 

 

*Matsumoto K., Yasaka R., Setoyama T., Kawano, S., Ohshima K.  Chilli pepper rugose mosaic 
disease caused by Pepper veinal mottle virus occurs on Ishigaki Island, Japan.  Journal of 
General Plant Pathology  82、57-60 2015 年 11 月 

 

*Ohshima K., Muraoka S., Yasaka R., Adachi S., Tokuda M. ； First report of Scallion mosaic 

virus on wild Japanese garlic (Allium macrostemon) in Japan.  Journal of General Plant Pathology 
82、61-64 2015 年 11 月 

 

学生氏名：安達 修平 

*Kazusato Ohshima, Satoshi Muraoka, Ryosuke Yasaka, Shuhei Adachi, Makoto Tokuda ； First 

report of Scallion mosaic virus on wild Japanese 1 garlic (Allium macrostemon) in Japan General 

Plant Pathology 82: 61-64 2016 年 10 月 14 日 

 

*徳田誠・中嶋ひかる・木下智章・副島和則・安達修平・白濱祥平・安田雅俊 ； 佐賀県内における

15 年ぶりのヤマネの生息確認 佐賀自然史研究 20: 7-10 2015 年 

 

*Shuhei Adachi, Shohei Shirahama, and Makoto Tokuda ； Seasonal occurrence of Uroleucon 

nigrotuberculatum (Hemiptera: Aphididae) in Northern Kyushu and mechanisms of its summer 

disappearance Environmental Entomology doi: 10.1093/ee/nvv173 2015 年 

 

学生氏名：金井 賢一 

金井賢一 ； 2015 年クロマダラソテツシジミの鹿児島市市街地での初見日 SATSUMA No.155:60. 

2015 年 11 月 21 日 

 

金井賢一 ； 鹿児島市山田町でツマベニチョウが 6月に発生 SATSUMA No.155：28.  2015 年 11 月

21 日 
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金井賢一 ； 鹿児島市城山町で 5 月にツマベニチョウを目撃 SATSUMA No.155:28.  2015 年 11 月

21 日 

 

金井賢一 ； 鹿児島県本土のオキナワスジボタルの記録 SATSUMA  No.155:100-101.  2015 年 11

月 21 日 

 

守山泰司・金井賢一 ； トカラ列島口之島，中之島，諏訪瀬島の昆虫(2015)  鹿児島県立博物館研

究報告書 35 号:57-66 2016 年 3 月 30 日 

 

福田晴夫・守山泰司・金井賢一 ； 鹿児島県三島村の硫黄島及び竹島のチョウ類 2015 年の調査結果

とチョウ相成立史の検討 鹿児島県立博物館研究報告書 35 号:1-14.  2016 年 3 月 30 日 

 

福田輝彦・金井賢一 ； 新燃岳噴火(2011 年)が霧島山系の蛾類に及ぼした影響 鹿児島県立博物館研

究報告書 35 号:15-56.  2016 年 3 月 30 日 

 

金井賢一・福元正範・入田隼一・榊俊輔・東哲治 ； 薩摩半島西部におけるオキナワキンケビロウド

カミキリの分布 鹿児島県立博物館研究報告書 35 号:67-71.  2016 年 3 月 30 日 

 

金井賢一 ； 2015年昆虫学会九州大会にて，鹿昆中学 3年生が大活躍しました アルボ 157号:1371. 

2015 年 10 月 31 日 

 

金井賢一 ； 約 30 年振りに見つかった馬毛島のトノサマバッタ アルボ 157 号:1372. 2015 年 10

月 31 日 

 

金井賢一 ； 鹿児島のレッドリストの昆虫たち 自然だより 114 号 2015 年 11 月 1 日 

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 

学生氏名：大石圭太 

*大石圭太、河邊弘太郎、田浦悟、畑邦彦、曽根晃一 ； アカネズミの行動圏の親子間およびペア間

の空間配置 九州森林学会 2015 年 10 月 5～6日 大分市 （口頭発表） 

 

*曽根晃一、大石圭太、畑邦彦 ； シギゾウムシ幼虫の脱出口がマテバシイ堅果へ の菌類や他の種子

食性昆虫の加害に及ぼす影響 日本森林学会 2016 年 3 月 27～30 日 神奈川県藤沢市 （ポスター発

表） 

 

*兒島音衣、石場理紗、大石圭太、畑邦彦、曽根晃一 ； 皆伐が森林性野ネズミ Apodemus speciosus

と A.argenteus に与える影響と生息地利用の変化 九州森林学会 2015 年 10 月 5～6日 大分市 （口

頭発表） 
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*石場理紗、兒島音衣、大石圭太、畑邦彦、曽根晃一 ； 鹿児島県におけるノウサギの餌植物 九州

森林学会 2015 年 10 月 5～6日 大分市 （口頭発表） 

 

*大石圭太、兒島音衣、石場理紗、畑邦彦、曽根晃一 ； 森林施業がアカネズミとヒメネズミの堅果

分散に及ぼす影響 日本森林学会 2016 年 3 月 27～30 日 神奈川県藤沢市 （ポスター発表） 

 

学生氏名：ｴﾙｻｲﾄﾞ ﾓﾊﾒﾄﾞ ｴﾙﾅﾊﾞｳｲ ｱﾌﾞﾄﾞﾙﾌｧﾀ 

presenter: El-Said Mohamed El-Nabawy Co authors: Katsuo Tsuda and Yositaka Sakamaki ； Studies 

on the effects of organic fertilizers on the abundance of lycosid and linyphiid spiders in eggplant 

field  The 4th international conference of Eco-friendly applied biological control of 

agricultural pest and phytopathogens 19-22 October, 2015 Cairo, Egypt Oral 

 

*Elsaid M. Elnabawy*, 津田勝男, 坂巻祥孝 ； Enhancement of linyphiid and lycosid spiders 

density by combining organic fertilizer with flowering plants 九州病害虫研究会 第 91 回研究

発表会 4 Feb, 2016 会場 菊南温泉 ユウベルホテル,Japan Oral 

 

学生氏名：加藤 三歩 

*加藤三歩、辻和希 ； シロオビアゲハの擬態斑紋サイズの変動メカニズム 日本昆虫学会第 76 回大

会・第 60 回日本応用動物昆虫学会合同大会 2016 年 3 月 26-29 日 日本、大阪市 （ポスター発表） 

 

*加藤 三歩、辻 和希、立田 晴記、潮 雅之 ； ベイツ擬態におけるモデルとミミックの個体数推移

に対する非線形時系列解析 第 63 回日本生態学会仙台大会 2016 年 3 月 20-24 日 日本、仙台市 （ポ

スター発表） 

 

学生氏名：佐藤 一輝 

*Sato, K., Yoshiga, T., Hasegawa, K.  ；  Screening and identification of Photorhabdus 

luminescens virulence-related genes using C. elegans as a model host 20th International C. 

elegans Meeting 2015 年 アメリカ合衆国、ロサンゼルス市 （ポスター発表） 

 

*Sato, K., Yoshiga, T., Hasegawa, K. ； Phenotypic analysis in attenuated virulence mutant 

of Photorhabdus luminescens 日本線虫学会第 23 回大会 2015 年 日本、名古屋市 （口頭発表） 

 

*Hamaguchi, T., Sato, K., Yamashita, Y., Ozawa, S., Yoshiga, T., Hasegawa, K. ； Insecticidal 

activity of the entomopathogenic nematode Heterorhabditis bacteriophora against three 

Periplaneta cockroaches 日本線虫学会第 23 回大会 2015 年 日本、名古屋市 （ポスター発表） 

 

*Ikuyo, Y., Rina Sriwati, Ozawa, S., Sato, K., Hasegawa, K. ； Plant pathogens Ditylenchus 

dipsaci, Fusarium avenaceum and Alternaria sp., isolated from dieback of Phlox subulata 日

本線虫学会第 23 回大会 2015 年 日本、名古屋市 （ポスター発表） 
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*小澤壮太、佐藤一輝、山下雄司、長谷川浩一 ； 昆虫病原性線虫 Heterorhabditis bacteriophora

の有する殺ゴキブリ活性評価 第 31 回日本ペストロジー学会 2015 年 日本、仙台市 （口頭発表） 

 

*佐藤一輝、吉賀豊司、長谷川浩一 ； 昆虫病原性細菌 Photorhabdus luminescens のビタミン B6 生

合成経路が病原性に及ぼす影響 日本昆虫学会第 76 回大会・第 60 回日本応用動物昆虫学会合同大会 

2016 年 日本、堺市 （ポスター発表） 

 

学生氏名：八坂 亮祐 

*Adachi, S., Honma, T., Yasaka, R., Ohshima, K. and Tokuda, M. ； Reproductive performance 

of two vector aphids of Turnip mosaic virus on the infected and non-infected plants.  
INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS 2015 年 ドイツ、ベルリン （ポスター発表） 

 

*本間智己・安達修平・八坂亮祐・大島一里・徳田 誠 ； TuMV 発生圃場およびその周辺におけるア

ブラナ科植物寄生性アブラムシの季節消長． 九州病害虫研究発表会 2015 年 日本、長崎 （口頭発

表） 

 

八坂亮祐・Maneechoat, P.・Chiemsombat, P.・竹下稔・大島一里 ； タイ王国におけるカブモザイ

クウイルスの生物学的・遺伝学的性質 日本植物病理学会九州部会 2015 年 日本、長崎 （口頭発表） 

 

*八坂亮祐・大島一里 ； 農業の発展からみた植物ウイルスの時間的・空間的進化：カブモザイクウ

イルスを事例研究として 日本ウイルス学会学術集会 2015 年 日本、福岡 （ポスター発表） 

 

安達修平・本間智己・八坂亮祐・大島一里・徳田誠 ； マメアブラムシの有翅虫は、寄生できないは

ずのダイコンにウイルスを媒介しているか？ 昆虫学会・応動昆合同大会 2016 年 日本、大阪 （ポ

スター発表） 

 

八坂亮祐・Charith Raj Adkar-Purushothama・Seint San Aye・Tin Aye Aye Naing・古屋成人・李世訪・

大島一里 ； カブモザイクウイルスの南アジアから東アジアへと続く拡散経路とその時期について 

日本植物病理学会大会 2016 年 日本、岡山 （口頭発表） 

 

高橋宏幸・中嶋正敏・小川愛海・根津修・八坂亮祐・大島一里・宇垣正志・鈴木匡 ； ラッカセイ矮

化ウイルス P1 系統は外被タンパク質がジベレリンの減少を介してラッカセイを矮化させる 日本植物

病理学会大会 2016 年 日本、岡山 （口頭発表） 

 

学生氏名：安達 修平 

*安達修平・古川直希・遠藤信幸・徳田誠 ； ホソヘリカメムシによる花芽吸汁がツルマメの生育お

よび種子生産に及ぼす影響 九州病害虫研究会第91回研究発表会 2016年2月 熊本市 （口頭発表） 

 

*安達修平・古川直希・遠藤信幸・徳田誠 ； ホソヘリカメムシによる花芽吸汁がツルマメの生育お

よび種子生産に及ぼす影響 九州病害虫研究会第91回研究発表会 2016年2月 熊本市 （口頭発表） 
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*本間智己・安達修平・八坂亮祐・大島一里・徳田誠 ； TuMV 発生圃場およびその周辺におけるアブ

ラナ科植物寄生性アブラムシの季節消長 九州病害虫研究会第90回研究発表会 2015年11月 長崎市 

（口頭発表） 

 

*安達修平・本間智紀・八坂亮祐・大島一里・徳田誠 ； 永続伝搬型植物病原ウイルスが媒介アブラ

ムシの増殖に及ぼす影響 日本アブラムシ研究会第 5回研究集会 2015 年 8 月 愛知県岡崎市 （口頭

発表） 

 

*Shuhei Adachi・Tomoki Honma・Ryosuke Yasaka・Kazusato Ohshima・Makoto Tokuda ； XVII. 

International Plant Protection Congress 2015 年 8 月 Berlin (Germany) （ポスター発表） 

 

*安達修平・城所隆・徳田誠 ； 東北地方と九州におけるセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシ

の発生消長 日本昆虫学会九州支部・日本鱗翅学会九州支部合同大会 2015 年 12 月 熊本市 （ポス

ター発表） 

 

学生氏名：木下 哲 

*木下 哲 辻 和樹 ； 沖縄島におけるアリ類の天然蜜利用についての考察 応用動物昆虫学会 

2016/3/26～2016/3/29 日本国大阪府堺市 （ポスター発表） 

 

学生氏名；ｴﾙｻｲﾄﾞ ｱｲﾏﾝ ｶﾐｽ 

*Ayman K. Elsayed, Koreyoshi Ogata, Koichi Kaburagi, Junichi Yukawa and Makoto Tokuda ；  

Taxonomic status of a gall midge (Diptera: Cecidomyiidae) associated with Symplocos 

cochinchinensis (Symplocaceae)  The 75th Annual Meeting of the Entomological Society of Japan 
19-21 September 2015 Kyushu University: Japan, Fukouka oral presentation 

 

農水圏資源環境科学専攻（地域資源環境工学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：ｼﾞｬﾝﾉｯｸ ﾋﾟﾔﾏｰﾄ 

Sontisuk Teerachaichayut*, Wipawee Yokswad, Anupun Terdwongworakul, Piyamart Jannok and Sofia 

Velez Fernandes ； Application of Image Analysis for Determination of Mangosteen Density  
Journal of Advanced Agricultural Technologies  2 (2), 92-97 
 

学生氏名：藤山 宗 

*藤山 宗、樽屋啓之、中田 達、嶺田拓也、伊藤祐二、籾井和朗 ； パッチ状の水路補修が開水路

の通水性に関する水理機能に及ぼす影響評価 No.297（83-3）、pp.Ⅱ_35-Ⅱ_41 2015 年 6 月 

 

*藤山 宗、樽屋啓之、中田 達、浪平 篤、伊藤祐二、籾井和朗 ； 農業用水路における漸縮係数
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に関する実験的研究 土木学会論文集 B1（水工学） Vol.72(No.4)、Ⅰ_547-Ⅰ_552 平成 28 年 2 月 

 

学生氏名：上村 将彰 

*上村将彰，吉田莉惠，宮本英揮 ； 重粘土の含水比・間隙比の同時計測に対する時間領域透過法の

適用 佐賀大学農学部彙報 第 101 号 印刷中 

 

学生氏名：知念 良之 

*知念良之 芝正己 ； 沖縄県における住宅構造材の歴史的変遷に関する一考察 日本森林学会誌 

97 巻 3 号 143-152p 2015 年 6 月 

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 

学生氏名：ｼﾞｬﾝﾉｯｸ ﾋﾟﾔﾏｰﾄ 

Karunrat Sakulnarmrat*, Tomoyuki Shinomiya, Piyamart Jannok, Yoshinori Kamitani and Sumio 

Kawano ； Agricultural and Biology “A simple method of system response compensation of a 

near infrared instrument for determining Brix value of peaches” In The 7thRajamangala University 

of Technology National Conference (7th RMUTNC)  1st-3rd September, 2015 Nakorn Ratchasima, 

Thailand Poster 

 

P. Jannok*, T. Shinomiya, Y. Kamitani, K. Hironaka and S. Kawano ； AGRICULTURE AND FOOD 

"Development of a common calibration model for determining the Brix value of intact apple, pear 

and persimmon fruits by near infrared spectroscopy" In 17th International Conference on Near 

Infrared Spectroscopy 18th to 23rd October 2015 Foz do Iguassu, Brazil Oral 

 

P. Jannok*, T. Shinomiya, Y. Kamitani, K. Hironaka and S. Kawano ； Agriculture and food 

"Development of an NIR calibration model with temperature compensation using common 

temperature-difference spectra for determining the Brix value of intact peach, pear and persimmon 

fruits" In the 31st NIR Forum held under Japan Council for Near Infrared Spectroscopy (JCNIRS) 

25th to 27th November, 2015 Tsukuba, Japan Oral 

 

学生氏名：藤山 宗 

*藤山 宗、樽屋啓之、中田 達、嶺田拓也、伊藤祐二、籾井和朗 ； パッチ状の水路の通水性に関

する水理機能診断 農業農村工学会 2015 年 9 月 1 日～4日 日本、岡山県 （口頭発表） 

 

学生氏名：上村 将彰 

*上村将彰，吉田莉惠，宮本英揮 ； 重粘土の土壌水分モニタリングに関する時間領域透過法の適用 

日本生物環境工学会 2015年宮崎大会 2015年 9月 8日～9月 11日 宮崎県宮崎市 （ポスター発表） 
 

*上村将彰，登尾浩助，宮本英揮 ； 時間領域透過法を利用した豊浦砂の水分計測 土壌物理学会大

会 2015 年 10 月 24 日 佐賀県佐賀市 （ポスター発表） 
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*上村将彰，登尾浩助，宮本英揮 ； 時間領域透過法を利用した豊浦砂の電気伝導度計測 土壌物理

学会大会 2015 年 10 月 24 日 佐賀県佐賀市 （ポスター発表） 

 

学生氏名：知念 良之 

*知念良之 芝正己 ； 戦後の多良間島における薪炭材利用の実態とその特徴 平成 27 年度 亜熱帯

森林林業研究会 2015 年 8 月 沖縄県 （口頭発表） 

 

*知念良之 芝正己 ； 戦後期における多良間島の薪炭材利用の実態 第 71 回 九州森林学会大会 

2015 年 10 月 大分県 （口頭発表） 

 

*知念良之 芝正己 ； 沖縄県多良間島を事例とした薪炭材利用をめぐる地域社会の取り組みと森林

造成と管理の特徴 第 127 回 日本森林学会 2016 年 3 月（予定） 神奈川県 （口頭発表） 

 

農水圏資源環境科学専攻（水産資源環境科学連合講座） 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：魏 弘毅 

HONGYI WEI*, SUGURU OKUNISHI, TAKESHI YOSHIKAWA YUTO KAMEI, AND HIROTO MAEDA ； Isolation and 

Characterization of a Purple Non-Sulfur Photosynthetic Bacterium Rhodopseudomonas faecalis 

Strain A from Swine Sewage Wastewater Biocontrol Science  

 

HONGYI WEI*, SUGURU OKUNISHI, TAKESHI YOSHIKAWA, YUTO KAMEI, MAHMOUD A.O. DAWWODA, SHEILA MAE 

S SANTANDER-E LEON, SHARON NONATO NUÑAL, HIROTO MAEDA ； Synergistic Effect of Photosynthetic 

Bacteria and Isolated Bacteria in Their Antifungal Activities on Root Rot Fungi Biocontrol 

Science 

 

HONGYI WEI*, SUGURU OKUNISHI, TAKESHI YOSHIKAWA YUTO KAMEI, AND HIROTO MAEDA ； Isolation and 

Characterization of a Purple Non-Sulfur Photosynthetic Bacterium Rhodopseudomonas faecalis 

Strain A from Swine Sewage Wastewater Biocontrol Science 

 

学生氏名：ﾏｼﾞｬﾝｶﾞ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾄﾞｯﾄ 

Majanga B.D., Fujieda S., Nishi R., Hosotani K. ； Marine Debris Distribution, Variation and 

Pattern/Seasonal Changes along the Coast and on Sea Surface of the Kagoshima Bay  Journal of 
Japan Society of Civil Engineers, Ser.B3(Ocean Engineering) Vol. 71 p.503-508 04.04.2015 

 

学生氏名：ﾏﾊﾑﾄﾞ ｱﾌﾞﾄﾞﾙﾊﾐｯﾄﾞ ｵﾑﾗﾝ ﾀﾞｳｯﾄﾞ 

Dawood, M.A.O., Koshio, S., Ishikawa, M., Yokoyama, S., Elbasuini, M.F., Hossain, M.S., Nhu, 

T.H., Moss, A.S., Dossou, S., Wei, H. ； Dietary supplementation of β-glucan improves the 



－80－

innate immune response, stress resistance and growth performance of Red Sea bream, Pagrus major. 

Aquaculture Nutrition  in press  in press 
 

Dawood, M.A.O., Koshio, S., Ishikawa, M., Yokoyama, S., El Basuini, M.F., Hossain, M.S., Nhu, 

T.H., Dossou, S. & Moss, A.S. ； Effects of dietary supplementation of Lactobacillus rhamnosus 

or/and Lactococcus lactis on the growth, gut microbiota and immune responses of red sea bream, 

Pagrus major.  Fish Shellfish Immunology  49, 275-285  

 

学生氏名：Watcharapong CHUMCHUEN 

Watcharapong Chumchuen*, Tatsuro Matsuoka, Kazuhiko Anraku and Sukchai Arnupapboon  ； 

Size-selective catch in tropical tuna purse seine fishery in the Eastern Indian Ocean: Assessment 

on new selectivity model for purse seine net  Fisheries Science 
 

Watcharapong Chumchuen*, Tatsuro Matsuoka, Kazuhiko Anraku and Wilailux Premkit  ； 

Size-selective catch by fishing operation technique in tropical tuna purse seine fishery in the 

Western Indian Ocean: Adoptability of free school operation for skippers  Fisheries Science 
 

学生氏名：ﾓﾊﾏﾄﾞ ｻｶﾜｯﾄ ﾎｻｲﾝ 

Md. Sakhawat Hossain, Shunsuke Koshio, Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama , NadiaMahjabin Sony 

Dietary nucleotide administration influences growth, immune responses and oxidative stress 

resistance of juvenile red sea bream (Pagrus major) Aquaculture  455: 41-49 
 

Md. Sakhawat Hossain, Shunsuke Koshio, Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama , Nadia Mahjabin Sony , 

Sayoko Ono, Takeshi Fujieda ； Comparison of the effects of inosine and inosine monophosphate 

on growth, immune response, stress resistance and gut morphology of juvenile red sea bream, Pagrus 

major Aquaculture  458: 64-74 
 

学生氏名：ｼﾞｬﾅﾄｩﾙ ﾌｧｰﾊﾅ 

*Zannatul Farhana and Jun Ohtomi ； Ovarian maturation, size at sexual maturity and spawning 

season of Parapenaeus fissuroides (Decapoda:Penaeidae)  Journal of crustacean Biology  

 

学生氏名：鶴成 悦久 

鶴成悦久*，西 隆一郎，加茂 崇，渡辺卓也，間世田未来，浜本 麦，峯 俊介，石川和雄 ； 重富干

潟における栄養塩供給と淡水流入量の推定 土木学会論文集 B3（海洋開発） Vol.71,No.2，

I_857-I_855 2015 年 9 月 1 日 

 

学生氏名：渡邉 裕基 

The effect of PAR and temperature on the photosynthetic performance of a freshwater red alga, 

Thorea gaudichaudii (Thoreales) from Kagoshima, Japan. ； Journal of Applied Phycology 

DOI: 10.1007/s10811-015-0060-z 2015 年 7 月 24 日 
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学生氏名：河野 真知 

ゲンタマイシン腹腔内暴露により腎障害を誘発したコイの血漿中代謝物変動 ； 環境毒性学会誌 

18 巻（1号）、25-37 頁 2015 年 6 月 

 

*Machi KAWANO, Seiichi UNO, Jiro KOYAMA, Emiko KOKUSHI, Anne McElroy ； Effects of oxygenated 

polycyclic aromatic hydrocarbons on the early life stages of Japanese medaka.  Environmental 
Science and Pollution Research 

 

（発 表 論 文） 

 

学生氏名：魏 弘毅 

魏 弘毅*、吉川 毅、奥西 将之、前田広人 ： 光合成細菌と従属栄養細菌の相互作用による根腐

病糸状菌の抑制 日本防菌防黴学会 2015 年 9 月 1 日-2015 年 9 月 2 日 大阪 （ポスター発表） 

 

Hongyi Wei*, Suguru Okunishi, Takeshi Yoshikawa, Hiroto Maeda ； Biological control of 

pathogenic root rot fungus ICFAS 2016 January 23-24, 2016 Iloilo City, Philippines （ポ

スター発表） 

 

学生氏名：ﾏｼﾞｬﾝｶﾞ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾄﾞｯﾄ 

Majanga Benjamin Dotto ； Marine Debris Distribution, Variation and Pattern/Seasonal Changes 

along the Coast and on Sea Surface of the Kagoshima Bay Civil Engineering in Ocean management, 

environmental conservation and disaster prevention-40th Annual Symposium 2015.06.22-06.23 

Kobe-Japan Oral 

 

学生氏名：ﾏﾊﾑﾄﾞ ｱﾌﾞﾄﾞﾙﾊﾐｯﾄﾞ ｵﾑﾗﾝ ﾀﾞｳｯﾄﾞ 

２ ； Efficiency of heat killed Lactobacillus plantarum supplemental diets on red sea bream, 

Pagrus major. World Aquaculture 2015 26- 30 May, 2015.  Jeju, Korea. Oral 

 

学生氏名：ﾓﾊﾏﾄﾞ ｻｶﾜｯﾄ ﾎｻｲﾝ 

Md. Sakhawat Hossain* ,Shunsuke Koshio ,Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama  ；  Dietary 

nucleotide administration influences growth, immune responses and stress resistance of juvenile 

red sea bream (Pagrus major)  World Aquaculture-2015 May 26- 30, 2015 Jeju, Korea Oral 

 

学生氏名：渡邉 裕基 

*渡邉裕基，森川太郎，三根崇幸，川村嘉応，伊藤史郎，Gregory N Nishihara，寺田竜太 ； アマノ

リ養殖における乾燥と冷凍工程が光合成活性に与える影響 日本藻類学会第 40回大会 2016 年 3月 18

日～20 日 東京 （口頭発表） 

 

*渡邉裕基，Gregory N Nishihara，寺田竜太 ； 日本産アマノリ属藻類数種の光合成に対する光と温
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度の影響 平成 27 年度日本水産学会秋期大会 2015 年 9 月 22 日～25 日 日本，仙台市 （ポスター

発表） 

 

学生氏名：河野 真知 

*河野真知、宇野誠一、國師恵美子、小山次朗 ； 1,4-ナフトキノンのヒメダカ胚発生と代謝物変動

に与える影響 第 21 回日本環境毒性学会研究発表会 2015 年 9 月 2-3 日 日本、東京 （口頭発表） 

 

学生氏名：小久保 洋平 

小久保洋平* 横山佐一郎 石川学 越塩俊介 ； マダイの腸管組織に及ぼす植物タンパク質の影響 

日本水産学会 平成 27 年 9 月 22 日-25 日 日本国 宮城県仙台市 （口頭発表） 
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◇ 研究室紹介 
 

応用生命科学専攻 

先端応用生命科学連合講座 

応用微生物学研究室（琉球大学農学部） 

平良 東紀 

 

 琉球大学農学部応用微生物学研究室では，主に泡盛醸造に係わる微生物及びその酵素の研究、泡盛蒸留粕の

有効利用，乳酸菌とその利用に関する研究、植物の生体防御蛋白質の構造と機能に関する研究を行っています。

2016 年 9 月現在の構成メンバーは私と上地敬子先生のスタッフ 2 名，博士 1 年 1 名，修士 4 名，学部学生 4 名の合

計 11 名となっています。琉球大学の中では，50 年続いている歴史ある研究室です。 

 泡盛醸造に係わる研究では，泡盛の古酒香の１つであるバニリンの生成過程に係わる酵素の構造-機能，その発現

誘導に関する研究を麹製造会社と共同で行い，香り豊かな泡盛古酒の製造に役立てることを目標にしています。ま

た，泡盛製造過程で得られる蒸留粕の有効利用についての研究開発も精力的に行っています。泡盛酒造所と共同

で泡盛蒸留粕を利用した新規発酵飲料の開発を行ったり，泡盛蒸留粕の飼料化に向けた技術開発を泡盛酒造所，

養豚農家，産業廃棄物リサイクル事業所等と協力して行っています。風味豊かなヨーグルト製造に適した乳酸菌のス

クリーニングを沖縄の自然界から酪農家さんと一緒に行っています。 

 研究室のもう１つの柱は，植物の生体防御タンパク質に関する研究です。植物の病原菌の約 8 割はカビであり，植

物はその防御のために，多くの抗カビ因子を生産しています。その１つにキチン分解酵素（キチナーゼ）があります。

植物由来キチナーゼはカビの主な細胞壁構成成分であるキチンを分解することにより，その侵入・生育を阻止する生

体防御タンパク質と考えられています。私たちは，このキチナーゼの構造と抗カビ活性の相関について調べ，タンパク

質工学的手法を用いて「最強の抗カビ酵素」を創出することを目標にしています。抗カビ酵素の研究開発は，生活現

場における安全なカビ防除剤や医療における有効な抗真菌剤としての利用が期待されています。 

 このように微生物を役立てる研究とやっつける研究を，微生物学とタンパク質科学を基盤に，オリジナリティを大事

に，わかり易く，そして高いレベルで，楽しんで行うことを目標に日々学生さんと供に研鑽を積んでいます。 

 

（写真）楽しいチーム応微メンバー 
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◇留学生の近況 
 

Maya Sultana (Bangladesh) 

 
Title of Research: Mitigation of farmers problems and enhance profitability 
        through establishing sustainable marketing system of rice 

 farming in Bangladesh. 
Advisory Professor: SHIRATAKE Yoshiharu (Saga University) 
First Vice Advisory Professor: TSUJI Kazunari (Saga University) 
Second Vice Advisory Professor: YUTAKA Tomoyuki (Kagoshima University) 
Year Entered: October 2014 

 
I am Maya sultana from Bangladesh, now second year student of PhD. I am doing research about 

“Rice Marketing system in Bangladesh”. Bangladesh agricultural sector is mainly dominated by paddy 
production as three fourth (75% in 2015) of total agricultural land is used for this crop. Production and 
marketing of paddy is playing a significant role in shaping the entire economy of Bangladesh. 

For collecting related research data, I did two field surveys in Bangladesh. First one was conducted 
on December to January 2014. At that time, I have collected primary data from two villages of 
Brahmanbaria district (1 out of 64 Districts in Bangladesh) with the help of 11 university students. I did 
detailed discussion and explanation about the survey questionnaire with survey supporters. They studied 
much about the methodology of survey. We got data from 114 farmers and 44 different paddy/rice 
traders with their appreciable effort. After analysis of these data, I got two new know ledges. So, I did 
presentation in “The food, Agriculture and Resource Economics Society of Japan” on 20th September 
2015 at Kagoshima International University, Kagoshima. I also did other presentation in “The Society of 
Distributive Sciences” on 11th October, 2015 at Hokkaido University. I have received many comments 
and questions from researchers that helped me a lot while writing the journal paper. I have submitted my 
first journal paper in “The food, Agriculture and Resource Economics Society of Japan” and now in 
under review process. 

The second phase of my survey, I conducted in the Hobigonj district of Bangladesh from February to 
March 2015. It was successful with the help of 10 university students and Government Agricultural 
officials. We collected data from total 181 farmers and 23 different paddy /rice traders from 6 villages. I 
will analyze these data with the title of “Rice import policy from India and its effect on the farmer’s 
income”. I also want to participate in both of the conferences of the above mentioned society which will 
be held on next September and October in this year. 

All of my research works became possible with the help of United Graduated School of Agricultural 
Sciences Kagoshima. Without their financial help, I could not continue my research work properly. I am 
really grateful to them for assisting me in the path of my study. I am also grateful to my honorable 
advisory professor Dr. Yoshiharu Shiratake for his excellent and cordial guidelines in my work. I hope 
our research work will be fruitful for farmers in Bangladesh in near future. 
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◇修了生より 
 

姓名：魏 弘毅（ウィ ホンイ） 

国籍：中国 

専攻：鹿児島大学大学院連合農学研究科  

農水圏資源環境科学（平成２８年３月修了） 

 

２００９年から日本に留学し、今年で七年目になりました。最初は三重大学に

席をおいていましたが、指導教員である前田広人先生が鹿児島大学に転勤にな

り、私も先生について転学しました。大学院の時から、水産学部の微生物研究

室で主に光合成細菌の応用に関する研究に没頭していました。研究室の先生や先輩方々のおかげで、国

内外の学会に参加し、論文の投稿と特許の出願まで至ることができました。研究はもちろんのこと、留

学生として、国際交流のイベントにも積極的に携わってきました。鹿児島大学留学生会の会長、そして

留学生寮のチューターを務めさせていただき、留学生たちだけではなく、多くの日本の方々と友達にな

り、交流と理解を深めることができました。 

これからも日本との繋がりをもっと大切にしていきたい気持ちがあり、博士二年生の頃、日本で就職す

ることを決めました。外国人として、言葉の壁もあり、博士課程の就職活動は決して簡単ではなく、最

初は失敗ばかりでした。失敗の経験を重ねて、先生や先輩たちの意見もいただきつつ、やっと化粧品会

社の研究開発職の内定にたどり着くことができました。 

ありがたいことに、入社式で新入社員代表として挨拶させていただきました。社長をはじめ、先輩社員

の方々を前に話をしているとき緊張しましたが、龍馬に憧れているなどの話で評価されました。今も続

いている新入社員研修は大変なこともありましたが、毎日新しい知識を学ぶことができました。また、

先輩方からの貴重なアドバイスを糧とし、素直な心でひとつひとつの仕事に誠実に向き合っていきたい

と思います。 

鹿児島にいた五年間、桜島、錦江湾を抱く鹿児島は私にとって第二の故郷になりました。今大阪に引っ

越しましたが、街を歩く中、目に映った鹿児島料理の専門店にも、業務スーパーに置いている志布志産

ピーマンにもとても親しみを感じています。 

 

ありがとさげもした！鹿児島のこと、わっぜぇ好きです！ 
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西村
にしむら

 慶子
け い こ

 

生物生産科学連合講座 

動物資源生産科学専攻（平成 26 年 3 月修了） 

 

 

 

 皆様、はじめまして。平成 26 年 3 月に鹿児島大学大学院連合農学研究科にて博士号を取得し、現在、

宮崎県畜産試験場に勤務しております西村慶子と申します。また、ここで改めまして、博士号取得に向

けてご指導いただいた主指導教員の中西良孝先生、各大学の副査の先生方、畜産試験場での研究にあた

りサポートしていただいた現場職員の皆様に、お礼を申し上げます。 

 私は、平成 17 年 4 月に宮崎県庁に畜産職として入庁し、畜産行政を経験後、平成 20 年 4 月より宮崎

県畜産試験場に勤務しています。畜産試験場に勤務して3年目に連合農学研究科に社会人入学しました。

数年ぶりに母校の大学に戻り、学生時代を思い出すとともに、改修後の農学部校舎に新鮮な気持ちも持

ちながら、学生生活を送りました。私の博士号取得までの道のりは、修士課程と博士課程の研究テーマ

が異なることや、畜産試験場での仕事による時間的な制約があったことから、研究活動や論文作成が思

うように進まず、3 年間で博士号を取得できないのではないかという不安を抱いていました。しかしな

がら、先生方のご助言や励ましの言葉や、畜産試験場の現場職員からの応援もあり、やり遂げることが

できたと思います。今思えば、畜産試験場での研究以外の仕事が学位取得のストレスや不安に対して、

気分転換になっていたのかもしれません。博士号を取得するためには、実験が進まなかったり、論文が

思うように書けなかったりと、様々な困難に直面しました。連合大学院の学生の皆さんは、学位取得に

向けて、日々の研究活動、論文作成等に励まれていることと思います。困難に直面してしまったときは、

研究活動とは全く関係ないことをすることも、よいストレス解消になると思います。 

 連合大学院では、年1回の合同セミナーによって自分の研究分野以外の講義を受けることができます。

私の研究分野は畜産学ですが、セミナーでの農学や水産学の講義は、とても新鮮で、自分の研究に応用

できることはないか、仕事上参考できることはないかと思いながら受講していました。一度、社会に出

てしまうと、自分で学ぶ機会を作らない限り、知識を得ることはできません。社会人学生として連大の

講義を受講し、学生時代には理解できなかった講義の楽しさやありがたさを痛感した 3年間でもありま

した。学生の皆様、今のうちにいろいろな課目を受講し、幅広い知識も身につけてください。きっと、

どこかで役立つ場面に遭遇すると思いますよ。 

 最後に、博士課程の皆さんは、博士号を取得することを目標に頑張っているところだと思います。し

かし、私たちは博士号取得後が本当の活躍の場となります。私事ですが、県の研究機関は、農業や畜産

業、水産業を営む生産者の所得向上につながるような技術を開発することが求められています。生産者

に開発した技術を使ってもらうためには、実験の手法や研究遂行能力により確実に研究成果を挙げ、こ

の研究成果をわかりやすくアピールするプレゼンテーション能力が必要です。博士課程に在籍している

時に、研究活動に専念し、学会発表にも積極的に参加するなど、いろいろな経験を積み重ねてください。

博士号取得後には、第一線で活躍できるよう皆様の研究のさらなる発展と、今後の飛躍を心よりお祈り

申し上げます。 
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◇学会賞等受賞 
 
                         所属：佐賀大学農学部 
                         職名：教 授 
                         氏名：小林 恒夫 
 
 
学  会  賞  名 ：食農資源経済学会学術賞 
学会賞受賞研究題目：小林恒夫著『地域農業構造変動論』（昭和堂、2013 年 3 月刊行） 
受 賞 年 月 日：2014 年 9 月 14 日 
 
[受賞内容] 
 現在、日本農業の課題として、高齢化と担い手不足への対応としての経営構造変革と同時に、高齢者

への美味しく上質な食料の安定的確保や若者の簡便志向への対応といった多様な食料生産体制の構築

が求められている。このことは具体的には、これまでの穀物生産中心のあり方を基本とした農業経営及

び地域農業において、穀物のみならず施設園芸・工芸農産物・畜産といった多様な部門のバランスの良

い棲み分け（適地適産）的な生産が求められていると言い換えることもできる。そして、このような対

応は、自然的・歴史的・社会的な多様性を持つ日本農業の得意とするところでもある。そして実際、全

国的、地域的にそのような対応がなされてきた。 
そのような長い歴史的展開の上に立って、今後の日本農業の展開方向を模索するためには、改めてこ

のようなこれまでの中長期的な農業経営及び地域農業の多様な対応における合理的な展開メカニズム

の解明が農業経済学の分野に求められている。 
 そのような問題意識のもとで、これまでの近現代の中長期的な農業経営及び地域農業の動向とその展

開メカニズムを追究したのが本著である。具体的には、歴史的に稲作において日本の農業経営展開のモ

デル像を示した佐賀県がその後も多様な農業経営と地域農業を展開したことから、佐賀県こそ日本農業

の展開モデルの解明研究における対象として最も相応しいという観点から、近現代の佐賀県農業の展開

メカニズムを整理したものである。本書の中心的内容は、日本稲作展開のモデルとしての「佐賀段階」

「新佐賀段階」の実態と展開メカニズムの検証、及び 1970 年代以降の稲作中心の佐賀平坦農業の停滞

と畑作台地（上場台地）における施設園芸・畜産の発展という「地域農業構造変動」の検証である。 
 そして、以上のことが日本農業の新たな展開方向のメカニズムの解明という点において本学会の発展

に寄与したと評価されて標記の賞を受賞した。 
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                     所属：鹿児島大学農学部 
                     職名：准教授 
                     氏名：池永 誠 
 
学  会  賞  名 ：第 33 回日本土壌肥料学会奨励賞 
学会賞受賞研究題目：植物共存微生物の多様性と動態に関する分子生態学的研究 
受 賞 年 月 日：平成 27 年 4 月 4 日 
 
[受賞内容] 
水稲根に共存する微生物の多様性と動態について分子生態学的手法を用いて解析し、水稲の各生育段階

と水稲根共存微生物との関連性を明らかにした。とりわけ幼苗期・生育初期において、窒素固定細菌な

ど、種々の水稲生育に関わる有益な細菌を見出した。しかし一方で、こうした時期の水稲根から抽出し

た DNA には宿主植物に由来する DNA が過剰に含まれており、それが過剰に PCR 増幅されることで、

水稲根共存微生物の多様性が過小される重大な問題が存在していた。そこで、植物に由来する DNA の

PCR 増幅を抑制する一方で、微生物の DNA を選択的に増幅する、ペプチド核酸（PNA）-PCR クランプ

技術、ロックド核酸（LNA）-PCR クランプ技術を開発し、問題を解決することに成功した。以上の業績

が高く評価され、第 33 回日本土壌肥料学会奨励賞を受賞した。 
 
学  会  賞  名 ：日本土壌微生物学会最優秀ポスター賞 
学会賞受賞研究題目：植物共存微生物の多様性解析法に関する分子生態学的研究 
受 賞 年 月 日：平成 27 年 5 月 23 日 
 
[受賞内容] 
植物共存微生物（細菌・糸状菌）の多様性解析においては、標的遺伝子を PCR 増幅する際に、宿主植物に由

来する遺伝子が過剰に増幅される重大な問題が存在する。宿主植物に由来する遺伝子の PCR 増幅を抑制す

る一方で、植物共存微生物（細菌・糸状菌）の遺伝子のみを選択的に増幅する新手法を、Locked Nucleic 
Acid（LNA）を用いたオリゴヌクレオチドによる PCR クランプ技術を適用して開発した。本手法は従来からの問

題をブレイクスルー的に解決する手法として着目され、最優秀ポスター賞の受賞に繋がった。 
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                     所属：鹿児島大学農学部 
                     職名：准教授 
                     氏名：藤田清貴 
 
学  会  賞  名 ：平成 27 年度日本応用糖質科学会奨励賞 
学会賞受賞研究題目：糖タンパク質糖鎖の加水分解酵素に関する研究 
受 賞 年 月 日：平成 27 年 9 月 17 日 
 
[受賞内容] 
植物糖タンパク質の Hyp-結合型糖鎖には、β-アラビノオリゴ糖鎖とⅡ型アラビノガラクタン糖鎖

が存在する。これまで、ビフィズス菌の中で Bifidobacterium longum だけが植物糖タンパク質に

対して高い資化性を有していることが報告されていたが、B. longum が有する分解酵素や代謝経路

は不明であった。受賞者は、β-アラビノオリゴ糖鎖を加水分解するβ-L-アラビノビオシダーゼ及

び、β-L-アラビノフラノシダーゼを発見し、B. longum におけるβ-アラビノオリゴ糖鎖の分解代

謝経路を明らかにした。これらの酵素の新規性が認められた結果、新たな EC 番号(反応性を基にし

た酵素番号)と GH 番号(構造を基にした酵素番号)が付与された。さらに、β-1,3-ガラクタン主鎖

とβ-1,6-ガラクタン側鎖から構成されるⅡ型アラビノガラクタン糖鎖の主鎖を加水分解するエキ

ソ-β-1,3-ガラクタナーゼと側鎖に作用するエンド-β-1,6-ガラクタナーゼの B. longum からのク

ローニングと性質決定に成功し、B. longum におけるⅡ型アラビノガラクタン糖鎖の分解代謝経路

を明らかにした。これらの研究成果により、B. longum が酵素群を駆使して植物糖タンパク質を効

率的に分解資化するメカニズムが明らかにする共に、B. longum を特異的に増やす新たな機能性高

分子であるプレバイオティック糖タンパク質の存在を明らかにすることができた。 
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                     所属：鹿児島大学農学部 
                     職名：准教授 
                     氏名：二神泰基 
 
学  会  賞  名 ：平成 27 年度日本農芸化学会西日本支部奨励賞（一般） 
学会賞受賞研究題目：Aspergillus 属糸状菌のストレス応答に関する研究 
受 賞 年 月 日：2016 年 1 月 23 日 
 
[受賞内容] 
 Aspergillus 属糸状菌には、肺アスペルギルス症原因菌、カビ毒生産菌、発酵食品製造に用いられる

麹菌などが含まれる。受賞内容は、Aspergillus 属糸状菌のストレス応答に関するものである。 
我々はまず、周囲の環境変化に応じて細胞壁合成を制御することでストレス耐性を獲得する Cell Wall 

Integrity シグナル伝達経路について解析した。当経路は出芽酵母 Saccharomyces cerevisiae において

すでに詳細に解析されていたが、出芽酵母と Aspergillus 属糸状菌とでは生息環境の違いから、環境変

化を感知するセンサータンパク質は異なる応答性をもつと予測して、その違いを明らかにするために行

った。その結果、出芽酵母において Wsc1 はキャンディン系抗真菌薬に対する応答と耐性獲得に関与す

るが、モデル糸状菌 Aspergillus nidulans においては、Wsc タンパク質ではなく MtlA が重要な役割を

もつことが明らかになった。 
次に、白麹菌 Aspergillus luchuensis mut. kawachii のストレス応答について解析した。白麹菌は、焼

酎製造に使用される麹菌であり、アミラーゼやグルコシダーゼなどの糖質加水分解酵素を高分泌生産し、

麹の原料である米や麦に含まれる多糖類を単糖レベルに分解する。さらに、クエン酸を高度に生産する

という特徴をもつ。クエン酸の生産は、もろみの pH を低く保つことで雑菌の増殖を防ぎ、これは焼酎

が主に温暖な九州地方において製造されていることに関連している。麹造りの温度管理として、約 40℃
に上昇させた後に温度を約 30℃に下げることが行われており、温度を下げることでクエン酸を高生産す

ることが知られているが、どのような機序で行われるのか不明であった。そこで、この温度管理が白麹

菌の代謝活動にどのような影響をもたらしているのかを遺伝子発現レベルで解明することを目的とし

て実験を行った。大麦を原料とした麹造りにおける白麹菌の遺伝子発現をマイクロアレイにより解析し

た結果、温度を下げた際に発現上昇する 566 遺伝子と発現減少する 548 遺伝子を同定した。温度を上げ

た状態では、解糖系から分岐するグリセロール合成経路、トレハロース合成経路、ペントースリン酸経

路の関連遺伝子の発現が上昇する傾向があり、クエン酸が生じる TCA 回路へのカーボンフローが抑制

されているためにクエン酸を高生産できないことが示唆された。また、温度を下げることにより分子シ

ャペロンの発現が減少し、一方で、アミノ酸、有機酸輸送体などの輸送体関連遺伝子が高発現していた

ことから、白麹菌が高温ストレスから解放されることによってクエン酸の高生産がはじまることが示唆

された。 
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所属：鹿児島大学農学部 
                     職名：准教授 
                     氏名：清水圭一 
 
 
                    写真：共著者の橋本文雄先生(左)とともに 於東京農業大学 
 
学  会  賞  名 ：園芸学会年間優秀論文賞 
学会賞受賞研究題目：Cloning of the Flavonoid 3'-Hydroxylase Gene of Eustoma grandiflorum (Raf.) 
Shinn. (EgF3'H) and Complementation of an F3'H-deficient Mutant of Ipomoea nil (L.) Roth. by 
Heterologous Expression of EgF3'H. 
受 賞 年 月 日：平成 28 年 3 月 26 日 
 
[受賞内容] 
トルコギキョウ (Eustoma grandiflorum) は多彩な花色や花形，茎が太い，花持ちが良いなどの優良

形質を持っていることから，我が国における切り花の中で重要な地位を占めるに至っているが，更なる

高品質化のために花色の多様化と効率的な花色の育種法の開発が望まれている。 
花色の多様化の育種を効率的に行うためには，花弁の色素成分の解析とその生合成の遺伝学的・分子

生物学的基盤を解明することが重要である。本論文の著者らはトルコギキョウの花弁の色素成分の解析

とその遺伝並びに色素の生合成に関連する遺伝子の解析を行ってきた。これまで，著者らや他のいくつ

かの研究グループによって，トルコギキョウの主要色素であるアントシアニンの生合成に関連する遺伝

子の多くがクローニングされてきたが，赤色花の色素の主要成分であるシアニジン系アントシアニンの

生合成に関わるFlavonoid 3′-hydroxylase (F3′H) 遺伝子がまだクローニングされていなかった。 
そこで本論文では花弁から，シアニジン系アントシアニンの生合成に関与するF3′H遺伝子のcDNAを

単離し，その機能の解析を行った。縮重PCR法とRACE法によって単離されたF3′H遺伝子の完全長

cDNAのアミノ酸配列は，シロイヌナズナのF3′H と75.1％，アサガオの F3′Hと73.8%，ペチュニアの

F3′Hと68.2％の相同性を示した。また，RT-PCRの結果，トルコギキョウ花蕾の生育過程別の花弁にお

けるF3′H遺伝子の発現量は，早期ステージで多く，後期ステージで低下した。なお，葉では，花弁の早

期ステージと同程度に高い発現量を示した。さらに，単離したトルコギキョウのF3′H遺伝子を，F3′H
機能欠損で赤色の花を咲かせるアサガオの品種‘Violet’に導入して異種発現させた結果，花色が赤色から

青色に変化し，花弁中にシアニジン系色素の蓄積がみられた。以上のことから，今回，単離に成功した

トルコギキョウ由来のF3′H遺伝子はシアニジン系色素の生合成機能を有することが明らかとなった。 
本論文は，我が国の主要な花卉であるトルコギキョウにおいて，花色に関わる重要な遺伝子のクロー

ニングに成功したことが高く評価され受賞に繋がったと考えられる。また，豊富な遺伝子資源が存在し，

多数の色素生合成遺伝子が欠損した変異体が利用可能であるアサガオを利用して遺伝子導入を行い，単

離したトルコギキョウの遺伝子の機能の確認を行った。このようなアサガオを利用した遺伝子の機能確

認は初めての成果であった。トルコギキョウ以外の植物でも同様な手法で遺伝子の機能を確認すること

が可能であり，このことも本論文が高く評価された点である。 
最後に，本論文の筆頭著者である髙取由佳氏と共著者である橋本文雄先生，石丸幹二先生，岡本繁久

先生，緒方潤氏，遠藤大輝氏に心から御礼を申し上げる次第である。 
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                     所属：佐賀大学 
                     職名：教授、准教授 
                     氏名：北垣浩志、永尾晃治、光武進 
 
学  会  賞  名 ：日本農芸化学会トピックス賞 
学会賞受賞研究題目：和食に共通して含まれる麹グリコシルセラミドが腸内細菌叢に及ぼす影響の解析 
受 賞 年 月 日：２０１６年３月３０日 
 
[受賞内容] 
 和食に共通して含まれる麹グリコシルセラミドがマウスの腸内細菌叢に及ぼす影響を調べ、和食特異

的腸内善玉菌として Blautia coccoides があることを見出しました。 
本件は全国 2132 演題中 28 演題のトピックス賞に選ばれました。 
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◇平成 27 年度～28 年度 連大行事と活動 

 

平成 27 年度大学院連合農学研究科学位記授与式（前期） 

 
 9 月 18 日、平成 27 年度鹿児島大学大学院連合農学研究科の前期学位記授与式が挙行され、4 名の修

了生と本学の連合農学研究科教員および関係教員、構成大学の長裕幸佐賀大学農学部副学部長、井上章

二琉球大学農学研究科長が出席し、列席のご家族、指導教員とともに新しい博士の誕生を喜びました。

  

 学位記の授与に続き、杉元康志連合農学研究科長から、修了生へのお祝いとこれまでの努力、また、

ご家族やサポートされた方々への敬意と、地域及び国際社会の豊かな発展への貢献と活躍の期待が述べ

られました。越塩水産学部副学部長からは、ミャンマーで行われていたプロジェクトに連合農学研究科

修了生が 9名含まれていたエピソードが紹介され、国際舞台での活躍に是非続いてもらいたいとの祝辞

がありました。修了生を代表して琉球大学配属の日置久美子さんから「博士としての自覚と責任をもっ

て科学の発展とよりよい社会づくりに貢献できるよう努める所存です」と謝辞がありました。 

 

【平成 27 年度（前期）学位取得者 5 名】 

 ＜課程博士 5名＞ 

・日本人 2名 

・外国人留学生 3名（タイ 1名、フィリピン 1名、ボリビア 1名） 

 

 

 

 

 

                         学位記を読み上げる杉元研究科長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全員による記念撮影 



－94－

平成 27 年度大学院連合農学研究科学位記授与式（後期） 

 
 3 月 14 日、平成 27 年度大学院連合農学研究科後期学位記授与式が挙行され、授与式に出席した 15

名に前田芳實学長から学位記が授与されました。 

 前田学長から、「農林水産学は、人類の食料確保の基盤となる学問であり、ここで学んだことを生か

して、科学の進歩はもちろんのこと、地域及び国際社会の豊かな発展に大いに貢献していただきたいと

願っています」と告辞がありました。続いて、構成大学の宮﨑耕治佐賀大学長、大城肇琉球大学長から

それぞれ祝辞がありました。 

 修了生を代表して琉球大学配属の前里和洋さんから、「博士号を有するものとして、さらなる自己研

鑽に励み、常に謙虚で且つ「進取果敢」な姿勢で臨むことを心がけ、自覚と責任をもって科学の発展と

より良い社会づくりに貢献できるよう努めます」と謝辞がありました。 

 式には指導教員や学位取得者のご家族も出席し、新しい博士の誕生を喜びました。 

 

 

 

 

 

                          修了生を代表して謝辞を述べる前里さん 

 

 

 

 

 

 

【平成 27 年度後期の博士学位取得者 20 名】 

<課程博士 19 名> 

・日本人 10 名 

・外国人留学生 9名（ベトナム 5名、中国 1名、スリランカ 1名、マラウイ 1名、インドネシア 1 名）

  

<論文博士 1名> 

インドネシア 1名 

  

 

 

 

 

 

 

全員での記念撮影 
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平成 28 年度連合農学研究科入学式 
 
4 月 8 日、平成 28 年度入学式を挙行し、社会人 4名、 

13 カ国からの外国人留学生 18 名を含む 33 名が入学 

しました。 

 前田芳實学長から 33 名の入学許可が行われた後、 

入学生を代表して鹿児島大学配属の福井美乃さんが 

「21 世紀を担う国際的な研究者を目指して、高度な 

研究能力を培い、学識の修得に専念します」と宣誓 

しました。 

 前田学長の告辞では「多岐にわたる皆さんの研究の       宣誓を行う福井さん 

中から、世界に輝く研究が生まれてくると信じています」 

と大きな期待が述べられ、続いて構成大学の宮﨑耕治佐賀大学長、大城肇琉球大学長から祝辞が贈られ

ました。 

 

 

【留学生出身国別入学生数】 

中国 3名、バングラデシュ 3名、ベトナム 2名、

タイ 1名、スリランカ 1名、フィリピン 1名、 

ミャンマー1名、ソロモン 1名、フィジー1名、

パナマ 1名、バハマ 1名、エジプト 1名、 

ベナン 1名 

 

 

 

 

 

前田学長の告辞 
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平成２８年度入学式告辞（平成２８年４月８日） 

 

鮮やかな楠の若葉が春の光に輝き、まさに春爛漫の今日、御来賓及び関係者の方々にご出

席を賜り、平成２８年度の入学式を挙行できますことは、鹿児島大学大学院連合農学研究科

にとりまして、大きな喜びであります。 
本日、新たに本研究科にお迎えすることとなりました、３３名の新入生の皆様を心から歓

迎いたしますとともに、お祝いを申し上げます。 
新入生３３名の内訳は、生物生産科学専攻１１名、応用生命科学専攻４名、農水圏資源環

境科学専攻１８名となっており、佐賀大学配属の学生が３名、琉球大学が１０名、鹿児島大

学が２０名であります。入学生の中には社会人の方が４名おられ、仕事と研究を両立させな

がら研究と論文作成に励むこととなります。 
また、新入生の中には１３カ国から１８名の熱い志を持った外国人留学生が入学されまし

た。留学生の皆さんが本研究科で勉学・研究に研鑽を積まれるとともに、日本の生活・風土

に触れ、日本文化への理解も深められますことを期待致します。遠く祖国を離れ、言葉や生

活習慣など、いろいろ慣れないこともあろうかと思いますが、指導教員をはじめ多くの人々

との交流がなされ、学ぶ事、研究する事の楽しさを味わい、目的を成し遂げられることを祈

っております。 
本研究科は、設置されて２９年目を迎え、佐賀大学、琉球大学、鹿児島大学が参画する農

林水産学系博士課程の大学院で、西日本及び広くアジア・アフリカを視野に入れた、熱帯・

亜熱帯の特徴ある農業、林業、水産業と密接に関係した教育・研究が高く評価されています。 
本研究科では、先端的生命科学を駆使した食料生産、生物資源の有効利用、農林水産学を取

り巻く環境保全、食の安全・安心を基軸にした品種改良などの技術革新、国際化、地域貢献

を目指して、それぞれの分野のリーダーとなる人材の養成を行っています。皆さんの研究テ

ーマも、最先端の生命科学の研究から、農林水産業の基礎となる研究、地域に密着した研究、

生物資源の開発と有効利用に関する研究、持続可能な農業や資源再生などの環境保全に関す

る研究など、多岐にわたっています。この中から、世界に輝く研究が生まれてくると信じて

おります。 
近年の科学技術の飛躍的発展はグローバル化の進行と共に、我々の日常生活に大きな影響

をもたらし、社会を大きく変貌させる事となりました。 
このような中で、温室効果に由来する地球環境の変化や自然災害、地球人口の急増と食料資

源の生産、新たなエネルギー社会の構築や資源節約の克服のための革新的技術開発、貧困・較

差・差別・紛争・感染症の脅威や新たな冷戦の懸念などが挙げられ、また、国内的課題として、

急速な少子高齢化の進行と労働人口の減少や地域コミュニティーの衰退、さらに、東日本大震

災からの復興と再生の取り組みなど、様々な課題が立ちはだかっています。私達はこれらの課

題に対して、知恵を出し合い、希望ある未来と安定的かつ持続的な社会の実現に向けて貢献し

なければなりません。 
鹿児島大学大学院連合農学研究科は、その責務として、社会の変革と発展にリーダーシップ

を発揮する人材、グローバル社会で活躍する人材、また、イノベーションの創出に貢献する人

材の養成を行います。 
本日、入学を果たされた皆さんは、本研究科での学びや出会いを通して、専門性を深め、高
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度な技術や解析能力を高めると共に、社会との関わりの中での研究を深め、多様な物の考え方、

グローバルな視野と行動力、課題発見力、発信力、コミュニケーション力など、高度研究者と

しての基礎力をしっかりと身につけなければなりません。 
これまでに本研究科より社会に送り出した８６２名の修了生は、日本だけでなく、世界各

国で高い評価を受けて、農林水産学分野のみならず、さまざまな専門分野で活躍しています。

皆さんも、研究面だけでなく、人間的にも成長し、高い倫理観を備えた研究者に成長してい

ただきたいと思います。高い志をもって、日々の研鑽に励んでください。３年後には、日本

そして世界の新しいリーダーとして、ここを巣立っていかれることを心より期待します。人

類社会の持続的発展とこの素晴らしい地球のために、皆さんの惜しみない努力と情熱が注が

れることを、心から祈念して告辞といたします。 
 

平成２８年４月８日 
鹿児島大学長 前田 芳實 
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平成 27 年度連合農学研究科秋季入学式 
 
 10 月 2 日、平成 27 年度 10 月入学コース入学式を挙行しました。 

 10 月入学コースの内訳は、生物生産科学専攻に 4名、応用生命化学専攻に 5名、農水圏資源環境科学

専攻に 1名の計 10 名となっており、佐賀大学に 2名、鹿児島大学に 4名、琉球大学に 4名の方々が配

属されています。 

 杉元康志連合農学研究科長から 10 名の入学許可が行われた後、新入生を代表して鹿児島大学配属の

溝部大和さんが「21 世紀を担う国際的な研究者を目指して、高度な研究能力を培い、学識の修得に専念

することを誓います」と宣誓しました。 

 杉元研究科長からは、「世界、地球が抱える様々な問題に対し、その中でも農水産学の課題解決は最

も重要なものの 1つです。地球環境の変化や自然災害、地球人口の急増と食料資源の生産、また、持続

可能な農水産業、クリーンエネルギー社会の実現などに喫緊の対策が求められています。皆さんの研究

が大いにこれらに貢献できることを期待しています」と告辞がありました。引き続き、構成大学の渡邉

啓一佐賀大学農学研究科長から祝辞が述べられました。 

 

 

 

【新入生の国別内訳】 

 日本 6名、中国 1名、バングラデシュ 3名 

 

 

 

 

 

 

                              宣誓を行う溝部さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉元連合農学研究科長の告辞 
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平成２７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、平成27年度の秋の同研究科長会議は、岩手大学の当番で実施されたところである。 
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 最近の秋の当番大学、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（予定） 
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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。SINET3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（１８構成大学）が連携して、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で、後期（英語）及び前期（日本語）を１サイクルと

している。本研究科においては、平成２２年度後期（英語）及び平成２３年度前期（日本語）を担当（企

画立案・実施）したところである。なお、平成２３年度後期（英語）及び平成２４年度前期（日本語）は

岩手大学が担当し、平成２４年度後期（英語）及び平成２５年度前期（日本語）は東京農工大学の担当、

平成２５年度後期（英語）及び平成２６年度前期（日本語）は鳥取大学の担当、平成２６年度後期（英語）

及び平成２７年度前期（日本語）は岐阜大学、平成２７年度後期（英語）及び平成２８年度前期（日本語）

は愛媛大学、平成２８年度後期（英語）及び平成２９年度前期（日本語）は鹿児島大学の担当となってい

る。 

 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いると

ころで、本研究科においては、前期（日本語）に関しては、平成２７年度から、これまでの「農学特別講

義Ⅱ（特別セミナー）」を「農学共通講義Ⅰ（日本語）」に改めて開講し、後期（英語）に関しては、「農

学特別講義Ⅱ（国際農学特別講義）」を「農学共通講義Ⅱ（英語）」に改めて開講している。また、単位に

関しても、前期及び後期のそれぞれにおいて８コマ以上の修得で１単位としていたものを平成２７年度か

ら４コマ修得で0.5単位、８コマ以上で１単位としたところである。 

 平成２７年度前期（日本語）は、平成27年6月17日（水）～19日（金）まで実施され、鹿児島連大から

石橋松二郎 鹿児島大学農産学部教授と和田康彦佐賀大学農学部教授が講師を務め、また、平成２７年度

後期（英語）は、11月18日（水）～20日（金）まで実施され、鹿児島連大から、越塩俊介鹿児島大学水産

学部教授と木島真志 琉球大学農学部准教授が講師として参画している。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考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINET3による「多地点制御遠隔講義」 

全国６つの連合農学研究科を構成する全18 大

学同時受講 

（H25.11.15 「農学特別講義Ⅱ（英語）」の講

義；鹿児島大学大学院連合農学研究科 

講義室） 

左側のスクリーンは、講師を中心として、周り

に１８構成大学の講義室が映し出される。な

お、常時７大学の講義室しか映し出せないた

め、交互に講義室が切り替わるようになってい

る。 

右側のスクリーンは、講義資料が映し出され

る。  
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 本特別講義の実施にあたっては、SINET３を利用して１８構成大学が同時受講するが、１８構成大学に

あっては、その事前作業が重要となる。当番大学主導の下、映像センターのサポートにより、講義の前日

に各構成大学に映像及び音声が届いているかを確認し、不具合が生じていないか事前確認するものである。 

 以下は、事前確認用の画面であるが、最高１６大学の講義室が映し出される。 

 なお、実際の講義に際しては、講師の映像を映し出す必要があることから、上記の画面のように最高７

大学が映像センターのサポートにより交互に映し出されるようになっている。 

 

全国１８構成大学は、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、帯広畜産大学） 

 （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（SINET3）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。 

 

平成２７年度の中間発表会 

  平成２５年１０月入学者  H27年9月に実施 

  平成２６年 ４月入学者  H27年12月に実施 

 

 

 

 

 

 

 

学生による中間発表会 
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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（TA）あるいは研究補助者（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、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、ファカルティ・ディベロップメント委員会で集計し、より質の高い TA の育成について

継続的に検討している。 
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さらに、平成20年度から各構成大学で本研究科学生を対象としたTA研修会を連大主催で行い、より

質の高いTAの育成を図っている。 
平成 19 年度から平成 27 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 21～27 年度のTA, RA の採用状況である。例年、ほぼコンスタントに採用されている

が、最近のTAの減少は入学者数の減少に伴うものである。また、TA学生にTA実施報告書や評価調査

書を提出させ、さらには各構成大学で TA に関する研修を行い、資の高い教育補助者の育成を図ってい

る。 
 平成27年度においては、7月20日（水）に代議委員によるTA研修会を開催したところである。 
 
TA と RA の構成大学別年度採用数 

年度 21 22 23 24 25 26 27 

   職種 

研究科 
TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA 

佐賀大学 24 4 27 3 32 3 28 4 17 4 12 2 10 2

琉球大学 25 7 17 3 13 6 18 4 20 5 19 2 20 3

鹿大農 17 3 18 3 16 3 12 8 8 10 10 8 10 4

鹿大水 7 8 6 7 11 5 11 6 6 4 5 6 8 4

宮崎大学 2 0 1  0    

合計 75 22 69 16 72 17 69 22 51 23 46 18 48 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代議委員によるTA研修会   
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英語論文作成指導セミナーを開催 

 
 連合農学研究科では平成 23 年度から、学生の英語論文作成のための知識の習得・向上のために英語

論文の作成法及び書き方などの指導としてのセミナーを、一部インターネットを使用して、多地点制御

遠隔講義システムにより各構成大学へ配信して実施している。 
 本セミナーは、学生及び教員からも高評価を得ており、継続的な開催を希望する意見が多く、学位論

文作成のみでなく、グローバル化に対応した、国際的に活躍できる人材を育成する上でも、実践的な教

育として、今後も継続して開催していくこととしている。 
 平成24年度は、英語論文のみならず、研究者の「書く」能力の向上を図ることを目的として開催し、

添削作業を取り入れ、より実践的な指導が行われたところである。 

なお、平成27年度においては、3月8日（火）に水産学部板倉隆夫教授を講師に招き、インターネッ

ト辞書利用により応用問題解説を取り入れ、的確な指導の基にセミナーが実施された。これは、英語が

読めない、訳せない、理解できないといったことを解消する目的で、基礎が重要であることを認識して

もらうために行ったものである。当日は、5 名の学生の参加があり、学生にとっては、英語論文を作成

するうえで貴重なものとなった。後日の学生からのアンケートでは、「英語の見える化」はとても参考

になった、形容詞節や副詞節、自動詞や他動詞などの意味をしっかり理解してから進めていきたい、『基

本英作文例英文600』（の記号づけ模範解答）はとても助かる、など多くの高評価が得られた。 

 

 

 

大学院連合農学研究科 ハラスメント防止のための講演会を開催 
 
本研究科においては、昨年度に引き続き、佐賀大学農学部、琉球大学農学部、鹿児島大学農学部及び

水産学部の教員を含めた連大教員に対して、当然のことながらハラスメント防止のための意識啓発を推

進する必要性があることから、連大主催の下、平成28年2月19日（金）の連大教授会の開催前に、本

学保健管理センター所長の伊地知信二先生を講師に招いて、ハラスメント防止のための講演会を開催し

ました。 
 伊地知先生から、本学のハラスメント相談数、ハラスメント防止のための指針、他大学等でのハラス

メント事案及び実際の相談内容や対策・解決法などについて報告がありました。 
当日は、佐賀大学農学部、琉球大学農学部、鹿児島大学農学部及び水産学部の教員約100名の参加が

あり、充実した講演会となりました。 
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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。 

平成27 年度は、琉球大学50周年記念会館において農芸化学分野の分野別セミナーが平成28年 2月

29日から3月1日の日程で開催され、1日目は外部講師による講演会、博士課程学生による口頭発表及

びポスター発表が行われた。 

2 日目は同分野に関わる工場（沖縄県名護市にある、きのこセンター金武と津嘉山酒造所）の見学を

実施し、今後の博士論文研究の遂行と進路選択等に大いに役立つものとなった。 

 なお、本セミナーには、学内外からの研究者、学生の多数参加があり、教員15名、学生30名の合計

45 名が集い有意義なものとなった。今後も他の分野においても開催する機会を広げ、分野ごとに議論、

研究・教育を行える環境を整備し、大学間及び地域と共同・連携した共同研究プログラムの推進にも繋

がるものと期待するところである。 

 

 

 

 

 

                                   1日目の交流会の様子 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2日目の津嘉山酒造所見学の様子 
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平成２７年度大学院連合農学研究科（博士課程） 

「農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）」実施報告 

 

                                   鹿児島大学農学部 

                                         玉置 尚徳 

                                     中西 良孝 

                                     境  雅夫 

 

平成２７年度鹿児島大学大学院連合農学研究科、農学特別講義（一般セミナー）は、１１月４日（水）

から６日（金）までの３日間の日程で行われました。本年度は鹿児島大学農学部が担当し、鹿児島大学

に新しくできた鹿児島大学学習交流プラザにおいて開催されました。今回は、昨年の一般セミナーにつ

いての学生へのアンケート結果等を踏まえて、いくつかの変更が行われました。１つは、セミナーの数

をこれまでの６つから４つに減らす試みです。また、開催大学等の施設見学の要望に対して、水産学部

の養魚施設と鹿児島水族館の見学を盛り込みました。また、これまで交通費としてチケットを渡してい

たやり方をあらため、交通費、宿泊費を支給することとしました。 

 今回のセミナーでは、１日目の開講式が14:45と遅めに始まり、その後、千葉大学大学院の櫻井清一

先生によって「農産物直売の国際比較」というタイトルで１つめのセミナーが行われました。その後、

これも今回から取り入れられた項目ですが、研究者倫理に関する講義として、日本語グループと英語グ

ループに別れてDVDを見て学習し、その後、１階の学習ラウンジにて交流会が開催されました。２日目

には、３つのセミナーが行われました。午前には、別府大学の古川謙介先生の「環境バイオ：有害物質

分解菌」と筑波大学の伊藤太一先生の「保護地域管理の現状と課題」が行われ、午後にはJT生命誌研究

館の尾崎克久先生の「アゲハチョウの食草認識と進化に関わる分子機構の解明」が行われました。それ

ぞれのセミナーは幅広い分野からの内容でしたが、学生からは盛んに質問がなされ関心の高さが伺えま

した。セミナー修了後には、４つの班に分かれて専攻セミナーが行われました。これまで専攻セミナー

は各専攻に分かれて行っていたのですが、今回は、連大事務係石川さんの英断で各専攻からの学生をシ

ャッフルして４つの班に分けて行うこととしました。このことでより広い分野の学生が知り合うことが

でき連大における学生間の交流が進んだのではないかと期待しています。専攻セミナー修了後は、情報

交換セミナーとして２年生によるポスター発表と討論が行われました。ポスターセッション会場では、

熱心に討論を行う様子が見受けられ、お互いの情報交換の場としてうまく機能したのではないかと思い

ました。今回会場となった学習交流プラザは、多少狭く感じる部分があったり、専攻セミナーの部屋が

４つ確保できなかった面などさらに検討を要する部分はありますが、全体としては１日目、２日目の全

てのイベントがスムーズに進行できたことから、たいへん満足できるものでした。 

 今回のセミナーで取り入れた新しい試みの目玉は３日目に行われた施設見学でした。これは学生から

の要望としてこれまでに上がっていたセミナー開催大学の施設見学を実現したものです。鹿児島大学で

特色のある施設ということでいろいろと検討した結果、副研究科長の大富先生のご尽力で水産学部の養

魚施設と鹿児島水族館の見学が設定されました。参加学生と教員が２台のバスに分乗し、まず錦江湾近

くの水産学部の養魚施設の見学を行いました。施設の説明は水産学部の先生に担当していただき、実際

に養魚用の水槽の中の魚の様子を間近で見ることができ大変興味深い見学となりました。２番目の施設

見学である鹿児島水族館では、通常立ち入ることができない水族館の裏側を説明していただくバックヤ

ードツアーも設定していただき様々な角度から施設を見学できてとても良かったと思います。 
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 今回、様々な新しい試みを取り入れたことで連大の一般セミナーが少しでも活性化すれば幸いです。

最後に、一般セミナー開催にあたり、お世話いただきました研究科長杉元先生を初めとする代議委員会

の先生方、および連大事務係の皆様に御礼申し上げます。 
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平成２７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 

 

                                  琉球大学農学部 

                                      内藤重之 

屋 宏典 

                                     芝 正己 

 

平成27年７月31日（金）に琉球大学農学部会議室をメイン会場として、鹿児島大学連合農学研究科会

議室と佐賀大学農学部の会場をSINETで結び、「人材養成学生支援セミナーⅠ 2015」が開催された。今

年度よりカリキュラムが改正され、４コマで0.5単位となったが、昨年度と同様、各会場に講師をお招

きして講義をしていただく方式で実施され、鹿児島大学の会場から２つの演題、佐賀大学と琉球大学の

会場からはそれぞれ１つの演題が配信された。連大の受講生は11名であったが、連大以外の学生や教員

の参加もみられ、充実した内容のセミナーとなった。 

セミナーは４つの講演と総合討論からなり、その概要は以下のとおりである。 

 

講演１ 中井 茂平 氏 （上野ガス株式会社 代表取締役副社長） 

 題目：社会における個人と組織のズレ 

 本講演では人と人の不信、人と会社・機関（組織）との不整合などの「ズレ」が生じる事例とその原

因などについて説明された。また、これを踏まえて、これから社会に参画する連大の学生が成長し、豊

かな人生を過ごせるように、健康な個人、健康な家庭、健康な組織、健康な社会への道を歩む方法とし

て、ズレを認めることが重要であることとあわせて、ズレの発生や拡大を防止する方法について述べら

れた。 

 

講演２ 安田 元 氏 （オリオン機械株式会社 酪農事業本部企画管理部管理グループ宮城駐在係長） 

 題目：民間企業で必要とされる学位取得者の資質と役割 

 本連合農学研究科の修了生である安田氏は自らの経験をもとに、連大で学び学位を取得したことのメ

リットと博士を採用したことによる会社のメリットについて整理し、民間企業においてどのような業務

を遂行する場合でも自分の立ち位置を「研究者」として捉えつつ、常に自分の持ち味は何かを探求する

ことを忘れなければ、これまでの学究活動を事業活動に融合させ、活かすことは十分可能であること、

研究の視座を広げ、深める上で、民間企業で仕事をすることは有益であることなどを述べられた。 

 

講演３ 髙根 健一 氏 （株式会社インプランタイノベーションズ 代表取締役） 

 題目：ベンチャービジネスに携わって－研究から企業運営まで－ 

 博士課程修了（学位取得）後、ポスドク、民間企業への就職を経て、植物専門の研究支援企業として

「受託解析事業」に取り組むベンチャー企業を設立された経緯や会社の事業内容、企業経営を行って感

じる点などについて説明された。とくにわが国で唯一の植物専門の研究支援企業としての使命ややり甲

斐、面白さなどを具体的にわかりやすく述べられた。 

 

講演４ 安達 宏 氏 （ライオン株式会社 研究開発本部企画管理部戦略推進室長） 

 題目：企業における研究開発について－ライオン(株)のＲ＆Ｄを事例として－ 
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 日用生活品や医薬品の大手企業である同社の研究開発や10年後を見据えた研究テーマの事例を踏ま

えて、具体的に研究テーマの設定や運営のポイントについて述べられた。技術人材の育成面では技術を

通して社会に貢献したいという強い想いとともに、技術に対する探究心を持つ人材の発掘を心がけてお

り、海外研究機関、異業種企業との戦略的提携、国内外大学との包括的提携や研究員の派遣を積極的に

進めることで、世界に通用し、10年先を見据えたテーマ創出を牽引する次世代の技術人材の輩出につな

げていきたいとのことであった。 

 

総合討論 

４つの講演の後、総合討論が行われた。今回のセミナーは講師全員が民間企業の方であり、ふだん大

学の講義では聞けない興味深い内容であったため、各会場より多数の質問が寄せられた。それに対して

講師の方々から示唆に富む回答がなされた。 

 

最後に本セミナーを開催するにあたってご協力いただいた講師の方々に厚く御礼申し上げますとと

もに、各会場で機器のセットアップや講演の準備をしていただいた各構成研究科の代議委員、事務職員

の皆様に感謝いたします。このセミナーが連大生の今後の人生や将来のキャリア形成に役立つことを祈

念いたします。 

以上、平成27年度「人材養成学生支援セミナーⅠ」の実施報告とさせていただきます。 
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平成２7 年度開講報告書 

鹿児島大学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 

 

 

 

 

 

平成 28 年 4 月 25 日 

鹿児島大学水産学部 中村 啓彦 

 

共同担当教員 

鹿児島大学水産学部 小針 統 

鹿児島大学水産学部 仁科 文子 

鹿児島大学水産学部 鈴木廣志 
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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 4名を対象に，2015年 11月 14日～

22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。昨年度までは，鹿児島大学水産学部の不破教授が洋

上セミナーの担当であったが，退職に伴い，後任として鹿児島大学水産学部の中村啓彦（準

教授），小針統（准教授），仁科文子（助教）が担当を引き継いだ。担当者交代に伴い，洋上

セミナーの実施内容も，従来のものから大きく様変わりしたので，開催趣旨として，特にこ

の点を説明したい。 

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）の組み合わせで行

われていた。それに対し，今年度からは，研究に資する海洋観測を行う目的を持って航海計

画を立案し，その目的を達成するための活動の一環として洋上セミナーを実施することにし

た。具体的には，今年度から 5年程度の中期的な研究目標として，「薩南海域の豊かな海洋生

物資源を維持している黒潮の海洋環境と生態系の仕組みを明らかにする」という目標を設定

した。この研究目標は，私たち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。このような研究目的型実習では，学生とともに観測を実施し，学生とと

もに取得資料を考察することにより，素人（連大生）と専門家（担当教員・専門学生および

外部研究者）が協同して大きなサイエンスを志す。その結果，専門家は素人の自然観や人生

観に影響を与え，専門家は素人から力を借りて学問を発展させられれば，洋上セミナーは成

功と考える。 

かごしま丸を利用した乗船実習として，洋上セミナーは単独で実施されるわけではなく，

水産学研究科の「大学院洋上観測乗船実習」と抱き合わせで実施されている。さらに，黒潮

の海洋環境と生態系の仕組みを研究している全国の大学や研究機関から，教員・学生・研究

者が，かごしま丸の共同利用枠や余席利用枠で参加する（今年度は，愛媛大学や九州大学の

教員・学生が参加した）。乗船実習の担当者として，私たちは乗船実習教育の教育効果を上げ

るという目的とともに，かごしま丸を利用した研究利用実績や共同利用実績を上げること，

さらに，船の運航と観測実習に掛かるコストを総合的に考えて乗船実習内容を策定している。 

このような洋上セミナーの開催趣旨に基づき，従来とは異なるスタイルの洋上セミナーを

開始したことをご理解いただくとともに，今後の洋上セミナーのあり方に関するご意見を頂

ければ幸いである。 
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２．乗船学生および指導教員 

鹿児島大学大学院連合農学研究科（4名） 

上野 綾子 鹿児島大学所属 農水圏資源環境科学・水産資源環境科学 

  張 焼霄 鹿児島大学所属 応用生命科学・食品機能科学 

  馬 麗娜 鹿児島大学所属 生物生産科学・地域国際資源経済学 

知念 良之 琉球大学所属 農水圏資源環境科学・地域資源環境工学 

指導教員（4名） 

鈴木 廣志 鹿児島大学/水産学部/水圏科学分野（統括） 

中村 啓彦 鹿児島大学/水産学部/水圏科学分野（乗船実習指導） 

小針 統    鹿児島大学/水産学部/水圏科学分野（乗船実習指導） 

仁科 文子  鹿児島大学/水産学部/水圏科学分野（乗船実習指導） 

その他の乗船者（23名） 

水産学研究科 大学院洋上観測乗船実習  6名 

水産学部・水産学研究科の学生による余席利用  5名 

他大学・研究機関による余席利用 12名 

（愛媛大学，九州大学，富山大学，水産大学校，水研センター東北区水産研究所） 

※ 今年度は，前任者の不破教授から引き継いだ過渡期として，鈴木廣志教授が単位認定者

として指導教員群に加わった。しかし，2015年 9月に，中村啓彦が連大主指導教員資格

を取得したのを受け，2016年度以降は中村啓彦が単位認定者となり，中村，小針，仁科

の 3人体制で洋上セミナーを実施する。 

※水産学部・水産学研究科の学生による余席利用は，担当教員の研究室に所属する学生（専

門学生）によるものである。彼らは，複数の海洋観測を経験しているので，観測班の責任

者の立場で，連大生とともに観測に従事する。 

※ 今年度のかごしま丸航海では，他大学からの乗船者は余席利用枠で乗船したが，来年度

からは共同利用枠で乗船する予定である。 

参考資料１：乗船者名簿 
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３．活動記録 

参考資料２：航海計画書（特に観測点地図を参照されたい） 

10 月 08 日(木) 16:00 乗船説明会 

11 月 14 日(土) 

概要： 薩南海域は曇り時々雨。外洋は波高 1～1.5m。当初計画どおり進行

09:00 「かごしま丸」乗船最終時刻（現地集合） 

・船内生活説明会（全員） 

10:00   鹿児島港出港  

洋上セミナー① 

・自己紹介（全員） 

出身大学，洋上セミナーへの参加動機，抱負など 

・船内生活説明会，および救命艇操練（全員） 

・観測打合せ，および学生向け観測説明（全員） 

13:00  観測準備 

・船内実験室および甲板で観測準備作業（全員） 

・係留用切離装置の 水中テスト（作業班） 

11 月 15 日(日) 

概要：薩南海域は曇り時々晴れ。日中は波高 1m（昨日同様），夜間はほぼ 0m（無風状態）。当

初計画通り進行 

06:00 ・係留型流速計の設置点（MOR）付近の海底探査（作業班） 

08:00 ・MOR 地点で係留型流速計の設置作業（全員） 

・MOR 地点で潮流発電用ダリウス水車の水中テスト（作業班） 

10:00 A01 観測点へ向けて航走（6 時間） 

12:00 CTD/CMS システムを用いた採水法のトレーニング（作業班毎に全員） 

16:00 A01 着 

A 線の 13 地点（A01～A09）で 24 時間体制による観測開始 

各観測点での観測項目 

・CTD/CMS システムによる水質観測（作業班） 

・深海乱流計による乱流観測（作業班は研究グループを補助） 

・NORPAC ネットによる生物観測（作業班は研究グループを補助） 

11 月 16 日（月） 

概要：A 線付近の海域は晴れ。波高はほぼ 0m（ほぼ無風状態）。当初計画通り進行 

11 月 17 日(火) 

概要：A 線付近の海域は曇り時々雨。当初計画通り進行 

15:45 A09 で A 線の観測終了 
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B10 へ向けて航走 

11 月 18 日（水） 

概要：B 線上を前線が通過するため，天候は徐々に悪化。15 時 15 分に観測を中止し。海況が

回復する明朝 3 時まで待機。 

00:00 B10 着 

B 線の 10 地点（B10～B01）で 24 時間体制による観測開始 

各観測点での観測項目 

・CTD/CMS システムによる水質観測（作業班） 

・深海乱流計による乱流観測（作業班は研究グループを補助） 

・NORPAC ネットによる生物観測（作業班は研究グループを補助） 

15:15 B07 

10m/s 以上の強風の中で観測。B07 終了後，明朝 3 時まで観測中断。 

11 月１９日（木） 

概要：B 線付近の海域は晴れ。波高は 1.5m 程度，風速は 5m/s 程度。3 時より観測再開。当初

計画通り進行。 

03：00 B06 から B 線での観測を再開 

11 月 20 日（金） 

概要：B 線付近の海域は晴れ，風と波浪はほとんどなし。 

02：20 B01 で B 線の観測終了 

MOR へ向けて航走 

06:30 MOR 着 

MOR で 24 時間連続観測開始 

[2 時間毎] 

・深海乱流計による乱流観測（作業班は研究グループを補助） 

[6 時間毎] 

・CTD/CMS システムによる水質観測（作業班） 

・NORPAC ネットによる生物観測（作業班は研究グループを補助） 

11 月 21 日（土） 

概要：MOR 付近の海域は晴れ，風と波浪はほとんどなし。当初計画通り進行。 

08：00 MOR で 24 時間連続観測終了 

09：00 MOR で潮流発電用ダリウス水車の水中テスト（作業班） 

12：00 MOR で係留型流速計を回収 

13：00 学生は船内掃除。研究者は機材後片付け。 

18：00 洋上セミナー②（全員） 

・観測結果の概要説明 

・レポート課題の説明・大学院洋上観測乗船実習（全員） 
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11 月 22 日（日） 

概要：未明に鹿児島湾内。8 時から 2 時間程度，洋上セミナーを開催。昼食後，実習学生は現

地解散。 

09：00 鹿児島港に着岸 

08：00 洋上セミナー③（全員） 

講師： 

郭新宇（愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授） 

松野健（九州大学応用力学研究所教授） 

12：00 荷物積卸 

13：00 乗船実習学生は現地解散 

４．観測目的と実習内容 

 今回のかごしま丸航海の観測目的と洋上セミナーの実習内容について説明する。観測目的

や実習内容に関する連大学生向けの説明会を，乗船に先立ち 10月 8日に開催した。説明会で

は，参考資料３（観測概要）を用いて，観測目的と実習内容の説明に努めた。説明会に参加

した連大生には，乗船説明会で聞いた実習内容を参考にして，乗船するかどうかを判断して

もらった。その結果は，全員乗船するというものであった。観測目的をよく理解し，かつ，

それに共感して実習に参加するのでなければ，実習はただの労働と化してしまう恐れがある。

それを回避するために，乗船期間中も，実習現場での作業中に，できるだけ観測目的の理解

に繋がるようなコミュニケーションを連大学生と交わすように努めようとした（ただし，こ

の点は不十分であったことを自覚している）。 

１）観測目的 

【観測題目】 

トカラ海峡の黒潮流域での水平・鉛直混合とそれに伴う水塊変質過程の解明，および，これらの物

理過程と生態系の基礎構造の関連性の解明 

【観測目的】 

目的①：海洋表層の一次生産を維持する物理メカニズムとして湧昇がある。湧昇流は，海洋表層に

海洋深層から栄養塩を供給する働きをしている。亜熱帯循環系は沈降流域なので，海洋表層の一

次生産率が低いと言われている。そのため，亜熱帯循環系の一部である黒潮も，一次生産が低いと

言われている。しかし，近年の小針ら（鹿児島大学）の研究によって，黒潮内部の動物プランクトンの

バイオマスは，沿岸域のそれと同等であることが示されている。これはなぜだろうか？黒潮流域の動

物プランクトン群集の分布をさらに詳しく調べるとともに，黒潮内部で物理環境から一次生産，高次

生産をつなぐ黒潮生態系の仕組みを解明する。 
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目的②：東シナ海の黒潮では，沿岸水と黒潮水の境界に顕著な水温・塩分前線（黒潮前線）が形成

される。黒潮前線の蛇行が発達すると，そこから低気圧性の渦が出現する。この渦が，黒潮下層の

水を湧昇させて表層に栄養塩を供給し，黒潮の一次生産を支えているという仮説がある。近年の吉

江らの研究（愛媛大学からの乗船者）では，従来言われてきた前線渦（メソスケール渦）よりも，さらに

小さな前線渦（サブメソスケール渦）の重要性が指摘されている。サブメソスケール渦と一次生産の

関連性を明らかにする。 

目的③：さらに，東シナ海の黒潮流域では，活発な乱流混合によって，中・深層の海水が表層へ湧

昇していることが予想されている。この乱流エネルギー源は，黒潮や潮汐流が複雑な海底地形上で

励起する内部潮汐波の砕波に由来すると考えられている。特にトカラ海峡は，水深が浅く，かつ，海

底地形が複雑なので，日本近海の黒潮流域の中でも極めて乱流エネルギーが高いと予想されてい

る。しかし，これまで，トカラ海峡における黒潮の乱流エネルギーを組織的に観測した例はない。トカ

ラ海峡における乱流混合を定量的に評価し，それが黒潮の水塊変質を通して物質輸送や生態系の

維持に果たす役割を明らかにしなくてはならない。 

この航海では，これらの現象の包括的な理解を目指して，トカラ海峡の2測線で黒潮断面観測

を行うとともに，1点で係留型鉛直多層流速計（ADCP 75KHz）の係留観測と24時間定点観

測を行い，物理・化学・生物に関する多項目のプロファイルデータを取得する。

２）実習内容 

洋上セミナーの実習生には，先端的な海洋学研究の観測現場の中で，高度な観測を担う一員と

して実習を行う自覚を促すとともに，本物の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。 

 具体的な実習としては，下記の観測機材を利用した海洋観測法を理解するのみならず，船

舶という大型施設を利用し組織的に行う海洋観測の計画立案および現場運営のスキルを身に

付けることを目指した。連大生は，その他の乗船者とともに，24時間体制で行う３つの観測

班に編成されて下記の観測作業に従事した。 

参考資料４：観測班の構成 

１）CTD/CMS/LADCPシステム観測 

機器のセッティング，オペレーション，採水 

２）XCTDシステム観測 

オペレーション 

３）生物観測 

プランクトンネット操作，採水補助，濾過分析補助 

４）係留観測 
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係留型流速計（多層式超音波流速計）設置・回収作業補助 

５）溶存酸素量分析 

溶存酸素滴定装置の操作 

５．講演（洋上セミナー③） 

 今回のかごしま丸航海は，新学術領域研究「黒潮とその源流域における混合過程・栄養塩

輸送と生態系の基礎構造の解明」に関連して，愛媛大学から郭教授のグループ，九州大学か

ら松野教授のグループが参加した。乗船実習最終日の下船前に，船内で両教授によるセミナ

ーが開催された。各講演時間はそれぞれ 30～45分であった。講演内容は，いずれも今回の観

測に関連したテーマであった。また，松野教授の講演には今回の観測結果が盛り込まれた。

以下，その講演題目と講演概要を記す。 

郭新宇（愛媛大学沿岸環境科学研究センター教授） 

講演題目：Kuroshio nutrient stream 

概要：黒潮と親潮が合流する三陸沖は，世界的に見ても非常に基礎生産の高い海域

である。この高い基礎生産を支える栄養塩は，従来の研究では，親潮系の海水によ

って供給されていると言われていた。しかし，近年の研究から，黒潮が南方から輸

送する栄養塩も相当量あることがわかってきた。講演では，黒潮による栄養塩の輸

送経路（Kuroshio nutrient stream）に関する研究がレビューされた。 

松野健（九州大学応用力学研究所教授） 

講演題目：Measurements of the ocean turbulence and vertical flux of nutrients 

for primary production 

概要：海洋表層の基礎生産を維持するためには，海洋深層から表層へ栄養塩を輸送

しなければならない。その物理機構として，海洋の鉛直混合が重要になる。講演で

は，海洋内部波が砕波することで鉛直混合が引き起こされるメカニズムとともに，

鉛直混合が基礎生産に与える役割が説明された。さらに，今回の観測で得られたデ

ータを用いて，トカラ海峡の乱流強度がきわめて強い事実についても報告された。 

６．成績評価 

 成績評価は，乗船実習中の実習態度に対する評価と，レポート課題に対する評価で行われ

た。レポート課題として，以下の設問が提出された。 

１．この観測に参加した研究者は何を明らかにしようとしているかを述べなさい。 

２．外部研究者の講演内容を要約しなさい。 
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３．この洋上セミナーについての感想・コメントについて記述してください。 

参考資料５：レポート（項目３についてのみ抜粋） 

７．総括 

 第 1章の開催趣旨で述べたとおり，担当教員の交替に伴い，今年度より研究目的型実習と

して洋上セミナーを再スタートさせた。このスタイルでの実習の意義は，「かごしま丸」とい

う国内でも最先端の観測設備を備えた巨大施設を利用して，連大生と専門家（担当教員・専

門学生および外部研究者）が協同して大きなサイエンスを志すことにあると考えている。そ

の結果，専門家は連大生の自然観や人生観に影響を与え，専門家は連大生から力を借りて学

問を発展させられれば，洋上セミナーは成功と考える。さらに，船舶という大型施設を利用

し大勢で組織的に行う海洋観測の計画法および運営法を身に付けること（そこまでいかなく

ても一端を垣間見ること）は，分野の違う連大生にとっても有益であると考える。 

このように研究現場に素人学生を組み込むスタイルの実習教育の成功の可否は，学生がそ

の研究目的に対して共通理解を形成できたかどうかにかかっていると考える。学生は，研究

目的に対して共感できなければ，実習はただの労働に近くなってしまうからである。しかし，

今回の洋上セミナーを振り返って，この点を達成できたかどうかについては，不十分であっ

たと自覚している（これは学生レポートの感想からの帰結ではなく，私たち自身の自己評価

による）。実際には，航海中は観測をこなすのに忙しく，その目的（薩南海域の海洋環境と生

態系の仕組み）や取得データの解釈について学生とともに議論する時間は，なかなか取れな

かった。また，実際には，専門外の学生が洋上セミナーに参加する理由は単位を取得するた

めであって，連大生と専門家が観測目的を共有できるというのは幻想に過ぎないとも言える。

これらの点は，洋上セミナーを実施するにあたり，今後も継続的に考えていく問題だと考え

ているが，現時点では研究目的型の実習を行うという目標の基で，洋上セミナーとして一定

の成果を上げることを目指したい。 

 これらのことを鑑み，次回の洋上セミナーに対しては，下記の改善点を考えている。 

１．洋上セミナーの実習生たちと，より一体感をもった授業内容にする 

２．乗船前に，お互いを知り，洋上生活を充実させる仕掛けを入れる 

３．洋上セミナー担当教員が一方的に与えるものではなく，学生が主体的に取り組める内容

にする（シラバス上に，洋上での博士研究の紹介と議論，観測目的や取得データについての

議論をすることを加えた） 

 このような基本方針の下で，毎年，改善を積み重ねながら洋上セミナーを運営する所存であ

る。 
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かごしま丸　2015年度第15次航海「海洋観測乗船実習Ⅰ」乗船者名簿

１．乗船者数

教員 3 男性 22 名

共同利用 0 女性 9 名

余席利用 17

大学院実習 7

連大実習 4

計 31

２．名簿

◆教員

(3名) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾋｺ 水産生物・海洋学分野

小針　統 ｺﾊﾞﾘ ﾄｵﾙ 水産生物・海洋学分野

ﾆｼﾅ ｱﾔｺ 水産生物・海洋学分野

◆余席利用・他機関（12名）

愛媛大(5名) 郭　新宇 Xinyu Guo 愛媛大学沿岸環境科学研究センター・教員

吉江　直樹 ﾖｼｴ ﾅｵｷ 愛媛大学沿岸環境科学研究センター・教員

中川　美和 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾜ 愛媛大学理工学研究科・D1

武藤　玲央 ﾑﾄｳ ﾚｵ 愛媛大学理学部・B4

武田　雄大 ﾀｹﾀﾞ  ﾕｳﾀ 愛媛大学スーパーサイエンス特別コース・B4

九大（4名） 松野　健 ﾏﾂﾉ ﾀｹｼ 九州大学応用力学研究所・教員

千手 智晴 ｾﾝｼﾞｭ ﾄﾓﾊﾙ 九州大学応用力学研究所・教員

堤　英輔 ﾂﾂﾐ 九州大学応用力学研究所・学術研究員

李　根淙 Lee 九州大学応用力学研究所・テクニカルスタッフ

東北水研（1名） 長谷川　大介 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 水産総合研究センター・東北区水産研究所・研究員

水大校（1名） 嶋田　陽一 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 水産大学校・教員

富山大学（1名） 麻　洪良 Ma, Hongliang 外国人研究員（短期滞在）

◆余席利用・補助調査員

(5名) 張　振龍 ﾁｮｳ ｼﾝﾛｳ 水産学研究科・M2

楊　季蓮 ﾔﾝ ｷﾚﾝ 水産学研究科・M2

石川　和雄 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｵ 水産海洋サブ分野・4年

峯　俊介 ﾐﾈ ｼｭﾝｽｹ 水産海洋サブ分野・4年

児玉　聡伸 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾉﾌﾞ 水産生物サブ分野・4年

◆実習・大学院洋上観測乗船実習

M1（6名） 宇都宮　悠 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕｳ

工藤　尚也 ｸﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

橋本　瞭 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ

竹田　力 ﾀｹﾀﾞ ﾂﾄﾑ

サラ ニエタブ カラウ

パリャ ロシリ キランタン

◆実習・（読み替え）

M2(1名） アミナ サリナ モス（M2) ehimedaigaku 

◆連大・洋上セミナー

博士課程(4名） 上野　綾子 ｳｴﾉ ﾘｮｳｺ 農水圏資源環境科学・水産資源環境科学

張　焼霄 ﾁｮｳ ｼｬｵｼｬｵ 応用生命科学・食品機能科学

馬　麗娜 ﾏ ﾚｲﾅ 生物生産科学・地域国際資源経済学

知念　良之 ﾁﾈﾝ ﾖｼﾕｷ 農水圏資源環境科学・地域資源環境工学

中村　啓彦

仁科　文子

参考資料１（乗船者名簿）
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かごしま丸 平成 27 年度第 15 次航海（KG1515） 

（2015 年 10 月 6 日作成） 

１．実習期間 

期間：2015 年 11 月 14 日（土）～11 月 22 日（日） 

集合：11 月 14 日 9 時までに「かごしま丸」に集合（谷山港） 

解散：11 月 22 日，「かごしま丸」で昼食を取ったあと，13～14 時頃に解散（谷山港） 

２．実習・観測目的 

●実習目的： 別紙「大学院洋上観測乗船実習・シラバス（平成 27 年度）」参照

   連大生に対しても同じ 

●観測目的：

トカラ海峡における 

a）黒潮流域の水平・鉛直混合とそれに伴う水塊変質過程の解明，および 

b）これらの物理過程と生態系の基礎構造の関連性の解明 

海洋表層の一次生産を維持する物理メカニズムとして湧昇がある。湧昇流は，海洋表層に海洋深層か

ら栄養塩を供給する働きをしている。亜熱帯循環系は沈降流域なので，海洋表層の一次生産率が低いと

言われている。そのため，亜熱帯循環系の一部である黒潮も，一次生産が低いと言われている。しかし，

近年の小針らの研究によって，黒潮内部の動物プランクトンのバイオマスは，沿岸域のそれと同等である

ことが示されている。これはなぜだろうか？黒潮流域の動物プランクトン群集の分布をさらに詳しく調べる

とともに，黒潮内部で物理環境から一次生産，高次生産をつなぐ黒潮生態系の仕組みを解明しなければ

ならない。 

東シナ海の黒潮では，沿岸水と黒潮水の境界に顕著な水温・塩分前線（黒潮前線）が形成される。黒

潮前線の蛇行が発達すると，そこから低気圧性の渦が出現する。この渦が，黒潮下層の水を湧昇させて

表層に栄養塩を供給し，黒潮の一次生産を支えているという仮説がある。近年の吉江らの研究では，従

来言われてきた前線渦（メソスケール渦）よりも，さらに小さな前線渦（サブメソスケール渦）の重要性が指

摘されている。サブメソスケール渦と一次生産の関連性を明らかにしなければならない。 

さらに，東シナ海の黒潮流域では，活発な乱流混合によって，中・深層の海水が表層へ湧昇しているこ

とが予想されている。この乱流エネルギー源は，黒潮や潮汐流が複雑な海底地形上で励起する内部潮

汐波の砕波に由来すると考えられている。特にトカラ海峡は，水深が浅く，かつ，海底地形が複雑なので，

日本近海の黒潮流域の中でも極めて乱流エネルギーが高いと予想されている。しかし，これまで，トカラ

海峡における黒潮の乱流エネルギーを組織的に観測した例はない。トカラ海峡における乱流混合を定量

的に評価し、それが黒潮の水塊変質を通して物質輸送や生態系の維持に果たす役割を明らかにしなく

参考資料２（航海計画書）
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てはならない。 

この航海では，これらの現象の包括的な理解を目指して，トカラ海峡の2測線で黒潮断面観測を行う

とともに，1点でADCP75KHzの係留観測と24時間定点観測を行い，物理・化・生物学に関する

多項目のプロファイルデータを取得する。 

2015年度から5か年計画で，新学術領域研究「海洋混合学の創設―物質循環・気候・生態系の維持と

長周期変動の解明」がスタートした。「かごしま丸」の11月航海は，このプロジェクト研究とリンクして行われ

る。このプロジェクト研究は，安田一郎教授（東大大気海洋研究所）が領域代表者を務め，8つの計画班

から構成されるJSPS（日本学術振興会）の中でも最大規模のものである。計画班の一つであるA02-4班は，

郭新宇教授（愛媛大学CMES）を代表者として，「黒潮とその源流域における混合過程・栄養塩輸送と生

態系の基礎構造の解明」を目的に，これからの3～5年，トカラ海峡で現場観測を実施する。「かごしま丸」

の11月航海は，この観測研究を担っている。 

最後に，実習学生へのメッセージ！ 

大学院洋上観測乗船実習と連大セミナーの実習生は，日本における最先端の海洋学研究の観測現

場の中で，高度な観測を担う一員として実習を行う。その責任を自覚するとともに，本物の観測からしか経

験することができない充実感を体感するとともに，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，私たち担当教員は期待している。 

３．用語の解説（説明は船内で適宜行なう） 

・観測機器の略称 

CTD [電気伝導度・水温・水圧計]   Conductivity, Temperature, Depth Profiler 

CMS [キャラセル多筒採水器]         Carousel Multiple Water Sampler  

ADCP [音響ドップラー流速鉛直分布計] Acoustic Doppler Current Profiler 

LADCP[降下式 ADCP] Lowered ADCP 

3D-ACM [3 次元超音波流速計] 3-Dimensional Acoustic Current Meter 

A/R [切離装置] Acoustic Releaser 

XBT [海洋投棄式水温計]    eXpendable Bathy Thermograph 

XCTD [海洋投棄式 CTD]    eXpendable CTD 

ＤｅｅｐSUNA [硝酸塩計] Ultra Violet Nitrate Sensor 

TurboMAP [乱流微細構造プロファイラー]  Turbulence Ocean Microstructure Acquisition Profiler 

T-NORPAC [双子型北太平洋標準ネット] Twin-Type North Pacific Standard Net 

Fluorometer [蛍光光度計] Fluorometer (TD700 or 10AU) 

LOPC [レーザー光学粒子カウンター]   Laser Optical Particle Counter 

＊係留測器の詳細や工具類などは別紙参照 
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４．海域（添付 観測点配置図 参照） 

５．航海日程（添付 観測点位置表 参照） 

2015 年 10 月 6 日改訂 

月日（曜日）     時刻   作業・行動    

10 月 08 日(木) 16:00 乗船説明会 

11 月 13 日(金) 積み込み 

08:45 観測機材積込み開始（08:30  水産学部 200 号室集合） 

09:30 水産学部発 

往路：一斉移動 

10:00 「かごしま丸」着・作業開始 

・岸壁：ｼﾝｶｰ用ﾚｰﾙ組立（中村Ｇ）

・後部甲板：ADCP75KHz 組立（千手，中村Ｇ）

・船首甲板：TurboMAP 配置（松野Ｇ）

・実験室：各種分析装置設置（小針Ｇ，吉江Ｇ，張Ｇ，仁科Ｇ）

復路：作業が終了したグループから適宜移動・解散 

11 月 14 日(土) 09:00 「かごしま丸」乗船最終時刻（現地集合，時間厳守） 

10:00   鹿児島港出港  

・船内生活説明，および救命艇操練 

・観測打ち合せ，および学生向け観測説明 

・観測準備（係留系，XCTD システム，TurboMAP） 

・MOR 付近で A/R 水中テスト（水深～600m） 

11 月 15 日(日) 06:00 MOR で海底探査 

08:00 MOR で ADCP(75KHz)設置，XCTD 観測 

10:00 A01 へ向けて航走（6 時間） 

・観測準備（CTD/ LADCP/各種 CTD 外付けセンサー） 

16:00 A01 着，A 線 観測開始 

・CTD/乱流/生物観測 13 点（24 時間体制） 

・CTD は海底直上 10m まで降ろす 

11 月 17 日(火) 18:20 A09 発，A 線 観測終了 

B10 へ向けて航走（5 時間 30 分） 

00:00 B01 着，Ｂ線 観測開始 

・CTD/乱流/生物観測 10 点（24 時間体制） 

・CTD は海底直上 10m まで降ろす 

11 月 20 日(木) 00:45 B10 発，B 線 観測終了 

MOR へ向けて航走（3 時間 45 分） 

注1）実習学生は積込みに参加する必要なし 

注2）実習学生で私物の輸送希望者は事前に持参 

（ISOWebから連絡） 

注3）積込み参加者の移動手段はまとめて計画 

   （後日，積込み計画書配布） 
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04:30 MOR 着，24 時間連続観測開始 

・2 時間ごとに CTD/乱流観測，6 時間ごとに生物観測（後日，計画調整） 

11 月 21 日(金) 06:30 MOR で 24 時間連続観測終了 

08:00 MOR で ADCP(75KHz)回収 

10:00 MOR で海流発電装置の曳航実験開始 

16:00 MOR で海流発電装置の曳航実験終了 

谷山港に向けて航走（12 時間） 

・観測機材等片付け 

・レポート課題の説明 

11 月 22 日(土) 04:00 谷山港外着 

09:00 谷山港入港 

午前 ・乗船研究者による洋上セミナー 

・船内清掃など 

昼食 

13:00 積卸しのあと解散（1 時間程度の時間の遅れは生じ得る） 

天候の状況によって日程を変更する場合がある。 

６．観測実習内容

・CTD/CMS/LADCP システム観測 

 機器のセッティング，オペレーション，採水 

・XCTD システム観測 

 オペレーション 

・生物観測 

 プランクトンネット操作，採水補助，濾過分析補助 

・係留観測 

 ADCP75KHz 設置・回収作業 

・溶存酸素量分析 

 溶存酸素滴定装置の操作 

・クロロフィル分析 

 蛍光光度計の操作とクロロフィル a 濃度（植物プランクトン量）の分析 

・塩分検定（下船後） 

   塩分計の操作 

・観測資料の整理：水温・塩分断面図の作成など（下船後） 

・レポートの作成：各自作成し提出（下船後） 

  （観測機器の構造・取扱い方の理解，係留系の設置・回収方法の理解・体験） 
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７．乗船者名簿 

  添付 乗船者名簿 参照 ＊正式版は後日配布（学生は船内で配布） 

８．観測体制 

  24 時間観測を行うので，4 時間 3 交代制（1 日 8 時間）で観測に従事 

  添付 班分け表 参照（船内で配布） 

９．部屋割り 

  添付 部屋割り表 参照（船内で配布） 

１0．携行品 

  [参考] 着替え，船内履き(サンダルなど)，洗面・お風呂用品一式，洗濯用洗剤，タオル，ちり紙，常備

薬，作業着，作業靴，長靴，水筒 

＊実習着の貸し出しは無い。作業着などは汚れても良いものを持参する（トレパンなど）。 

＊気温が下がることが予想されるので、防寒着が必要 

＊作業は怪我防止のために長袖着用が望ましい 

＊食事の時間は 7 時、11 時、17 時なので夜間に小腹がすいたときのために副食を持って

くるとよい 

＊船には洗濯機・乾燥機がある（揺動や節水で使用できないこともある）。洗剤は各自持参 

＊学生食堂のパントリーに共用の冷蔵庫がある。自分のものには名前を書いてから入れる 

＊アルコールドリンクは厳禁 

＊喫煙は定められた場所でのみ可（船内・甲板では不可） 

[必須] 印鑑，保険証またはコピー，寝具洗濯代\1,000＋食費\1,100×8 日+\400=\10,200 

※朝食\200，昼食\400，夕食\500 

説明会で配布した実習の計画書・資料 

＜注意事項＞ 

１）時間厳守のこと（決められた時間の 10 分前には集合する）。 

２）学生教育研究災害傷害保険などの傷害保険に加入していること 

３）乗船できない場合が生じたときには，その旨を速やかに仁科に連絡する。 

中村連絡先：286-4100（研究室） nakamura@fish.kagoshima-u.ac.jp 

小針連絡先：286-4140（研究室） 

仁科連絡先：286-4102（研究室） 

かごしま丸：停泊中 099-267-9029   航海中  Tel: 090-3022-0737，Fax:03-6388-2035 

出港日に遅刻や乗船できなくなった場合の連絡は「かごしま丸」まで。 
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A01

A09 B10

B01

MOR

鹿児島港
   |  7 knot
MOR（ADCP設置）
   |  10 knot （ 時間をみて7knot ）
 A01
   |  10 knot  (〃)
 A09
   |  10 knot
 B10
   |  10 knot （〃）
 B01
   |  10 knot （〃）
MOR（24時間定点観測
　　   ADCP回収
　　　海流発電装置の曳航実験）
   |　7 knot
鹿児島港

200m深の流速ベクトル（HYCOM output in 2009/06-2011/06）

500m深の流速ベクトル（HYCOM output in 2009/06-2011/06）

観測点配置図
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トカラ海峡の黒潮における
海水混合・栄養塩供給と生態系の基礎構造の解明

断面観測
CTD + sensor： T, S, DO, NO3, CHLa
TurboMAP_L： 乱流（深度500mまで）

採水: 栄養塩等, 植物プランクトン
ネット： 動物プランクトン

かごしま丸による断面観測および定点観測
物理・化・生物に関する多項目データセットの作成と解析

定点観測
ADCP（75KHz Long Ranger）係留：
1週間，1分間隔でサンプリング
黒潮の内部波場の特徴を把握

24時間連続観測：
2時間間隔でサンプリング
観測項目は断面観測と同じ

ADCP 
(75KHz) 
Mooring

新学術領域研究「海洋混合学の創設：OMIX」 A02‐4計画班
物理グループ： 愛媛大CMES，九大RIAM，鹿大水産
生物グループ： 愛媛大CMES，鹿大水産
化学グループ： 富山大学理

東シナ海周辺

の海底地形と

主要な海流系

トカラ海峡で生物資源の
分布や時間変動に影響
する物理プロセス
 黒潮：

水平輸送
 前線波動→前線渦

鉛直輸送
 島影効果

乱流混合，よどみ域
 複雑な海底地形，潮

汐，黒潮
乱流混合

トカラ海峡での黒潮流軸位置指標（KPI）
（Kawabe, 1995; Yamashiro and Kawabe, 1996）

NOAA/SST（2007年5月9日）

鹿児島県水産技術センターHP

西之表

中ノ島

名瀬

検潮所

観測目的
物理

 トカラ海峡周辺の乱流混合の実態を把握し，黒潮系水塊の変質に与える役
割を定量的に評価する

郭（愛媛大）/松野・千手・堤（九大）/中村・仁科（鹿大）

生物
 黒潮前線渦が栄養塩供給、基礎生産過程に与える役割を明らかにする

吉江（愛媛大）

 黒潮流域の動物プランクトン群集の分布を調べ，沿岸域に引けを取らない生
産性の高い黒潮生態系の仕組みを明らかにする

小針（鹿大）

化学
 化学トレーサーを用いて，トカラ海峡における黒潮系水塊の起源を特定する

張（富山大）

その他
 海流発電のためのプロペラ曳航実験を行う

（水産大学校/嶋田）

参考資料３（観測概要）
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海底地形，観測線，航海計画

6

沖縄トラフで変性する黒潮内部の塩分鉛直構造

0 - 50  m: 126~128oEにおいて高塩化 トカラ列島海域で低塩化
100-250 m: 128oE以東で低塩化 ← 沿岸水の取り込み+鉛直混合↑

400-750 m: 平均値の変動は小さいが極小ピークが消失 ← 鉛直混合

NEMO254データの平均値からのずれ

東北水研 長谷川大介 ２０１５年度日本海洋学会春季大会発表資料

プロファイル観測計画
全観測点で実施
 CTD+LADCPシステム
深度：海底直上 10m
付属センサー：Chl, DO, NO3, 光量子（照度）

項目：T,S,Chl,DO,NO3,照度,乱流（Thorp Scale）
採水
表層200m：生物採水
全層：塩分検定，DO検定，栄養塩，化学トレーサー
ネット

表層：動物プランクトン
乱流計（TurboMAP‐L  500m）

流速シアーの微細構造

かごしま丸
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海洋観測実習の様子 １ CTDシステム
測定深度：7000m

測定項目：

水温・塩分・酸素・栄養塩
濃度などの鉛直分布

超音波流速計

24本採水ボトル

観測前のセッティング

CTDオペレーション

海洋観測実習の様子 ２

溶存酸素を分析するためのサンプル海水の採水
海水に空気が混入しないように細心の注意が必要

海洋観測実習の様子 ３

NORPACネットを用いた
動物プランクトンの採取

濾過分析：
サンプルの

サイズ分画

カイアシ類

海洋観測実習の様子 4

ADCP75KHzの設置作業

空中重量：約650kg
事故がない様に細心のロープワー
クが必要

XBT/XCTDシステム

航走する船舶から投棄式BT/ＣＴＤを投

下。シップタイム節約や荒天で停船観
測ができないときに利用。
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観測班の構成 

1 班 2 班 3 班 

作業時間 8-12 時, 20-24 時 0-4 時, 12-16 時 4-8 時, 16-20 時 

教員・研究者 中村啓彦 長谷川大介 郭新宇，嶋田陽一 

連大生 知念良之 馬麗那，張焼霄 上野綾子 

大学院実習生 工藤尚也，宇都宮悠 

アミナ・サリナ･モス 

橋本 瞭 竹田 力 

サラ・ニエタブ・カラウ 

パリャ・ロシリ・キランタン 

補助調査員 院生 楊季蓮 張振龍 

補助調査員 学部生 

余席利用 学部生 

峯俊介 石川和雄 

武田雄大 

上記以外の教員、研

究者・院生など 

班に入らず観測指導に当たる：小針統，仁科文子 

吉江直樹，中川美和，武藤玲央，松野健，千智晴，堤英輔，李根淙 

参考資料４　観測班の構成
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レポート課題（項目３についてのみ抜粋） 

３．この洋上セミナーについての感想・コメントについて記述してください。 

学生Ａ：

洋上実習に対する個人的な意見

連大生の場合，セミナーの性格上別分野の人が参加することになるので，自分の研究を紹

介する時間が 5 分～10 分程度あると親しみやすくなるかと思います。一つ残念なのは，割

り当てられた班以外の方と接する時間があまりなかったことです。しかし，スケジュール

や作業内容を考えれば仕方ないとも思います。設備は新しく必要なものが全て整っており，

食事も美味しかったです。

今回の実習はとても楽しかったです。ありがとうございました。

学生Ｂ：

今度の乗船実習は楽しいでした。いろいろ勉強になって、専門外の知識が勉強できまし

た。来年、もし機械があったら、まだ参加に行きたいと思います。

学生Ｃ：

3．セミナーを受講しての感想 
海洋観測がメインの乗船実習は久しぶりであった事と、自分の専門とは異なった分野の研

究者の方々とお話しができ個人的にはとても充実した一週間でした。ただ、連大では農学

分野を専攻している生徒が多いので、観測の意義や目的などの説明を分野が異なる生徒に

もわかるように、さらに詳しく行った方が良いのではないかと感じました。

学生Ｄ：

Feeling and suggestion

Before this I know nothing about the ocean and oceanography, but after the nine days on board 

seminar, I have an Initial understanding of marine survey, especially the knowledge about Kuroshio. 

It was really a rewarding experience. At the beginning of the seminar I had serious seasick, but after 

I adapt to the life on board I enjoyed the research on the ocean. Also I was deeply moved by the 

beauty of the nature including the glowing plankton at night. I want to express my thanks for all the 

teachers and group members, thanks for taking care of me all the time! 

At the end of the report, I have only one suggestion for the on board seminar. I hope more students 

from other faculty could attend this seminar. This is very good chance and experience to study 

natural science. 

参考資料５（レポート課題　項目３）
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ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

日本 44

ｲﾝﾄﾞ 1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     2

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ     1

ｽﾘﾗﾝｶ 2

ﾀｲ 1

ｲﾝﾄﾞ 1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     3

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ     1

ｽﾘﾗﾝｶ 1

ﾖﾙﾀﾞﾝ 1

ﾄﾙｺ 1

中国 7

ﾊﾟｷｽﾀﾝ 1

ﾍﾞﾄﾅﾑ 2

ﾐｬﾝﾏｰ 2

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ　 　2

ﾒｷｼｺ 1

ﾓｰﾘﾀﾆｱ 1

ﾀｲ 2

韓国 3

中国 9

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

中国 8

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  2

ﾏﾗｳｲ 1

ｹﾆｱ 1

ｲｴﾒﾝ 1

ｴｼﾞﾌﾟﾄ 2

ﾍﾞﾄﾅﾑ 2

ﾏﾚｰｼｱ 2

ﾐｬﾝﾏｰ 2 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 3

18
23

50

日本 27 日本 30

67

17
22

16
22

ﾙｰﾏﾆｱ 1

ﾖﾙﾀﾞﾝ 1

ｲﾗﾝ 1

ﾌｲﾘﾋﾟﾝ 1

ﾍﾞﾄﾅﾑ 3

ﾐｬﾝﾏｰ 3

ｱﾒﾘｶ 1

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 1

ｲﾝﾄﾞ 1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     4

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ　   1

ｽﾘﾗﾝｶ 2

ﾀｲ 2

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ   　3

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ　   1

ｽﾘﾗﾝｶ 1

中国 7

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

ﾏﾚｰｼｱ 1

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 1

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 1

12
22

55

日本 24

ｲﾝﾄﾞ 1

ｴｼﾞﾌﾟﾄ 1

11 14

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     7

ｽﾘﾗﾝｶ 1

韓国 3

中国 9

ｲﾝﾄﾞ 1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　 8

13
22

日本 31

15
22

年　度

入学定員

志願者数

構成大学

22

44 67

ﾌｲﾘﾋﾟﾝ 1

計

佐賀大学(農)

宮崎大学(農)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

23

3955

他大学

23

日本 17

鹿 児 島 大 学
(農)

鹿 児 島 大 学
(水)

琉球大学(農)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 1

ﾐｬﾝﾏｰ 2

ﾍﾞﾄﾅﾑ 2ﾒｷｼｺ 1

ｲﾗﾝ 1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  6

連携大学院

計

国籍別入学者

韓国 3

中国 3

ﾈﾊﾟｰﾙ 1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  4

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 2

ﾏﾚｰｼｱ 1

23

40 40

21

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　 9

韓国 1

ｽﾘﾗﾝｶ 2

ﾀｲ 1

20

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 1ﾀﾝｻﾞﾆｱ 1

ｹﾆｱ 1



28 (3) 26 (5) 22 (3) 16 (4) 22 (5) 22 (5) 15 (1)

(10) (10) (6) (5) (7) (3) (7)

15 (2) 12 (2) 13 (4) 13 (3) 4 (1) 13 (1) 18 (3)

(2) (9) (8) (10) (2) (11) (11)

43 (5) 38 (7) 35 (7) 29 (7) 26 (6) 35 (6) 33 (4)

(12) (19) (14) (15) (9) (14) (18)

14 (1) 12 5 3 (2) 7 (1) 6 3 (1)

(8) (7) (2) (1) (1) (4) (1)

10 (2) 8 (4) 8 (3) 7 (3) 10 (3) 5 (2) 4

(3) (3) (2) (4) (3) (2)

11 (1) 11 6 (1) 9 (1) 4 (1) 7 (1) 16 (1)

(7) (7) (3) (7) (2) (2) (11)

8 (1) 7 (3) 16 (3) 10 (1) 5 (1) 17 (4) 10 (2)

(4) (2) (9) (5) (2) (5) (4)

0 0 0 0 0 0 0

43 (5) 38 (7) 35 (7) 29 (7) 26 (6) 35 (7) 33 (4)

(22) (19) (14) (15) (9) (14) (18)

ｿﾛﾓﾝ諸島　　1

ﾀｲ          1

中国        3

ﾊﾟﾅﾏ　　　　1

ﾊﾞﾊﾏ        1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  3

ﾌｨｼﾞｰ　　   1

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1

ﾍﾞﾄﾅﾑ       2

ﾍﾞﾅﾝ　　　　1

ﾐｬﾝﾏｰ　　　 1

ﾓｰﾘﾀﾆｱ　　　1 中国        1

ﾐｬﾝﾏｰ　　　 2 韓国        1 中国        1

中国        2 ﾏﾚｰｼｱ　　　 1 ﾐｬﾝﾏｰ       1 ﾏﾗｳｲ        1

ﾏﾚｰｼｱ       2 ﾍﾞﾄﾅﾑ       2 中国　　　　3

ﾍﾞﾄﾅﾑ       2 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　　　2 ﾎﾞﾘﾋﾞｱ      1 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1 中国        3 韓国　　　　1

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      2 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ　2 ﾍﾞﾄﾅﾑ       3 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  2 ﾐｬﾝﾏｰ       1 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ　6

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  6 ﾄﾝｶﾞ　　　　1 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1 ﾀﾝｻﾞﾆｱ      1 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  2 ﾀﾝｻﾞﾆｱ　　　1

ﾀｲ          1 ｽﾘﾗﾝｶ　　　 2 ﾌｨｼﾞｰ       1 ﾀｲ          3 ﾀｲ          1 ｽﾘﾗﾝｶ　　 　1

ｽﾘﾗﾝｶ       2 ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ    1 ｴｼﾞﾌﾟﾄ　　　1 ｽﾘﾗﾝｶ       1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　 1 ｴｼﾞﾌﾟﾄ　　　1

日本       21 日本       15日本       14 日本       17

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     2 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　 4 ｽﾘﾗﾝｶ  　　 2 ｴｼﾞﾌﾟﾄ      2 ｴﾘﾄﾘｱ     　1

計

国籍別入学者

日本　　　 17 日本　　　 19 日本　　　 21

ｾﾈｶﾞﾙ       1 ｳｶﾞﾝﾀﾞ　　　1 ﾀｲ          1

ﾐｬﾝﾏｰ       1 ﾍﾞﾄﾅﾑ　　　 3

入
学
者
数

構成大学

他大学

計

構
成
大
学
別
学
生
数

佐賀大学(農)

鹿 児 島 大 学
(農)

鹿 児 島 大 学
(水)

琉球大学(農)

連携大学院

36 35志願者数 45 38 36 29 28

23 23入学定員 23 23 23 23 23
27 28 29 30 31 32年　度 22 23 24 25 26

-
1
3
6
-
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平成２７年１０月入学生及び指導教員名簿 
 

専   攻 連合講座 
ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 

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

中原
ﾅｶﾊﾞﾙ

 麻衣
ﾏｲ

 

（日本）（女） 
川満 芳信(琉) 

①酒井 一人(琉) 

②籾井 和朗(鹿農) 

 

Islam
ｲｽﾗﾑ

 Md
ﾓﾊﾏﾄﾞ

. Rasadul
ﾗｻﾄﾞｰﾙ

 

（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）（男） 
鄭 紹輝(佐) 

①穴井 豊昭(佐) 

②川満 芳信(琉) 

私費 

動物資源 
生産科学 

溝部
ﾐｿﾞﾍﾞ

 大和
ﾔﾏﾄ

 

（日本）（男） 
三好 和睦(鹿農) 

①大久津 昌治(鹿農) 

②建本 秀樹(琉) 

 

地域・国際 
資源経済学 

出花
ﾃﾞｷﾞ

 幸之
ｺｳﾉ

介
ｽｹ

 

（日本）（男） 
内藤 重之(琉) 

①杉村 泰彦(琉) 

②坂井 教郎(鹿農) 

 

応用生命科学 

生物機能科学 Jannatul
ｼﾞｬﾝﾅﾄﾙ

 Ferdouse
ﾌｪﾙﾄﾞｽ

 

（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）（女） 
北垣 浩志(佐) 

①長 裕幸(佐) 

②橘 信二郎(琉) 

国費 

食品機能科学 保
ﾀﾓﾂ

 聖子
ｾｲｺ

 

（日本）（女） 
木村 郁夫(鹿水) 

①上西 由翁(鹿水) 

②安部 淳一(鹿農) 

 

先端応用 
生命科学 

印
ｲﾝ

 璇
ｾﾝ

 

（中国）（女） 
高峯 和則(鹿農) 

①吉﨑 由美子(鹿農) 

②北垣 浩志(佐) 

私費 

小谷
ｺﾀﾆ

 彩奈
ｱﾔﾅ

 

（日本）（女） 
小西 照子(琉) 

①金子 哲(琉) 

②北原 兼文(鹿農) 

 

Shahanaz
ｼｬﾊﾅｯﾁ

 Parveen
ﾊﾟｰﾋﾞｨｰﾝ

 

（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）（女） 
屋 宏典(琉) 

①岩崎 公典(琉) 

②橋本 文雄(鹿農) 

私費 

農水圏資源 
環境科学 

生物環境 
保全科学 

金井
ｶﾅｲ

 賢一
ｹﾝｲﾁ

 
（日本）（男） 

坂巻 祥孝(鹿農) ①津田 勝男(鹿農) 
②立田 晴記(琉) 
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平成２８年４月入学生及び指導教員名簿 
 

専   攻 連合講座 
ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 

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 

ｱｻﾐ ﾕｳﾔ 
浅見 祐弥 
（日本）（男） 

川満 芳信(琉) 
①嬉野 健次(琉) 
②鈴木 章弘(佐) 
 

 

ｴﾑﾃﾞｨ ｼｬﾋﾉｯﾂｧﾏﾝ 
Md. Shahinozzaman 
（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）（男） 

ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ ﾎｻｲﾝ 
(琉） 

①石井 貴広(琉) 
②玉置 尚徳(鹿農） 
 

私費 

ｼﾞｪｽﾐﾝ ｱｸﾀｰ 
Jesmin Akter 
（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）（女） 

ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ ﾎｻｲﾝ 
(琉） 

①高良 健作(琉) 
②侯 徳興(鹿農) 
 

国費 

ﾀｶﾗｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 
寳川 拓生 
（日本）（男） 

川満 芳信(琉) 
①平良 英三(琉) 
②坂上 潤一(鹿農) 
 

 

ﾃﾞｨﾝ ﾀｲ ﾎｧﾝ 
Dinh Thai Hoang 
（ﾍﾞﾄﾅﾑ）（男） 

川満 芳信(琉) 
①平良 英三(琉) 
②坂上 潤一(鹿農) 
 

国費 

動物資源 
生産科学 

ｴｶﾞｼﾗ ｼﾞｭﾝｷ 
江頭 潤将 
（日本）（男） 

和田 康彦(佐) 
①山中 賢一(佐) 
②建本 秀樹(琉) 
 

 

ﾓｰ ﾙｳｨﾝ 
Moe Lwin 
（ﾐｬﾝﾏｰ）（男） 

下桐 猛(鹿農) 
①岡本 新(鹿農) 
②永野 幸生(佐) 
 

私費 

地域・国際 
資源経済学 

ｼﾞｬﾔｳｨｰﾗ ﾑﾃﾞｨﾔﾝｾﾗｰｹﾞ ﾌﾟﾗｻｰﾄﾞ 
ﾅﾔﾅｼﾞﾄ ｱﾇﾗｰﾀﾞ 
Jayaweera Mudiyanselage Prasad 
Nayanajith Anuradha Jayaweera 
（ｽﾘﾗﾝｶ）（男） 

稲岡 司(佐) 

①藤村 美穂(佐) 
②坂井 教郎(鹿農) 

国費 

ﾁｭｳﾆﾝ ﾊﾋﾞｴﾙ ｴﾄﾞﾜﾙﾄﾞ 
Chewning Javier Eduardo 
（ﾊﾟﾅﾏ）（男） 

佐野 雅昭(鹿水) 
①鳥居 享司(鹿水) 
②豊 智行(鹿農) 
補久賀 みず保(鹿水)

国費 

ﾄﾗﾝ ｸｯｸ ﾅﾝ 
Tran Quoc Nhan 
（ﾍﾞﾄﾅﾑ）（男） 

豊 智行(鹿農) 
①李 哉泫(鹿農) 
②辻 一成(佐) 
 

私費 

ﾏｴﾀﾞ ｱｲ 
前田 藍 
（日本）（女） 

内藤 重之(琉) 
①杉村 泰彦(琉) 
②白武 義治(佐) 
 

 

応用生命科学 

食品機能科学 
ﾘｭｳ ｷｮｸ 
劉 旭 
（中国）（男） 

小松 正治(鹿水) 
①塩崎 一弘（鹿水) 
②侯 徳興(鹿農) 
 

私費 

先端応用 
生命科学 

ｵｵｶﾞｲ ｼｹﾞｷ 
大貝 茂希 
（日本）（男） 

屋 宏典(琉) 
①福田 雅一(琉) 
②渡邉 啓一(佐) 
 

 

ｸﾊﾞ ﾕﾏﾆ 
久場 由真仁 
（日本）（女） 

平良 東紀(琉) 
①外山 博英(琉) 
②光富 勝(佐) 
 

 

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 
中村 嘉孝 
（日本）（男） 

石橋 松二郎(鹿農) 
①濱中 大介(鹿農) 
②平良 英三(琉) 
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平成２８年４月入学生及び指導教員名簿 
 

専   攻 連合講座 
ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 

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 

農水圏資源 
環境科学 

生物環境 
保全科学 

ｴｷﾉ ﾀｲｽｹ 
浴野 泰甫 
（日本）（男） 

吉賀 豊司(佐) 
①草場 基章(佐) 
②畑  邦彦(鹿農) 
 

 

ﾀｶﾀﾞ ｶﾅｺ 
髙田 花奈子 
（日本）（女） 

池永 誠(鹿農) 
①遠城 道雄(鹿農) 
②染谷 孝(佐) 
 

 

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 
山本 崇 
（日本）（男） 

梶田 忠(琉) 
①渡辺 信(琉) 
②永野 幸生(佐) 
 

 

地域資源 
環境工学 

ﾘ ｳﾄｳ 
李 雨桐 
（中国）（女） 

中野 拓治(琉) 
①中村 真也(琉) 
②長 裕幸(佐) 
 

私費 

水産資源 
環境科学 

ｱｲﾘｽ ｱﾝ ｺﾞﾘｾﾀ ﾎﾞｰﾛﾝｶﾞﾝ 
Iris Ann Gorriceta Borlongan 
（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）（女） 

寺田 竜太(鹿水) 
①山本 智子(鹿水) 
②本村 浩之(鹿農) 
 

国費 

ｱﾐﾅ ｻﾘﾅ ﾓｽ 
Amina Salina Moss 
（ﾊﾞﾊﾏ）（女） 

石川 学(鹿水) 
①越塩 俊介(鹿水) 
②小谷 知也(鹿水) 
 

私費 

ｲｽﾗﾑ ｲｽﾏｴﾘ ﾁｰﾊﾞ 
Islam Ismaeil Teiba 
（ｴｼﾞﾌﾟﾄ）（女） 

吉川 毅(鹿水) 
①前田 広人(鹿水) 
②池永 誠(鹿農) 
 

私費 

ｼﾘｶﾝﾔ ﾁｭﾝﾀﾅｳｫﾝ 
Sirikanya Chungthanawong 
（ﾀｲ）（女） 

本村 浩之(鹿農) 
①寺田 竜太(鹿水) 
②立田 晴記(琉) 
 

私費 

ﾁｮｳ ｼﾝﾘｭｳ 
張 振龍 
（中国）（男） 

中村 啓彦(鹿水) 
①西 隆一郎(鹿水） 
②重廣 律男(鹿水） 
補仁科 文子(鹿水) 

私費 

ﾄﾞｽ ﾌｻ ﾃﾞﾆｮﾝ ｾﾙｼﾞ 
Dossou Hounsa Degnon Serge 
（ベナン）（男） 

越塩 俊介(鹿水) 
①石川 学(鹿水) 
②山本  淳(鹿水) 
 

私費 

ﾊﾀ ﾊﾙﾀｶ 
畑  晴陵 
（日本）（男） 

本村 浩之(鹿農) 
①寺田 竜太(鹿水) 
②立田 晴記(琉) 
 

 

ﾊﾊﾞﾉ ｱｷﾏｻ 
幅野 明正 
（日本）（男） 

安樂 和彦(鹿水) 
①山中 有一(鹿水) 
②大富 潤(鹿水) 
 

 

ﾋﾞﾘｱﾒ ﾋﾟﾀ ﾜｶﾚﾌﾞ 
Viliame Pita Waqalevu 
（ﾌｨｼﾞｰ）（男） 

小谷 知也(鹿水) 
①山本  淳(鹿水) 
②塩崎 一弘（鹿水) 
 

国費 

ﾌｸｲ ﾖｼﾉ 
福井 美乃 
（日本）（女） 

本村 浩之(鹿農) 
①寺田 竜太(鹿水) 
②立田 晴記(琉) 
 

 

ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｱｷ 
松井 英明 
（日本）（男） 

小谷 知也(鹿水) 
①前田 広人(鹿水) 
②石川 学(鹿水) 
 

 

ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 
松本 萌 
（日本）（女） 

山本  淳(鹿水) 
①荒木 亨介(鹿水) 
②塩崎 一弘（鹿水) 
 

 

ﾓﾊﾏﾄﾞ ﾓｻﾃﾞｶ ﾗｰﾏﾝ 
Md Mosaddequr Rahman 
（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）（男） 

大富 潤(鹿水) 
①ﾐｹﾞﾙ ﾌｪﾃﾞﾘｺ ﾊﾞｽｹｽ 
ｱｰﾁﾃﾞｲﾙ(鹿水) 

②庄野 宏(鹿水) 

国費 

ﾘﾝﾄﾞﾝ ﾊﾋﾞﾏﾅ 
Lindon Havimana 
（ｿﾛﾓﾝ）（男） 

大富 潤(鹿水) 
①庄野 宏(鹿水) 
②ﾐｹﾞﾙ ﾌｪﾃﾞﾘｺ ﾊﾞｽｹｽ 

ｱｰﾁﾃﾞｲﾙ(鹿水) 

国費 
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平成２７年度奨学金及び研究助成金受給状況 
 
奨学金 

名   称 申請者数 採用者数 
国内採用による国費外国人留学生 １名 ０名 
公益財団法人森下仁丹奨学金 １名 ０名 
一般財団法人東和食品研究振興会奨学金 ２名 ２名 
公益財団法人長島文化財団奨学金 ７名 ０名 
公益財団法人旭硝子奨学会 １名 １名 
一般財団法人共立国際交流奨学財団奨学金 １名 ０名 

 
日本学生支援機構奨学生 

学  年 申請者数 採用者数 
1 年次（第一種） ８名 ８名 

 
 
 

平成２７年度入学料及び授業料免除状況 
 
入学料免除 

 申請者数 全額免除者数 半額免除者数 不許可者数 
４月入学 １名 ０名 １名 ０名 
１０月入学 ３名 ０名 ０名 ３名 

 
授業料免除 

 申請者数 全額免除者数 半額免除者数 不許可者数 
前  期 ２５名 ８名 １６名 １名 
後  期 ２２名 ７名 １５名 ０名 
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学 位 記 授 与 状 況

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) 40 (28)
応用生命科学 2 (2) 7 (6) 5 (3) 7 (4) 8 (5) 29 (20)
農水圏資源環境科学 8 (4) 13 (9) 11 (4) 9 (5) 9 (3) 50 (25)

計 32 (19) 34 (24) 29 (16) 28 (15) 24 (12) 862 (512)

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。

H28.4.1現在

12

29 30 31 合    計

8 9 10 11

2823 24 25 26 27

18 19 20 21 2213 14 15 16 17

2 3 4 5 6 7
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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 350 8 75 4 18 29 29 115 2 5 4 71 1 33 20 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 16 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 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 8 5 5 1 1 3 6 2 1 3 1 2

国名 ﾓｰﾘﾀﾆｱ ﾘﾋﾞｱ 合計

人数 1 1 862

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

7 7 18 17

8 2 19 9

9 2 20 10

10 9 21 12

11 3 22 0

12 5 23 0

13 8 24 3 合計 134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

【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

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・ｱﾒﾘｶ

日本･ｴｼﾞﾌﾟﾄ・ｽﾍﾟｲﾝ

日本

日本
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平成２７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 

平成27年9月18日 生物生産科学 
動物資源生産科学 

ｻﾗﾕｯ ﾀｲｸｱ 
Sarayut Thaikua 
(男)(タイ) 

川本 康博(琉) 

平成27年9月18日 応用生命科学 
先端応用生命科学 

ﾋｵｷ ｸﾐｺ 
日置 久美子 
(女)(日本) 

屋 宏典（琉） 

平成27年9月18日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ｳﾞｨﾘｬﾓﾙ ｼｰﾗ ｼﾌﾞｶﾞﾝ 
Villamor Shiela Sibugan 
(女)(フィリピン) 

野呂 忠秀(鹿水) 

平成27年9月18日 農水圏資源環境科学 
地域資源環境工学 

ﾍﾞｲｻﾞｶ  ゙ ﾍﾞﾘﾄﾞ ﾎｾ ｸﾘｽﾁｬﾝ 
Veizaga Bellido Jose Cristhian 
(男)(ボリビア) 

酒井 一人(琉) 

平成27年9月18日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ｵﾝﾂﾞｶ ﾄｼﾐﾂ 
隠塚 俊満 
(男)(日本) 

小山 次朗(鹿水) 

平成28年3月14日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学

ｵｵｼﾛ ﾏｻﾉﾌ  ゙
大城 正信 
(男)(日本) 

ﾓﾊﾒﾄ  ゙ ｱﾑｻﾞﾄ  ゙ ﾎｻｲﾝ
(琉） 

平成28年3月14日 応用生命科学 
生物機能化学 

ｳｪﾝ ｶﾞｵ ｸｪﾝ ﾋﾞﾝ 
Nguyen Cao Quan Binh 
(男)(ベトナム) 

多和田 真吉(琉) 

平成28年3月14日 応用生命科学 
生物機能化学 

ﾌｧﾑ ﾁ  ー ﾍ  ゙ ﾄｩ 
Pham Thi Be Tu 
(女)(ベトナム) 

多和田 真吉(琉) 

平成28年3月14日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学

ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 
河﨑 俊一郎 
(男)(日本) 

川満 芳信(琉) 

平成28年3月14日 応用生命科学 
食品機能科学 

ｲﾉﾊﾗ ｺｳﾀ 
井ノ原 康太 
(男)(日本) 

木村 郁夫（鹿水）

平成28年3月14日 応用生命科学 
食品機能科学 

ﾍﾟﾄﾛｽ ｷﾝｸﾞｽﾄｰﾝ ﾁｸﾞｴﾁｮｶ 
Petros Kingstone Chigwechokha 
(男)(マラウイ) 

板倉 隆夫(鹿水) 

平成28年3月14日 応用生命科学 
先端応用生命科学 

N.N.R.ﾆﾙｼ ﾇｶﾞﾗ 
N.N.R. Nilushi Nugara 
(女)(スリランカ) 

屋 宏典（琉） 

平成28年3月14日 農水圏資源環境科学 
地域資源環境工学 

ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 
岡本 健 
(男)(日本) 

酒井 一人(琉) 

平成28年3月14日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ｳｨ ﾎﾝ ｲ 
魏 弘毅 
(男)(中国) 

前田 広人（鹿水）

平成28年3月14日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学

ﾏｴｻﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 
前里 和洋 
(男)(日本) 

川満 芳信（琉）

平成28年3月14日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ﾂﾙﾅﾘ ﾖｼﾋｻ 
鶴成 悦久 
(男)(日本) 

西 隆一郎（鹿水）
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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 

平成28年3月14日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学

ﾌｨﾝ ｳﾞｧﾝ ｷｪｯﾄ 
Huynh Van Kiet 
(男)(ベトナム) 

野瀬 昭博(佐) 

平成28年3月14日 農水圏資源環境科学 
地域資源環境工学 

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 
髙橋 昌弘 
(男)(日本) 

籾井 和朗(鹿農) 

平成28年3月14日 応用生命科学 
食品機能科学 

ﾁｩ ﾀﾝ ﾄｩｱﾝ 
Trieu Thanh Tuan 
(男)(ベトナム) 

板倉 隆夫(鹿水) 

平成28年3月14日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学

ﾃﾝｸ ｼﾞｱ ｳﾙｺﾄﾞﾘ 
Tengku Zia Ulqodry 
(男)(インドネシア) 

野瀬 昭博(佐) 

平成28年3月14日 応用生命科学 
先端応用生命科学 

ｶﾏﾀ  ゙ ﾖｼｷ 
釜田 佳季 
(男)(日本) 

杉元 康志(鹿農) 

平成28年3月14日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学

ﾆｭｴﾝ ﾁｨ ﾎﾝ ﾆｭﾝ 
Nguyen Thi Hong Nhung 
(女)(ベトナム) 

本村 恵二(琉) 

平成28年3月14日 農水圏資源環境科学 
生物環境保全科学 

ﾀﾅｶ ｺｳｷ 
田中 弘毅 
(男)(日本) 

野間口 眞太郎(佐)

平成28年3月14日 農水圏資源環境科学 
生物環境保全科学 

ﾁｱｷ ﾕｳﾔ 
千秋 祐也 
(男)(日本) 

岩井  久(鹿農) 

 
 
 
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) 紹介教員 

平成28年3月14日 農水産資源環境科学 
地域資源環境工学 

ｳｼﾞｬﾝ ﾊﾟﾏﾝ 
Ujang Paman 
(男)(インドネシア) 

長 裕幸 
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平成２７年度学位取得者（課程博）就職状況 

 

職種別 

職  種 人  数 

大学教員 2 人 (8.3%)

研究所・団体等研究員 8 人 (33.3%)

民間企業研究員（職） 6 人 (25.0%)

その他（含む研究生等） 4 人 (16.7%)

自 営 0 人 (0.0%)

未定・不明（含む調査中） 4 人 (16.7%)

計 24 人 (100.0%)

 

就職先等 

日本水産株式会社， 株式会社タイキ， エスペックミック株式会社， CuuLong Delta Rice Research 

Institute， 学校法人川島学園 鹿児島工学院専門学校， 国立大学法人 佐賀大学， タカラバイ

オ株式会社， Genetics and Plant Breeding Department, Cuu Long Delta Rice Research Institute，

Mzuzu University， 沖縄県立宮古総合実業高等学校， 日本工営株式会社流域・都市事業部， カ

ントー市地方公務員， スリビジャヤ大学講師， 国家公務員， 佐賀県農業試験研究センター， 国

立研究法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業研究センター 病害研究領域， 国立研究

開発法人 水産総合研究センター 瀬戸内海区水産研究所， 株式会社源麹研究所， Bureau of 

Animal Nutrition Development, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives, THAILAND， 国立大学法人 鹿児島大学水産学部 国際食料資源学特別コース 特任

助教 
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 遠城　道雄  一谷　勝之  穴井　豊昭 B 上埜　喜八  川満　芳信  赤嶺　　光
 坂上　潤一 b 角　　 明夫  有馬　　進  古藤田信博 A 本村　恵二  嬉野　健次
A 志水　勝好 b 朴　 炳宰 A 一色　司郎 b 辻田　有紀  ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ　ﾎｻｲﾝ　

 山本　雅史 A 駒井　史訓 Ｂ 藤田　大輔 d 仲村　一郎

 鈴木　章弘
 鄭　　 紹輝

小　　　　計 4 (3) 3 (1) 0 0 6 (6) 4 (2) 2 (2) 4 (2) 12 (11) 11 (5) 23 (16)

 岡本　　 新  大久津昌治  和田　康彦  山中　賢一  及川　卓郎  伊村　嘉美
 中西　良孝 b 大島　一郎 b 江原　史雄  川本　康博  金野　俊洋
 三好　和睦  下桐　猛  佐野　文子 d 長嶺　　　樹

 髙山　耕二  建本　秀樹 　
 玉城　政信

小　　　　計 3 (3) 4 (1) 0 0 1 (1) 2 0 5 (5) 3 0 9 (9) 9 (1) 18 (10)

 秋山　邦裕  李　 　哉泫 a 佐久間美明  鳥居　享司  稲岡　　 司  辻　　一成  内藤　重之  木島　真志
a 田代　正一  坂井　教郎  佐野　雅昭 b 久賀みず保  白武　義治 ｂ 中井　信介  杉村　泰彦
a 枚田　邦宏  藤村　美穂 d 陳　　碧霞
 豊　 　智行　

小　　　　計 4 (2) 2 (2) 2 (1) 2 0 2 (2) 3 0 1 (1) 3 0 9 (6) 10 (2) 19 (8)

計 11 (8) 9 (4) 2 (1) 2 0 9 (9) 9 (2) 8 (8) 10 (2) 30 (26) 30 (8) 60 (34)

 北原　兼文 b 花城　　 勲  北垣　浩志  金子　　哲  橘　信二郎
 玉置　尚徳  藤田　清貴 A 小林　元太 A 高畠　幸司  福田　雅一

 二神　泰基 A 後藤　正利  寺嶋　芳江  石井貴広
b 南　　 雄二  光富　　 勝  外山　博英
 吉﨑由美子
B MCMﾌｪｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞ

小　　　　計 2 (2) 6 (3) 0 0 4 (4) 0 0 4 (4) 3 0 10 (10) 9 (3) 19 (13)

 安部　淳一 Ｂ 井尻　大地  上西　由翁  小松　正治  永尾　晃治 ｂ 野間　誠司  高野　　 良  高良　健作
 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ　ﾋｯｼｬﾑ　ﾗﾄﾞﾜﾝ ｂ 宮田　健  木村　郁夫  塩崎　一弘 A 濱　洋一郎  和田　浩二  玉城　　 一
 大塚　　 彰 ｄ 加藤　早苗 A 林　　 信行

 

小　　　　計 3 (3) 2 (1) 2 (2) 3 (2) 3 (3) 1 0 2 (2) 2 0 10 (10) 8 (3) 18 (13)

 石橋 松二郎 ｂ 岡本　繁久 A 石丸　幹二  永野　幸生  屋　　 宏典  小西　照子
 侯　　 徳興 b 清水　圭一 A 宗　伸明 B 光武　進  平良　東紀  岩崎　公典
 髙峯　和則 b 吉田理一郎  渡邉　啓一 ｃ 辻田　忠志
 橋本　文雄  坂尾こず枝

A 大野木　宏 B 榎　竜嗣

A 峰野　純一

小　　　　計 6 (6) 5 (1) 0 0 3 (3) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 11 (11) 10 (4) 21 (15)

計 11 (11) 13 (5) 2 (2) 3 (2) 10 (10) 4 (2) 8 (8) 7 (1) 31 (31) 27 (10) 58 (41)

 岩井　　 久  池永　　誠  大島　一里  上野　大介  梶田　　忠 ｂ 金城　和俊
 曽根　晃一 B 鵜川　　信  染谷　　 孝  草場　基章  鬼頭　　 誠 b 関根健太郎
 境　　 雅夫  坂巻　祥孝  野間口眞太郎  徳田　　誠  立田　晴記 b 松本　一穂
 津田　勝男 b 樗木　直也  早川　洋一  吉賀　豊司 a 谷口　真吾  渡辺　　 信

b 中村　正幸 A 田場　　 聡
 畑　　 邦彦  辻　　 瑞樹
 濱中　大介

小　　　　計 4 (4) 7 (3) 0 0 4 (4) 4 (4) 6 (5) 4 0 14 (13) 15 (7) 29 (20)

 岩崎　浩一 b 井倉　洋二  近藤　文義 ｂ 阿南　光政  井上　章二 ｂ 鹿内　健志
Ａ 岡　　　勝  伊藤　祐二  田中　宗浩 ｂ 稲葉 　繁樹  酒井　一人 b 瀬戸内秀規
 芝山　道郎  紙谷　喜則  長　 　裕幸 ｂ 郡山　益実  芝　正己  平良　英三
a 地頭薗　隆 ｂ 神田　英司 ｂ 原口　智和  中野　拓治  仲村渠　将
 西野　吉彦 B 寺本　行芳  宮本　英揮  中村　真也 ｂ ﾗｻﾞﾌｨﾝﾗﾍﾞ ﾊﾞﾑ
 籾井　和朗 b 服部　芳明 B 弓削　こずえ  弘中　和憲 d 安元　　 純

小　　　　計 6 (4) 6 (1) 0 0 3 (3) 6 (1) 6 (6) 6 0 15 (13) 18 (2) 33 (15)

 本村　浩之  大富　　 潤  安樂　和彦
 越塩　俊介  石川　　学
 小山　次朗 b 石崎　宗周
 重廣　律男  宇野　誠一
 鈴木　廣志 b 江幡　恵吾
 寺田　竜太  小谷　知也
 中村　啓彦 Ｂ 小針　統
 西　隆一郎  庄野　宏
 前田　広人 b 西　　 隆昭
 増田　育司  山中　有一
  ﾊﾞｽｹｽ ｱｰﾁﾃﾞｨﾙ ﾐｹﾞﾙ ﾌ  吉川　　 毅
 山本　　 淳 ｂ 荒木　亨介
 山本　智子

小　　　　計 1 (1) 0 0 13 (12) 12 (6) 0 0 0 0 14 (13) 12 (6) 26 (19)

計 11 (9) 13 (4) 13 (12) 12 (6) 7 (7) 10 (5) 12 (11) 10 0 43 (39) 45 (15) 88 (54)

合　　　計 33 (28) 35 (13) 17 (15) 17 (8) 26 (26) 23 (9) 28 (27) 27 (3) 104 (96) 102 (33) 206 (129)

 18  3  10  6  11  3  17  2  56  14 70

 1  3  4  1  5  2  6  1  16  7 23

 5  2  1  0  2  0  1  0  9  2 11

 1  7  1  3  0  4  0  13  2  27 29

 1  0  0  0  0  1  0  0  1  1 2

 0  0  0  0  0 0

 0  0  0  0  0 0

 1  0  0  1  2 2

  0  0  0  0 0

26 16 16 10 18 10 24 17 84 53 137

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。

研　究　科　教　員　組　織
平成28年11月1日現在

6　アンダーラインは女性を示す

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。
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。

農
水
圏
資
源
環
境
科
学

生 物 環 境 保 全 科 学

地 域 資 源 環 境 工 学

水 産 資 源 環 境 科 学

応
用
生
命
科
学

生 物 機 能 化 学

食 品 機 能 科 学

先端応用生命科学

連携大学院
（ﾀｶﾗﾊﾞｲｵ(株)）

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

専攻
名

連合講座

鹿児島大学農学部 鹿児島大学水産学部

教　　授 准教授・講師・助教 教　　授 准教授・講師・助教

合　　計

准教授・講師・助教 教　　授

佐　賀　大　学 琉　球　大　学

准教授・講師・助教 教 授教　　授
准教授
講  師
助　教

計



－147－

専　　　　　攻 連　合　講　座 所　属　大　学 氏　　　　　　名

熱帯資源・植物生産科学 琉球大学（農） Ｂ  　本
もと

  　村
むら

 　　恵
けい

　　二
じ

動物資源生産科学 鹿児島大学（農） Ａ 　 中
なか

　  西
にし

　 　良
よし

　 孝
たか

地域・国際資源経済学 佐賀大学（農） Ｂ  　白
しら

  　武
たけ

 　  義
よし

　  治
はる

生物機能化学 鹿児島大学（農） Ｂ　　北
きた

    原
はら

 　　兼
かね

    文
ふみ

佐賀大学（農）※ Ａ　　濱
はま

　　　　　洋
よう

 一
いち

 郎
ろう

鹿児島大学（水産） Ｂ　　木
き

　　村
むら

　　郁
いく

　　夫
お

先端応用生命科学 琉球大学（農） Ａ　　屋
おく

　　　　　宏
ひろ

　　典
すけ

佐賀大学（農） Ａ　　早
はや

　　川
かわ

　　洋
よう

　　一
いち

鹿児島大学（農）※ Ａ　　境
さかい

　　　　　雅
まさ

　　夫
 お

地域資源環境工学 琉球大学（農） Ｂ　　中
なか

　　村
むら

　　真
しん

　　也
や

水産資源環境科学 鹿児島大学（水産） Ａ　　前
まえ

　　田
 だ

　　広
ひろ

　　人
 と

※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　　平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日(継続）

Ｂ　　　任期　　平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日(新任）

生物生産科学

応用生命科学 食品機能科学

生物環境保全科学
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平成２７年度連合農学研究科活動記録 

 
27 年 
4 月 10 日(金)  平成２７年度連合農学研究科入学式・オリエンテーション 

〃  第１４３回代議委員会 
5 月 15 日(金)  第１回ＦＤ委員会     (琉球大学で開催) 

〃  第１回入学試験検討委員会 (    〃    ) 
〃  第１回教務委員会     (    〃    ) 
〃  第１４４回代議委員会   (    〃    ) 

6 月 4 日(木)～5日(金)  平成２７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 17 日(水)～19 日(金)  平成２７年度前期連合一般ゼミナール(日本語)(当番 岐阜大学) 
6 月 19 日(金)  第２回入学試験検討委員会(佐賀大学で開催) 

〃  第２回教務委員会     (    〃   ) 
〃  第１４５回代議委員会   (    〃   ) 

6 月 23 日(火)  ＴＡ研修会 
7 月 10 日(金)  第３回入学試験検討委員会(鹿児島大学水産学部で開催) 

〃  第１４６回代議委員会  (      〃      ) 
7 月 31 日(金)  人材養成学生支援セミナーⅠ(担当 鹿児島大学) 
8 月 10 日(月)  第１４７回，１４８回代議委員会(メール会議) 
8 月 17 日(月)  平成２７年度連合農学研究科構成大学事務会議・事務連絡会 

(鹿児島大学水産学部で開催)

9 月 3 日(木)  秋季入学試験説明会 
〃  秋季入学試験 
〃  第１４９回代議委員会 
〃  専攻教員会議、教員資格審査委員会 

9 月 4 日(金)   第１５０回代議委員会 
〃  第２３回研究科教授会 

9 月 8 日(火)  秋季合格発表 
9 月 18 日(金)  平成２７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１５回(平成２７年度)鹿児島大学大学院連合農学研究科運営会議 
〃  第３回教務委員会 
〃  第４回入学試験検討委員会 
〃  第１５１回代議委員会 

10 月 22 日(木)～23 日(金)  平成２７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Ⅰ(一般セミナー)(担当 鹿児島大学農学部) 
11 月 5 日(木)  第４回教務委員会 
11 月 6 日(金)  第１５２回代議委員会 
11 月 14 日（土）～22 日（日）  人材養成学生支援セミナーⅡ(洋上セミナー) 

(担当 鹿児島大学水産学部)
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11 月 18 日（水）～20 日（金）  平成２７年度後期連合一般ゼミナール(英語)(当番 愛媛大学) 

12 月 4 日(木)  英語論文作成指導セミナー 
12 月 18 日(金)  第２回ＦＤ委員会 

〃  第５回入学試験検討委員会 
〃  第１５３回代議委員会 

 
28 年 
1 月 8 日(金)  第６回入学試験検討委員会 

〃  第１５４回代議委員会 
〃  教員資格審査委員会 

2 月 2 日(火)  入学試験説明会 
2 月 5 日(金)  第３回ＦＤ委員会 

〃  第１５５回代議委員会 
2 月 18 日(木)  入学試験 
2 月 19 日(金)  ハラスメント防止のための講演会 

〃  第２４回研究科教授会 
2 月 23 日(火)  合格発表 
3 月 11 日(金)  連大生フォローアップセミナー 
3 月 14 日(月)  第１５６回代議委員会 

〃  第６回教務委員会 
〃  平成２７年度鹿児島大学大学院連合農学研究科 

構成法人連絡調整委員会

〃  平成２７年度連合農学研究科学位記授与式(後期) 
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事務局だより 
 
〇連大事務室専門員 愛甲 貴徳 
 
             今年、４月に人事異動で研究国際部研究協力課から農学部・共同獣医学部 

等事務部連大事務室に異動になり、6 ヶ月が経過しました。 
連合農学研究科は、構成大学との連携があるとのことでまず、連合農学研 

究科の母体である鹿児島大学農学部、水産学部と佐賀大学及び琉球大学に挨 
拶に伺いました。   

連合農学研究科の業務等は何も把握しないで着任しましたが、今後、研究

科長、副研究科長をはじめ構成大学の先生方、事務の方々と連大事務室の皆様方のご支援をいただき責

務を全うしたいと存じますので、ご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 
 
○連大事務室連大事務係係員 川上 広典 
 

平成 28 年 4 月 1 日より連大事務係にお世話になっております。 
連合農学研究科は鹿児島大学・佐賀大学・琉球大学から構成されている 
ことから会議等で佐賀大学や琉球大学に行くことがありますが、これま 
で出張が無かったので非常に良い経験になっております。また、留学生 
が多いので時には英語で話す必要や英語でメールを作成する必要もあり、 
片言の英語を駆使している際にグローバル化の波を感じております。 

日々の業務もこれまでとは違う業務も多々あり、戸惑うこともありますが研究科長、副研究科長、連

大事務係の皆様、構成大学の先生方や事務の方々のサポートを受けつつ日々の業務と向き合っておりま

す。連合農学研究科のよりよい運営に尽力いたしますので今後ともよろしくお願いいたします。 
 
 
○連大事務室連大事務補佐員 川畑 倫子 
 

今年の 8 月からパートでお世話になっております。連大事務室に来る 
前は、1 年間官公庁で事務補佐員をしておりました。前職で初めて事務 
職に携わり、事務としての経験はとても浅いため、仕事一つ一つが新鮮 
で毎日が勉強です。連大事務室及び関係部署の皆様にはいつも親切に仕 
事を教えて頂き、とても感謝しております。連大事務室は笑い声の絶え 
ない和気あいあいとした職場で、毎日楽しく仕事をさせて頂いておりま 
す。 

こちらで仕事を始めてから、自分が学生の頃もこうやって事務の方々が学生生活を支えて下さってい

たんだな、と改めて縁の下の力持ち的役割の事務職の大切さを実感しました。 
連合農学研究科の学生の皆様や先生方が有意義な時間を過ごすお手伝いができるよう、頑張っていき 
ます。 



－152－

○連大事務室連大事務補佐員 奥 あや子 
 

連大事務室には 6 月より派遣職員としてお世話になっております。 
生まれも育ちも鹿児島ですが、前職で神奈川県に 10 年ほど住んでお

り、当時は毎日が満員電車と終電との戦いでした。10 年ぶりに帰って

きた鹿児島は、自分の記憶から様変わりしている部分も多々ありまし

たが、根本的な部分はやっぱり鹿児島でした。また、県外にいたから

こそ鹿児島の大自然を素直に感じ取ることのできる良い機会となり

ました。 
 興味を持ったことにはとことんのめり込む性格で、中でも着物の世

界にどっぷりはまっています。神奈川在住中に趣味の一環として着物の着付け講師の免状を取得したの

ですが、なかなか披露できる場が無く…何かイベント等で着付けが必要になりました際は是非お声かけ

ください。 
 業務では、学生の皆さんや先生方の大事な学生生活，研究のため、他の事務係メンバーの皆さんと一

緒にサポートさせていただきます。 
 



－153－

 

 
 

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  籾
も み

井
い

 和朗
か ず ろ う

 momii@agri.kagoshima-u.ac.jp 

連 合 農 学 研 究 科  

副 研 究 科 長  寺田
て ら だ

 竜
りゅう

太
た

 terada@fish.kagoshima-u.ac.jp 

佐 賀 大 学 農 学 部  

白
し ら

武
た け

 義
よ し

治
は る

 shiratay@cc.saga-u.ac.jp 

濱
は ま

 洋一郎
よ う い ち ろ う

 hamay@cc.saga-u.ac.jp 

早川
は や か わ

 洋一
よ う い ち

 hayakayo@cc.saga-u.ac.jp 

鹿 児 島 大 学 農 学 部  

中西
な か に し

 良
よ し

孝
た か

 ntaka@agri.kagoshima-u.ac.jp 

北原
き た は ら

 兼
か ね

文
ふ み

 kitahara@chem.agri.kagoshima-u.ac.jp 

境
さかい

 雅夫
ま さ お

 msakai@chem.agri.kagoshima-u.ac.jp 

鹿 児 島 大 学 水 産 学 部  
木村
き む ら

 郁夫
い く お

 kimura@fish.kagoshima-u.ac.jp 

前田
ま え だ

 広人
ひ ろ と

 maeda@fish.kagoshima-u.ac.jp 

琉 球 大 学 農 学 部  

本村
も と む ら

 恵二
け い じ

 motomura@agr.u-ryukyu.ac.jp 

屋
おく

 宏
ひろ

典
すけ

 okuhiros@comb.u-ryukyu.ac.jp 

中村
な か む ら

 真也
し ん や

 s-naka@agr.u-ryukyu.ac.jp 

鹿 児 島 大 学 農 学 部 ・ 共 同

獣 医 学 部 等 事 務 部 長 （ 連

大 事 務 室 長 ）  
稲葉
い な ば

 成人
な る と

 nkbuchou@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 長 代 理  南
みなみ

 祐子
ゆ う こ

 rendairi@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 専 門 員  愛甲
あ い こ う

 貴
た か

徳
の り

 rensenmon@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 連 大 事 務 係 員  川上
か わ か み

 広
ひ ろ

典
の り

 

renjimu@kuas.kagoshima-u.ac.jp 
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 

川畑
か わ ば た

 倫子
み ち こ

 

奥
お く

 あや子
こ
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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ズレター第 36 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。今回の号から表紙および裏表紙のデザインを一新し，裏表紙には

連大生の実験やセミナーの様子，3 大学のキャンパス内外の光景を並べてみました。表紙の写真は

鹿児島県南九州市頴娃町の茶畑から望む開聞岳です。これから毎年，3 大学 4 研究科になじみのあ

る写真を紹介していきたいと思います。 
36 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。 
 

平成 28 年 11 月 
Newsletter 編集委員長 

寺田 竜太 
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平成 27 年度　鹿児島大学大学院連合農学研究科　農学特別講義（一般セミナー）
平成 27 年 11月4～ 6日　於：鹿児島大学学習交流プラザ
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