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◇はじめに

連合農学研究科長
菅沼

俊彦

去る 3 月 15 日東日本大震災から 4 日目に、10 年ぶり法人化後始めて外部評価委員会を開催し
評価を受けた。震災直後の計画停電など混乱がつづく中に、石川県立大学学長の松野隆一先生を
始め 5 名の外部委員の先生（中村学園大学流通科学研究科長の甲斐諭先生、農研機構バイオマス
研究センター長の中川仁先生、愛媛連大研究科長の逸見彰男先生、(株)ゼノクロス代表取締役の
米山兼二郎先生）に鹿児島までお越し頂いた。とくに、震度６弱の被害があったつくば市から駆
けつけて頂いた中川先生の場合、たまたま乗れたつくばエクスプレスの後の列車は運休となり、
それに間に合っていなければ羽田にも辿り着けなかったとのことであった。
外部委員会における委員の方々の言葉の端々から感じ取れたことは、
「設備や予算、それに教員
スタッフの充実度に関して旧帝大系より不利な条件にある農連大で、良くここまでレベルの高い
博士教育を維持してきましたね」ということである。あと疑問に思われるのは、
「地理的に離れて
いる大学間の連携教育について、複数指導教員体制も含めて如何に工夫実施しているのか、また
組織運営しているのか」という点のようである。それと外部委員が羨ましがられるのは、医歯系
理工系いずれの博士課程も定員割れに頭を悩ませている中に、農連大ではどこも入学者が定員を
大幅に超えていることである。留学生比率が高いことにも驚かれる。これは外国に対応した秋期
入学制度などの効果が出ているとも考えられ、裏返せばすべてこれらが農連大の特徴となってい
る。
農学分野の修士課程を持つ複数の国立大学が協力して、1 大学では期待し難い分野を相互に補
いつつ、幅の広いかつ水準の高い教育研究を行うという「連合農学研究科」の基本構想は、昭和
59 年に纏められた。すなわち、予算規模や設備などで不利な面を持つ地方大学が連合することに
より、旧帝大系がなし得ない規模の多彩な教員組織を揃えることができるということである。そ
して、全国を 6 つのブロックに分け、それぞれに農連大が設立された。
鹿児島連大は昭和 63 年 (1988 年) に創設され、平成 23 年（2011 年）３月末で 23 年が過ぎる。
当初は宮崎大学も参画していたが、法人化後宮崎大学が離脱することになり、平成 19 年度から佐
賀大、鹿児島大、琉球大の 3 大学 4 研究科で従来の 4 専攻を 3 専攻に改める改組を行った。食糧
生産や環境保全のための水資源の確保といった観点から、従来の学問分野を融合して形成された
農水圏資源環境科学専攻が鹿児島連大の新しい特徴として創られた。また、連大として唯一、民
間企業タカラバイオ(株)との連携大学院をもつ。西南日本琉球弧は、暖地亜熱帯気候帯に属し多
様な生物種に恵まれ、多くの島嶼での農林水産業が営まれている。そして、鹿児島連大では、こ
れら地域特性と密接に絡んだ研究テーマを通して学位論文指導が行われ、700 名を超す優秀な農
学博士、水産学博士、学術博士を国際社会に送り出す実績を積み上げてきた。1 大学では決して
なし得ない成果である。農村には「結い」とか「講」という相互扶助の精神が昔からあると聞く。
農連大という組織形態はまさにこれと合い通じる点があると思われる。
今回の大震災で海外から驚きの眼を持って見られたことは、震災・津波・原発事故の混乱のな
かで治安が乱れず、人々が少ない食べ物や水を互いに分け合う姿だった。日本人の品格がまだま
だ失われていなかったことに安堵する。被災地は基本的に農村地帯なので上述の「結い」の精神
が残っていて当然なのかもしれない。被災地の方々が一日も早くそれぞれの生業を取り戻され、
瑞穂の国の美しい風景を再び築き上げられることを祈る。
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◇退職のあいさつ

根回しと余暇時間

琉球大学教授
秋永

農学部

孝義

「秋永君ちょっと！」と恩師の一人、川原田禮次郎教授（鹿児島連大2代目研究科長）か
ら鹿児島大学農業工学科の廊下で呼び止められたことから私と鹿児島連大のつながりが始
まりました。平成3年の夏だったと記憶しています。なんでも、文部省から琉球大学農学部
が鹿児島連大へ参加するという連絡があったが、琉球大学からは何の情報もないが､君知っ
ているか? こんな、重要なことを前振りもなく本省から連絡が先に入るのが理解できない、
真意を確かめるからここで、当山先生（当時の琉球大学農学研究科長）に電話をしてくれ
ないか？とのことでした。川原田先生は生粋の博多ッ子、小生は飯塚生まれ、お互い福岡
県人ということで在学中から何かとお世話になっていました。さっそく、電話を借りて大
学へ電話をしました。あとは、ご存じのように平成4年4月から我が大学が鹿児島連大の構
成校になった訳です。お二人の間でどんなお話があったのか詳しくは伺っておりません。
ただ先生は、それなりの根回しをして事に臨み、終わればそれなりにお礼をする博多の習
わしをいろんな場面で守っておられました。根回しといえば平成9年から11年まで小生も代
議委員をつとめましたが、この2年間は当時走りだったe-mailとFAX、電話をつかって、会
議の前にそれぞれの大学の調整をやったものです。分からないことがあればまず、自分の
大学の先輩代議員や関連分野の他の大学の先輩代議員にいろいろ相談をしていました。た
とえば主指導教員の認定作業はお互いに業績リストを交換して事前に疑義のある業績を確
認していましたので、代議委員会が紛糾することはほとんどありませんでした。これには、
当時の研究科長補佐の三浦知之教授の並々ならぬご尽力があったわけで、当時の根回し調
整に感謝しております。代議員会が早めにすむと小生が学生時代から通っている天文館の
珈琲屋さんで､一服してそのあとは、ジャズの生演奏を聴きに行ったりで、アフターファイ
ブが楽しい鹿児島出張の一コマでした。当時も今も沖縄から出張で鹿児島へ行くと場合に
よっては前泊の後泊で都合3日の鹿児島滞在になります。口の悪い仲間は代議委員になった
とたん、鹿児島でマンション探したら、年間1ヶ月は鹿児島なんだからとからかってくれま
したが、いらぬお世話と聞き流しました。時間をどうつぶすか、これも琉球大学の代議員
の仕事の一部と、私は学生時代に鹿児島大学学友会美術部に所属していたことを思い出し、
慣れ親しんだ町並みをスケッチしたり、これまた先輩に教わった旨い料理屋さんの刺身を
スケッチしたりで時間をつぶしました。おかげで、こうして画いた絵を出品した学部の芸
術祭では優秀賞をいただきました。時間つぶしと言えば三浦先生からは燻製の作り方を教
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わりました、以来かみさんに煙たがられながら鶏や豚の燻製を作り続けています。メール
やFAXで伝わらない機微を代議員会で直接確かめる、そんないわば古き良き時代を過ごさせ
ていただきました。聞くところによれば、会議の多くがTV会議になるとか。今後は小生が
代議員だった時以上に根回し、調整が必要になってくるのではないでしょうか。
温故知新とはよく言ったものですが、構成大学相互、教員相互の連絡を密にして連合大
学院がさらに発展されますように祈念しております。

退職にあたって

鹿児島大学教授
石黒

農学部

悦爾

鹿児島大学農学部に40年の長き間奉職させて頂き誠に有り難うございました。平成10年
連大に入学したディン アラ ワヒド氏の副指導教官としてから、連大に関与させて頂きま
した。当時は主指導教官の資格が無く水産学部の上田教授に主指導教官をお願いし、私は
副指導教官として実指導にあたりました。その間、学生の指導の面で、上田教授や荒井科
長には多大のご迷惑・ご心配をお掛けしたことが今でも鮮明に思い出されます。その後、
数人の日本人学生の審査委員を務めさせていただいた後、石川大太郎氏、ア ブ ド ゥ ル ス
ディ イッサ ザカリア氏の主指導教官となりました。両氏の能力は非常に高
く 、石 川 氏 は 農 業 気 象 学 会 よ り「 学 術 奨 励 賞 」を 鹿 児 島 大 学 よ り「 稲 盛 賞 」を
授与され、またイッサ氏は鹿児島大学より「工業倶楽部賞」と「連大科長賞」
を 授 与 さ れ る な ど の 功 績 を 挙 げ ま し た 。両 氏 の 指 導 教 官 と な れ た こ と は 私 の 教
官としてのエポックとして残っています。
慣 習 の 異 な る 国 々 よ り 来 日 し 、し か も 国 費・私 費 と 経 済 状 況 が 異 な る 連 大 の
学 生 は 、日 本 人 学 生 以 上 に 指 導 へ の 対 応 が 難 し い 面 が あ り ま す が 、皆 向 学 心 ・
名 誉 欲 を 有 す る 若 者 で す 。初 志 を 貫 徹 で き ず 退 学 ま た は 留 年 し て い る 学 生 諸 君
が 年 々 増 加 し て い る 傾 向 を 感 じ て い ま す 。指 導 教 官・副 指 導 教 官 の シ ス テ ム は
三人が協力して期限内に彼らに博士号を習得させる責務を負っていることは
明 白 で す 。し か も 、彼 ら に 博 士 号 を 習 得 さ せ る だ け で は な く 、実 験 ・ 研 究 を 通
じ て 指 導 教 官 の 人 生 哲 学 ・ ポ リ シ ー を 伝 授 す る こ と が 求 め ら れ て い ま す (何 も
連 大 だ け に は 限 り ま せ ん が ・ ・ ・ )。
連 大 の 創 設 時 に は 総 合 大 学 院 構 想 も 視 野 に あ り ま し た 。単 独 の 総 合 大 学 院 構
想 を 棄 却 し て 、農 連 大 を 選 択 し た 背 景 を 今 一 度 思 い 起 こ し 、更 な る 連 大 の 発 展
の礎として頂きたいと祈念しています。
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◇旧代議委員のあいさつ

代議委員を終えて

農水圏生物資源環境学
生物環境保全科学連合講座
佐賀大学教授 農学部
井上興一

今まで 2 年間、何とか代議委員を務めることができました。就任当初は、また連大の
行事についてほとんど参加していませんでしたので、連大そのものが分かっておらず、
ましてや代議委員が何をするのか、全く知りませんでした。1 年目には尾野先生と渡邉
先生と言う、強力な教員が 2 名いましたので、この二人の影に隠れて、ほとんど何もし
なかったように思います。その分、毎月はありませんでしたが、代議委員会修了後の夕
食会には欠かさず出席し、大いに楽しみました（先生方や連大の事務の方に勝手なこと
を言って迷惑をお掛けしたと思いますが、ご容赦下さい）
。
2 年目に入って、尾野先生から小林先生に代わり、私も講座外から講座担当になり、
入試のお世話などして、少し仕事をしている気分になりました。この年は、一般セミナ
ーが佐賀大学担当ということで、大変になるはずだったのですが、渡邉先生の卓越した
運営能力で、スムースに乗り切り、私はと言えば、腕を組んで、ただ眺めているだけだ
ったような記憶があります。
恥ずかしながら、一般セミナーも代議委員になって初めて参加しました。他分野の幅
広い知識を取り入れるとするこの教育行事は連大の大きなイベントとして定着し、良い
ことなのですが、効率的な教育効果が得られているのか、疑問に思っています。連大は、
日本の学生と留学生で構成されていて、一般に前者は英語を、後者は日本語を聞く能力
が弱く、招聘講師が英語で 3 人、日本語で 3 人行うと、当然ながら、教育効果は半減し
ます。FD 委員会などで、この言葉の問題について、改善策を検討しているのですが、
いまのところ、これと言った対策がないのが現状です。
代議委員会では、菅沼先生を中心に活発な議論が交わされました。皆さん頭脳明晰
な方ばかりなので、私の頭がついて行かない場面も多々ありましたが、いろんな考え方
に触れ非常に勉強になりました。佐賀大学農学部では、数種の委員会に入っていますが、
皆さん気心が知れていますので、時々井戸端会議風になりますが、代議委員会はあまり
無駄がなく、充実した雰囲気を感じました。このような雰囲気の中で、よく脱線したり、
関係のない話をしたりして（皆さんに怒られましたが）、貴重な時間を無駄に消費させ
てすみませんでした。
連大に FD 委員会ができて、その委員になりました。2009 年度までの実績について
外部評価を 2011 年 3 月に受けるとのことで、自己点検・評価報告書の一部を担当する
ことになり、やっと連大に少しは奉仕している気分になりました。
最後に、菅沼先生, 杉元先生をはじめ代議委員の先生方、連大の事務の方にはいろい
ろとお世話になりました。連合農学研究科が今後、ますます発展することを願っており
ます。
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代議委員の任期を終えて
応用生命科学専攻
先端応用生命科学連合講座
佐賀大学教授 農学部
渡邉 啓一

この３月に先端応用生命科学連合講座の代議委員としての２年間の任期を終えて、ほっ
とすると同時に一抹の寂しさも感じています。連大は、改組により平成２１年度から、４
専攻１１連合講座から３専攻９連合講座の新しい教育体制に入り、この２年間はいつにも
増して重要な時期でした。このような時期に代議委員としての職務を遂行することができ
ましたのは、連大の運営に携わる先輩教員や事務職員の方々のご指導とご協力のおかげで
あり、ここに心から感謝の意を表します。
代議委員１年目の前半はいわゆる見習い期間でありましたが、２年目の平成２２年度に
は、連大教育を特色づける２つの合同セミナー、人材養成学生支援セミナーⅠと農学特別
講義Ⅰ（一般セミナー）の開講を佐賀大学で担当し、代議委員としての責務の一端を果た
すことができました。この Newsletter にこれらの実施報告を行っていますので、是非、ご
覧になってください。
今後、代議委員の貴重な経験を踏まえて、次世代を切り開く人材が一人でも多く巣立っ
ていくように、研究と教育にますます努力していかねばならないと気を引き締めていると
ころです。これからのさらなる連大の発展と連大学生や修了者の方々のますますの活躍を
祈念して、私のご挨拶とします。
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量も質も

生物生産科学専攻
熱帯資源・植物生産科科学連合講座
鹿児島大学教授

農学部
岩井純夫

連合大学院（連大）が設立されて二十数年が経過した。連大設立のもたらした益には様々
なものがあろうが、その一つに指導教員資格の明確化がある。主（副）指導教員になるた
めの要件に最低論文数を設けたことである。その要件は各構成大学の教員採用要件に波及
し、教授、准教授採用の実質的な最低必要要件にとなっていった。設立以前は余り論文を
書かないでも採用あるいは昇任された方もあったと聞き及ぶが、現在ではそれも殆どなく
なり、また、指導教員の再任制度を設け、在任期間中の最低論文数を定めたことにより、
旧来よりも、教員に論文を出し続けることを意識づけることに成功した。そして、それは
連大の、ひいては構成大学の研究活動を活発化する役割を果たしてきた。これはまぎれも
なく連大の功績である。
しかし、これは悪しき現象、副作用ももたらしたかに見える。すなわち「質より量」。
一編一編の論文の質よりも、とにかく論文数。更に、これに、博士号取得の要件、最低必
要論文数２という制約と３年間で卒業させなさいという指導が拍車をかける。全部のデー
タを一つにまとめ一報にすれば、質の高い論文になり評価の高い国際誌に出せるのだけれ
ど、博士号取得ということを考えれば、分割して２報にして質を落として評価の高くない
雑誌に投稿するという選択を取らざるを得ないという現実である。この「論文の質より論
文数」という意識行動が論文の質の低下を招き、連大の評価を下げていってはいないか。
先の国立大学法人評価で当連大の研究評価はかなり厳しいものであった。レベルの高い研
究が少ないという評価である。この状態が続くと（いや、現状は更に悪化していると言う
人もいるが）、連大への資金配分は減少し、連大の存亡という問題にまで発展しかねない。
「量から質」への転換が求められているのではないだろうか。質の高い研究、評価の高い
国際誌に掲載される研究が必要とされている。
とは言っても、主指導教員の任用要件、論文２０編、そのうち、第一著者の論文１０編
と言うのは決して多い数とも思えないし、これを引き下げろという主張をしているわけで
はない。ただ、「どこか論文を出しておけばいいか、レベルは兎に角」と易きにつき、「旧
帝大に比べれば条件は悪いけど、世界に通用する質の高い研究がしたい。いや、してみせ
る。」と言う気概が失われてきてはいないかと懸念しているのだ。己を振り返ってみても。
外部からも高く評価される論文を数多く輩出する方策を連大としても考えていかなけれ
ばならない時にきているのではないのだろうか。代議員としての２年間、そういう問題意
識で見てきましたけれど、残念ながら、有効な手立てを講じることはできませんでした。
有能な次の代議員の方々に期待しております。質が高く評価の高い論文を出すための雰囲
気作りと施策を打ち出されることを、（勝手ばかり言ってすみません。）
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代議員を終えて
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
伊藤 清
この３月末で、２年間の代議員の任期を無事終えることができました。私は、途中か
ら来ましたので大学教員の経験はあまり無かったのですが（広島大学に客員教授として
長く勤めさせて頂きましたが、それも腰掛け程度でした）、その私でも代議員を勤め終
えたのは、菅沼研究科長を始め、皆々様の暖かいご支援があったからと、厚く感謝して
おります。私は鹿児島大学に来て ５年目になるのですが、最初は桜島の噴火も無く灰
も降らなかったのですが、代議員をしている２年間は本当に灰もよく降りました。きっ
と、神様が弛みきった私たちに試練を与えて下さったのだと、前向きに考えることにし
ております。尤も、本務である鹿児島大学農学部においても、３月末までは焼酎学講座・
醸造微生物学研究室という寄付講座でありましたが、４月からは焼 酎 ・ 発 酵 学 教 育
研 究 セ ン タ ー 醸 造 微 生 物 学 部 門 に 名 前 を 変 え ま し た 。実 体 は 大 き な 変 化 は
無いのですが、残された期間精進したいと考えております。
さ て 、就 任 し た 時 に も 述 べ た こ と で す が 、私 は 連 大 の 学 生 に 期 待 し た い
こ と は 幅 広 い 教 養 を 身 に つ け る こ と だ と 考 え て お り ま す 。専 門 の 知 識 を 掘
り 下 げ る こ と も 勿 論 必 要 で す が 、そ れ と 同 時 に 幅 広 い 教 養 を 身 に つ け る こ
と も 必 要 だ と 考 え て お り ま す 。そ れ を し て 始 め て 人 間 的 な 魅 力 も 増 し 、就
職 等 の 場 で の 活 躍 の 機 会 も 増 え る と 思 い ま す 。ま た 、大 学 等 の 先 生 に な れ
ば そ の 必 要 性 は 一 層 だ と 思 い ま す 。博 士 課 程 の 学 生 さ ん は 修 了 す れ ば PhD
に な る わ け で す が 、ど う か こ の 点 を 良 く ご 理 解 願 い た い と 思 い ま す 。先 生
方 も 専門的な勉学の他に、いろいろな読書を含んだ雑学の吸収について暖かく見守っ
てやってほしいと思います。人間性の形成も勉学と同等に重要であると、認識して頂き
たいと思います。
最近の学生はまじめだが応用力が無いとは良く聞く言葉で、私も事実そう思います。
だが、学生は成長するものですし、ましてや博士課程の学生さんは立派な大人です。も
う少し待ってやる余裕もほしいものだと感じました。私自身共通セミナー等を通じて学
生さんから学んだことも多くありました。改めて感謝したいと感じております。また、
代議員活動を通じて種々の場に出張し、また色々な先生方ともお付き合いをさせて頂き
ました。これ等を通じて得た部分も多かったと思います。改めてお礼申し上げたいと思
います。
連大に席を置いて思うことは、外国人留学生の多いことです。これについてはメリッ
ト・デメリット双方あると思いますが、私はトータルしてメリットの方が多いと思いま
す。外国人留学生の勉学意欲の旺盛さには頭が下がる思いが致しますし、その積極さに
は脱帽です。日本人学生を引っ張っていった部分も大きいと思います。これについては、
先ほど述べました共通セミナーの結果を見れば一目瞭然です。これについては我々教師
たちも若干反省しなければならないと思います。今後はもっと、連大の重要性も刻々と
変化して行くと思います。これらのことについては我々教員も柔軟に対応しなければな
らないと感じます。
最後に、連大のますますの発展を祈念して筆を置きたいと思います。
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今後ともよろしくお願いいたします

農水圏資源環境科学専攻
水産資源環境科学連合講座
鹿児島大学教授

水産学部
大富 潤

この3月をもちまして，2年間の代議委員の任期を終えることになりました。この間，私
自信に何ができたかを振り返ってもこれといって思い浮かびませんが，菅沼研究科長や杉
元先生をはじめ，代議委員の先生方，事務の方々のおかげでいろいろと勉強させていただ
き，自分としては充実した代議委員生活を送ることができました。代議委員の任期を終え
るにあたり，今思うことを率直に綴らせていただければと思います。
連大が今後直面する大きな問題はいくつかあると思いますが，その一つはやはり入学定
員管理の問題でしょう。しかしながら，私の所属する水産資源環境科学連合講座のように
外国人留学生の多い講座では，国費留学生の受け入れにおいて大きな障壁になるとも考え
られます。また，連大の問題点というわけではないですが，個人的には国費留学生の修士
課程から博士課程への奨学金延長が厳しくなる（というよりは，どうなるのか明確な情報
がない）ことに大きな不安を感じています。留学生の場合，これまでに母国で行ってきた
研究と来日後に行う研究の内容がかなり異なる場合は，修士号取得者であってもまずは修
士課程に入学して2年間の研究生活を終えたのちに博士課程に進学し，計5年間かけて研究
を遂行するというパターンで標準修業年限内での博士号取得を実現してきました。私は，
この10月にまた1名の国費留学生を迎え入れることになっています。半年間の研究生期間の
のち，どちらの課程に入学すべきか，悩むことになるのは必至です。
あと一つ。英語による教育コースの新設の可否はともかく，すでに連大生のうちかなり
の割合が外国人留学生であるのが現状です。それにもかかわらず，学生に配布する事務書
類のほとんどが日本語のみで書かれており，留学生たちは指導教員あるいはチューターに
よる内容のおおまかな説明を聞くだけで，自分にとって重要なものかどうかを判断せざる
を得ません。しかしながら，「もしも自分が留学生だったら…」と考えると，やはり自分
の目で内容確認をしたうえで判断したいと思います。重要な箇所だけでも英語が併記され
ていれば，異国に住む留学生にとってどれだけ助けになり，安心感を与えることでしょう
か。博士論文の執筆，最終審査（発表）は英語の使用が認められています。連大はすでに
国際性豊かな研究科であるわけですから，学生目線に立ったプラスアルファの配慮を期待
したいところです。
今後は再び一指導教員として，あいかわらず微力ではありますが，「青は藍より出でて
藍より青し。（The scholar may be better than the master.）」の精神で連大の教育・研究に
寄与していきたいと思います。最後になりましたが，お世話になった方々に感謝申し上げ
ますとともに，連大のますますのご発展を祈念いたします。今後ともご指導のほど，よろ
しくお願いいたします。
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無力感と安堵感

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
井上 章二
あれからもう 2 年が過ぎてしまったのか。時の過ぎゆく速さを実感し、この間、私は何
をしてきたのだろうと自問してみました。連大代議委員としてだけではなく、一研究者と
して、一大学教員として、また一家庭人として、一私人として誇れる 2 年間であったのか、
と考えると何一つ自信を持って“YES”と声高にアピールできるものはありません。アレ
も、コレも十分でなかったという思いがあり、個々の事柄に対する言い訳ばかりが思い浮
かび、トータルとしても満足行く時を刻んできたとは言えそうにありません。
思えば、2 年前の代議委員就任の挨拶文に獅子文六の小説『てんやわんや』を紹介して、
南海地震と津波の危険性について触れ、その防備を怠るなかれと書きましたが、今回の東
日本・東北の大地震、津波による大災害が実際に起こるとは、そしてこれほどまでの災害
になるとは予想を遙かに超えた事象に対して、私は研究者としての無力感を感じています。
犠牲になられた方々へ深甚なる哀悼の意を捧げ、被災された方々へは衷心よりお見舞い申
し上げますとともに、今後の復旧、復興に向けて研究面からも支援していきたいと決意を
新たにしているところです。
代議委員としても 1 年目は何もわからずに経過し、2 年目になって連大の動きの仕組みを
大凡理解し、これからはもう少しお役に立てるかなという時期に退任となってしまいまし
た。３大学４研究科の連合体である連大では、それぞれの研究科の枠を乗り越え、連大と
いう強固な一つのスクラムを組み前進させていくことが肝要で、そのスクラムのペースト
になることと押す方向を誤らないようにコントロールすることが代議委員の役目だと考え
ますが、改組後の新規授業『人材養成学生支援セミナー』の開設、ＴＡ研修会の実施など
の新しい試みや自己評価書の作成と外部評価などのイベントに対して、菅沼研究科長、杉
元科長補佐を始め、中園事務長代理、野村係長、縄田係長、郡山係長、石川さん、福之上
さんの連大スタッフと代議委員の皆様に絶大なる支援を受け、特に大きな穴を開けること
なく任を終えることができました。ここでも自身の無力感は大きなものですが、同時に僅
かながらの達成感と安堵感が湧いてきているのも事実です。連大の益々の発展を祈りつつ、
連大の一構成員として微力ながら今後ともお手伝いさせていただく所存でいますし、すべ
ての面において、これまでの 2 年ではなく、これからの 2 年に自分自身でも期待していま
す。
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◇新代議委員のあいさつ

新代議員です！どうぞ宜しく！

農水圏資源環境科学専攻
地域資源環境工学連合講座
佐賀大学教授 農学部
長 裕幸
この度、2011年度より佐賀大学の代議員になりました長です。どうぞ宜しくお願いします。専門は、
土壌物理学で、科研の分類でいうと、農業土木です。土壌物理学といえば、本来、土壌科学(Soil S
cience)の1分野で、世界中どこでも、「専門はSoil Scienceです」といえば何の説明もいらないので
すが、こと国内に限っては、追加的な説明を必要とされる寂しい分野でもあります。さらに、農水産
系の中では、研究者数が極端に少ない物理系ということもあり、学生数の確保や後継者の育成といっ
た全国共通の課題を背負っています。しかし、ここで専門の話を始めてもきりがないので、せっかく
の機会ですので、この場を借りて、最近、気になる所を一言述べさせてもらえたらと思います。
私は、数年前から学部新入生の「物理学」を教えることになり、４月の最初の時間に以下のような
問題を解いてもらうようにしています。「次の質問の概略値を指示された単位で示せ、①地球１周の
距離(km)、②博多〜東京間の直線距離(km)、③１円硬貨の直径(cm)、④砂一粒の直径(mm)、⑤この問
題用紙の紙の厚さ(μm)、⑥標準大気圧(hPa)、⑦１GB(ギガバイト)(kb)、⑧水の密度(kg m-3)、⑨佐
賀の年平均降水量(mm)、⑩光の速さ(km/s)」といった内容です。これは、2004年に文藝春秋社より発
行された立花隆氏の「東大生はバカになったか」を参考に作らせてもらったのですが、以来、毎年、
最初に顔を合わせる学生に出題しています。平均は３〜４点台です。答えは概略値ですから、例えば
①２万〜６万km、②700〜1400km、③1.5〜2.5cmでO.K.といった具合です。傾向としては、顕著では
ありませんが、高得点者が減って０点が増えてきているように思えます。この問いは、数量的知識を
聞いているわけですが、私としては、むしろ、物理的感性として捉えています。日常的なものをどの
ように捉え理解していくのかといった観点かと思います。この結果を、高校で物理を履修した学生が
２割しかいない農学部の現状では仕方がないとするのか、理科離れが進んだ日本の教育問題とするの
かは、いろいろ意見のある所だと思います。しかし、一つ言えることは、現実に新入生であるという
こと、できれば全問答えが出せるようになってほしいといったことかと思います。また、これは「物
理学」とは次元の異なった「教養」の範疇であることも事実です。授業を通して、学生には、単位を
用いた具体的なもののとらえ方を習慣づけようとよびかけるようには心がけています。
さて、立花氏は前述の著書の中で、教養教育を軽視してきた文科省の責任を強く論じているのです
が、翻って、私たちはというと、法人認証評価に伴う「学士力」論議に終始し、元凶である大学入試
制度に対し無抵抗に従っているのが現実であります。これは、文科省と法人、法人と教員といった現
在のパワーバランスの中では解決の難しい状況であり、複雑に利権の絡み合った入試制度には手をつ
けず、文科省の要請に従った学士力を養って卒業させるといった構図は、残念ながら今後も続いてい
きそうに思えます。百歩譲って、新入生に罪はないとして、教員が授業の中で教養教育に時間を費や
すことを認めたとしても、現在進行中の授業評価、ポートフォリオの後に来る、「思想の自由」、「教
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授の自由」、「学習の自由」に対する大きな脅威に対しては認識の必要があるのではないかと思いま
す。教育の目的が「現制度の賛美者をつくることではなく、制度を批判し改善する能力を養うこと」
であるとするならば、多忙化の中に身を置き、教育に割く時間をどう削ろうかと苦心している教員に
とっても、この大きな流れを見過ごすわけにはいけないというのが結論になるかと思います。
あまりオリジナリティーのない話で申し訳ないのですが、最近、少し気になることとして、一言述
べさせていただきました。代議員に関しては、不慣れな仕事ですので、連大関係者の皆様方には今後
ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。ちなみに、前述の問題の解答ですが、次の範囲を正解として
います。④2〜0.02mm、⑤50〜100μm、⑥1000〜1020hPa、⑦105〜107kb、⑧900〜1100kg m-3、⑨1500
〜2500mm、⑩20万〜40万km/sです。

挨

拶

応用生命科学専攻
生物機能化学連合講座
佐賀大学教授 農学部
光富 勝
このたび、生物機能化学連合講座の代議委員になりました佐賀大学農学部の光富です。過去に代議
委員を経験された先生方から連大代議委員は楽しいよと勧められ、お引き受けしました。ところが、
代議委員としての最初の仕事として4月15日の入学式、オリエンテーション、代議委員会に参加して、
15年間も連大にお世話になってきたにもかかわらず、連大の運営や代議委員の役割に関して全く無知
であることを痛感させられました。オリエンテーションは新代議委員のために開催されたのかも知れ
ません。代議委員としての職務を果たせるよう頑張りたいと思いますので、諸先生方、事務局の皆様
のご指導・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
私は、生まれも育ちも佐賀です。現在、佐賀大学では生命機能科学科食糧科学講座食品化学分野を
担当しております。食品会社で水飴の仕事をしていた経緯も有り、
「糖質および糖質分解酵素の利用」
が主な研究テーマです。これまでに、マルトオリゴシルスクロース、ガラクトオリゴ糖、耐熱性αガラクトシダーゼ、キチン質分解酵素の構造と機能などについて研究を進めてきました。最近は、特
にキチン質分解酵素に関する研究を行っています。私は、平成8年に連合農学研究科の教員になりま
した。その年の5月、第2回キチン関連酵素国際シンポジウムがイタリアのアンコナで開催され、参加
する機会が与えられました。独立後、最初の国際学会での発表でした。そのとき、ポスター会場で盛
んにアピールしている一人の若者に出会いました。彼は鹿児島連大の修了生で職を探しているとのこ
とでした。その後、ポスター会場でのアピールが功を奏して職を得たようでした。最近の教員公募に
おける応募者数の多さを見ると、ポストドクの状況はさらに厳しくなっているように思われます。連
大では人材養成学生支援セミナーが昨年度から開講されたり、会社訪問をするなどの取り組みが始め
れたようですが、連合農学研究科の存在意義を高めるためにも、優秀な修了生の活躍の場が得られる
ことを切に願うばかりです。
上述した研究の多くは連大に参加してから飛躍的に発展したと思います。それらは博士課程の学生
の真摯な取り組みと連大を構成する先生方から頂いた多くのご指導の賜だと考えています。構成大学
の多くの先生から指導やアドバイスを受けられる連合大学のシステムは大学院生にとっても非常に
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良いシステムだと思いますので、連合農学研究科の発展に微力ながら貢献できるように、努力したい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

自己紹介を兼ねてご挨拶

生物生産科学専攻
熱帯資源・植物生産科学連合講座
鹿児島大学教授 農学部
佐々木 修
この度、思いもよらず代議員として 2 年間お世話になります佐々木と申します。どれだけお役に
立てるか自信もありませんが、よろしくお願いいたします。
3 月某日、小春日和の午後に本を眺めながらくつろいでいるところに同僚の先生の奇襲を受けま
した。虚を突かれたというか、不意を突かれたというか、呆然として全く防戦の体勢をとれないま
ま代議員を引き受ける羽目になってしまいました。かつて桶狭間で信長にやられた今川義元の心情
はいかばかりであったかと同情の念に堪えません。義元のような緊張感のない、脇の甘い人材は代
議員として相応しくないと、取り消されることを期待したのですが･･･。私は元来、組織の表舞台
に顔を出すことが苦手で、縁の下で支えることが自分の性分と心得ておりますので代議員の任では
ないと自覚していますが、引き受けたからには気を入れ替えて、他の代議員の方々の足手まといに
ならぬよう微力を尽くそうと思っております。
ところで私は東北は岩手の出身であり、今回の大震災で頻繁にニュースなどで耳にすることの多
い宮古市の県立高校で、また大学は仙台の東北大学で 6 年間を過ごしました。三陸リアス海岸から
南に連なる山田、宮古、釜石、石巻、気仙沼、名取、松島などの地名、風景、人々の生活はすべて、
若い頃の自分の生活圏そのものであったことでもあり、震災で記憶の深い層がえぐられるような感
覚におそわれております。このボディブローのように重い感覚が時間が経ってもほとんど薄まらな
いことが我ながら不思議に感じられます。今回の震災以前にも阪神淡路、奥尻島、新潟などの大震
災があり、いずれも大きな被害を被りましたが、正直なところ自分自身にとって、今回の衝撃の程
度はそれらと大きく違うことを痛感せざるを得ません。おそらく人が受ける衝撃の大きさは、被災
規模の大きさや被災地からの距離などによるのではなく、むしろその人が直接・間接の被災当事者
であるか否かということによるのでしょう。復興にはこれから気の遠くなるような時間がかかるで
しょうが、被災者の方々が孤立を深めないよう、多くの人の息の長い支えが続けられることを願っ
ています。
連大に直接関係のないことばかり綴ってしまいましたがこれでご勘弁願います。
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新しく連大代議委員になって

応用生命科学専攻
先端応用生命科学連合講座
鹿児島大学教授 農学部
松尾 友明
昨年の秋、１３年間繁り放題だった庭の木々を植木屋さんに頼んで、ばっさり剪定してもらっ
た。それは見事に丸裸になってしまい、春に枝や葉が出るかなと心配していました。特に、庭の中
央にある、株立ちのケヤキの木がどうなるかと心配しておりましたが、３月の初めからぽつぽつと
芽が出始めて、今は濃緑色の巨大な傘が出来上がっております。ゴールデンウイークにしげしげと
このケヤキの葉を見ていると、以前より、随分と葉が大きい気がしました。つまり、枝が出るにま
かせてたくさん葉が着いていた昨年と、強剪定して出る枝が限定されて葉の数が少なくなってしま
った今年とは葉の大きさが随分違っていたのです。
これは面白い！ 早速、明日、研究室に行って、院生を捕まえて「なぜ、葉は大きくなるのか？
樹木は何を感知して、葉を大きくしたり、小さくしたりしているのだろうか？」議論してみよう。
重田君（連大２年生）どう考えますか？ オーキシン、ブラシノステロイド、はたまた、未知のシ
グナルの関与？
日々、大学の研究室に居させてもらって、何が面白いか、それは若い人と色んな現象について、
もちろん、実験結果も含めて、あ〜だこうだと議論できることである。時として、妄想や空想の世
界に彷徨い、獲らぬタヌキがうろうろと話の中を動き回る。若い学生さんより、先に面白いことを
考えつくと、それはそれはハイテンションになって、しゃべり続けます。ここにビールがあれば最
高ですが。どうして、ヒガンバナの葉は春に枯れてしまうのか？ どうして、渋柿の渋み成分は水
に溶けるのか？ こんな実験をすると、謎は解けるのか？こうしてみようか？ 重田君、不機嫌そ
うに、
「先生、私は実験があるので、議論の続きは、またにしましょう。」仕方がない、続きは帰り
の電車の中で考えようか？
事情をよく知らない間に、連大の代議委員になっておりました、２年間できる限り精一杯職務
を全うして、皆様方のお役に立ちたいと思っております。また、何とか少しでも院生の生活・研究
環境を改善できたらと思っております。宜しくお願いします。

新代議委員のあいさつ

農水圏環境科学専攻
水産資源環境科学連合講座
鹿児島大学教授 水産学部
重廣 律男

このたび代議委員になりました重廣律男です。1995 年まで日立造船㈱、基本設計部で船の設計をやっ
ていました。最後に船体設計を担当したのが掃海母艦「うらが」でした。2011 年 2 月、鹿児島に寄港し
た 16 年ぶりの再会には「自分が世に出したものがしかりと働いているか？」と「どきどき」したものを
感じました。大学教員になって初めて、卒業生と再会する時と同じ気持ちでした。卒業生と会った瞬間
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に「にっこり」と笑った顔をみると卒業からそれぞれが抱えてきた苦悩を乗り越えて、行きつもどりつ
を繰り返しながらも自分の道を歩んでいる姿を見て嬉しく思っています。卒業生との再会は、大学教員
としての一番の楽しみと感じています。
今後とも連大の学生達との交流から新しい再会を期待して、微力ながら連大を盛り立ててゆきたいと
考えています。

鹿児島連大だからできる亜熱帯の昆虫学

農水圏資源環境科学専攻
生物環境保全科学連合講座
琉球大学教授 農学部
辻 瑞樹
新代議員として非力ながら研究科の発展のため働く所存です。皆様、宜しくお願いします。私の専
門は昆虫生態学です。純粋学問的研究が多いので理学部出身と思われることもありますが、私はれっ
きとした農学博士で、いわゆる害虫学研究室の出身です。日本の農学部の昆虫研究者に私のような基
礎的研究志向が強いのには理由があります。明治時代に日本で大学が設置されたとき、昆虫の研究を
専門とする講座は理学部には置かれず、害虫学や養蚕学講座などの名前で農学部に開設されました。
基礎なしに応用研究はままなりませんから、以来日本の農学部では基礎から応用にいたるまで、昆虫
に関するおよそ全てを網羅する研究が展開されてきたのです。産業化につながる研究を大学が推進す
べきであるとする昨今の社会情勢のもと、応用研究をしながらも基礎をおろそかにしなかった日本の
昆虫研究者の生き方は、足腰の強い学問の発展のため参考になるのではと考えます。
私は、昆虫学や生態学に関しては、地の利により鹿児島連大では、少なくとも国内の他の追従を許
さない質の高い研究・教育ができると確信しています。私の目下の中心的な研究対象はアリとチョウ
です。アリは社会性昆虫と呼ばれます。謎に満ちたアリの「社会」の中ではどんなドラマが繰り広げ
られているのでしょう。働き過ぎの日本人は「働きアリ」と形容されることがありますが、社会生物
学という学問分野ではこのイメージとは大きく異なる働きアリたちの実像が明らかにされています。
実際のアリの巣の中では、派閥争い、性による差別、共食いや、ハラスメント、詐欺、果ては子殺し
や親殺しまで、ありとあらゆる利己主義と陰謀が渦巻いているのです。その一方で、自爆死して仲間
を守る熱帯アジアのオオアリのように、自己犠牲と団結した集団行動を示すのも事実です。これら闘
争と協同という相反する性質が入り混じった複雑系がどんな原理で進化したのを解明することが私
の最も得意とするテーマです。従来は、行動観察が主なアプローチでしたが、今ではDNAなどの化学
物質の分析、コンピューターシミュレーションやロボットを用いた実験など、様々な新手法を取り入
れながら研究を展開しています。質の面からは世界の最前線の一潮流をつねに創り続けていると自負
しています。
熱帯のチョウは美しい。しかし美の陰にはトゲがある。この美しい形態の多様性がどんな仕組みで
進化したのでしょう。島という環境の研究上の有利さを活かし、擬態、捕食、密度、移動、遺伝、病
原体をキーワードに研究を展開しています。これまで扱った材料は柑橘類の害虫のシロオビアゲハと
やはり街路樹の害虫のウスキシロチョウですが、いずれオオゴマダラやコノハチョウのような観光資
源にもなるような希少種も研究材料にしたいと考えています。
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上記の純粋学問的なテーマに加え、直接「役に立つ」研究も進めています。いま、外来生物による
人間生活や生物多様性への被害が世界中で深刻化していますが、とりわけアリによる被害は甚大です。
すでに日本には、国際自然保護連合（IUCN）の世界のブラックリスト１００種のひとつにあげられて
いるアリゼンチンアリが侵入し各地で猛威をふるっています。さらに、もっと恐い有毒のヒアリの国
内侵入も秒読みの段階であるといわれています。これら侵略的な外来アリのほとんどが熱帯•亜熱帯
起源ですが、地球温暖化の中、アリに限らず沖縄は外来生物侵入の最前線です。その一方で、アリは
熱帯地域では害虫の天敵として農業上利用されていますが、日本ではまだ実績がありません。熱帯•
亜熱帯でとくに重要なこれら諸問題に科学的に対処するため、基礎知識を総合する応用研究を行って
います。
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◇新入生の素顔
【生物生産科学専攻】
農林資源・経営学連合講座

平成 20 年 10 月入学

ﾗ ﾝ ﾌ ﾟ ﾃ ｨ ｹ ﾞ

ｲﾝﾃﾞｨｶ

ﾙ

ﾜ

ﾝ

ﾌ ﾟ ﾗ ｻ ﾝ ﾅ

Rampathige Indika Ruwan Prasanna（Sri Lanka）

研 究 題 目： Economical Effects of Rural Resource Circulation System Initiated
by Food Processing Industries in Sri Lanka
主 指 導 教 員：白武 義治（佐賀大学）
第一副指導教員：小林 恒夫（佐賀大学）
第二副指導教員：岩元
泉（鹿児島大学）

It is my pleasure to introduce myself to all of you. I am Prasanna, from Sri Lanka, a beautiful island in the South Asia. I
completed my B.A. degree in Economics and M.Sc. in Agricultural Economics at the University of Peradeniya, Sri Lanka.
Before coming to Japan I worked as assistant lecturer attached to the Department of Economics and Statistics, university of
Peradeniya, Sri Lanka during 2003 to 2005.
I entered to M.Sc course at Saga University in October 2006 as Japanese Government Scholarship Student under the
supervision of Prof. Yoshiharu Shiratake and successfully completed in 2008. During my master course period, I was able to
learn not only academic matters but also Japanese history, culture, traditions etc. During my master course I studied effects
of rural resource circulation system initiated by food processing industries in order to find out a sustainable alternative
method for revitalize Sri Lankan rural agricultural economy. After having my PhD entrance examination at the Kagoshima
University in 2008, I postponed my studies for two years as I got new appointment as a lecturer at Rajarata University of Sri
Lanka which is one of national universities in Sri Lanka. So, I resumed my studies in 2010 at Laboratory of Economics of
Agricultural Marketing, Saga University. It is pleasure to be here and studying in Kyushu, because this area has good
agricultural resources and facilities to improve our scientific knowledge. Finally I would like to express my gratitude to
Kagoshima University for giving me this valuable opportunity and my major supervisor, Prof. Yoshiharu Shiratake for his
indispensible support on my studies in Japan since 2006 as well as Prof. Iwamoto Izumi and Prof. Kobayashi Tsuneo.

【生物生産科学専攻】
熱帯資源・植物生産科学連合講座
い け ざ わ か ず ひ ろ

池 澤 和 広(日本)

研 究 題 目：サトイモ優良育成系統の大量増殖技術の開発
主 指 導 教 員：岩井純夫（鹿児島大学）
第一副指導教員：遠城道夫（鹿児島大学）
第二副指導教員：一色司朗（佐賀大学）
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現在，私は鹿児島県農業開発総合センター大隅支場に勤務し，サトイモ，ニンジン，ハクサイ，根深ネギ等の露地
野菜に関する試験研究を行っています。今回，研究テーマとして取り上げたサトイモについてですが，平成 19 年度，
本センターにおいて，子芋主体で水晶症の発生が少ない優良系統ʻ泉南中野早生大隅系ʼを選抜育成しました。本系
統に対する産地の評価は高く，早急な種芋供給が望まれております。しかし，子芋・孫芋を種芋として利用する一般
的な種芋増殖法（従来法）では，1 株からわずか 10-12 個の種芋しか生産できず，短期間での増殖は極めて困難であ
り，新品種普及の隘路となっています。
これらの問題点を改善するために，親芋から萌芽した副芽をセルトレ−に移植することにより，親芋１個から 80
個程度の種芋が得られるという報告がなされましたが，効率的に副芽を萌芽させるための親芋の掘り上げ時期，親芋
の分割方法，セル成型苗の定植条件および本増殖法による種芋の生産性は詳細に検討されておりません。
そこで，まず，植物ホルモンとサトイモの休眠打破の関係を解明し，効率的に副芽を萌芽させるための親芋の掘り
上げ時期および貯蔵条件を明らかにしたいと考えます。次に，副芽由来のセル成型苗は既に葉が展開したものを植え
付けるため，従来の種芋と比べて展開葉位が進み子芋の着生時期が早まると考えられます。植え付け後の葉位と球茎
着生との関係を明らかにし，早期生産の可能性を探ります。
これらの結果を総合して，従来の増殖法に比べて増殖率が高く，より優れたサトイモの種芋を生産できる大量増殖
法を確立し，新品種の育成から原原種配布までに要する期間の短縮と生産の効率化を図りたいと考えます。

【生物生産科学専攻】
動物資源生産科学連合講座
いまい

ゆ り こ

今井 裕理子 (日本)

研 究 題 目：南西諸島におけるソルガム属の生産と利用に関する研究
主指導教員
：川本 康博（琉球大学）
第一副指導教員：赤嶺 光 （琉球大学）
第二副指導教員：中西 良孝 （鹿児島大学）
はじめまして、琉球大学所属の今井裕理子と申します。
研究対象はアフリカ原産の熱帯作物，ソルガム属です。ソルガム属は熱帯から温帯にかけての広い地域で栽
培されており，食用，飼料用，アルコール飲料用，緑肥用，そして近年ではバイオエタノールの原料として利
用されています。日本では，主に飼料用作物として栽培されていますが，沖縄県での栽培利用はほとんど行わ
れてきませんでした。そこで，沖縄県におけるソルガム属の適草種や刈取り適期の検討，生育初期段階のソル
ガムに高濃度で含まれる青酸の定量，搾乳牛への給与による乳生産への影響等について調査を行っていく予定
です。検討課題は山積していますが，ソルガムの特徴をうまく生かした栽培利用が自給飼料の増産につながり，
農家さんの生産活動に寄与できるとよいなあと思っております。
コツコツと継続して努力することを不得手としている私にとって，博士課程はまさに修行の日々になるであ
ろうと思いますが，先生を始め周囲の方々のお力を借りつつ，精進したいと思います。どうぞよろしくお願い
します。
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ほんだ

あきゆき

本多 昭幸（日本）
研究題目：地域未利用資源活用による環境配慮型養豚技術の確立に関する研究
主指導教員：尾野喜孝（佐賀大学）
第一副指導教員：駒井史訓（佐賀大学）
第二副指導教員：中西良孝（鹿児島大学）

はじめまして，佐賀大学に所属しております本多昭幸と申します。現在，長崎県農林技術開発センター畜産
研究部門に勤務しており，10 月より社会人入学で大学院のお世話になることとなりました。8 年ぶりに佐賀大
学に帰って参りましたが，当時学部生だった時の研究材料である「ヨモギ」を改め，大学院では縁あって「豚」
の飼養管理に関する研究に取り組みます。
近年，飼料自給率の向上や飼料費低減，資源循環といった背景から，食品残さの飼料利用が注目されており
ます。地域で発生する食品残さや農業副産物などの未利用資源を上手く活用しながら，豚肉の生産過程で発生
する環境負荷物質を低減する環境配慮型の養豚技術について検討したいと考えています。大学院での貴重な時
間を無駄にすることなく，一生懸命努力する所存です。
それでは，皆様とセミナー等でお会いできる日を楽しみにしております。どうぞ，宜しくお願いします。

ｴﾑﾃﾞｨ ﾐｻﾞﾇﾙ ﾗﾊﾏﾝ
Md. Mijanur Rahman （ Bangladeshi）

Title of Research: Whole genome gene expression analysis
on the early day’s embryo of silky fowl
Advisory Professor: Yasuhiko Wada（Saga University）
First Vice-Advisory Professor: Yoshitaka Ono ( Saga University)
Second Vice-Advisory Professor: Shin Okamoto(Kagoshima University)
Self Introduction
It's a great pleasure to introduce myself as Md. Mijanur Rahman from Bangladesh, a south-east
Asian traditionally and culturally rich country. I feel proud enrolling as a Ph.D. student. Welcome to all of
my friends entering the Ph.D. course under The United Graduate School of Agricultural Science,
Kagoshima University, Japan 2010.
I achieved the Bachelor degree in Animal Husbandry and Master's degree in Animal Science from
Bangladesh Agricultural University, Mymenshingh, Bangladesh in 2000 and 2002 respectively.
Previously I worked as a Project Officer in RFLD-BC project under Ministry of Fisheries and LivestockDenmark Embassy, Bangladesh.I came to Japan in October, 2008 as a Masters student and completed
Master's study from the Laboratory of Resource Management and Society, Faculty of Agriculture, Saga
University, Japan 2010. I expressed my profound sense of gratitude to Prof. Dr. Yoshiharu Shiratake for
his scholastic guidance and worthy inspiration during my Master's course. I entered as a Ph.D course
student in October/2010 under Prf. Dr. Yasuhiko Wada under the Laboratory of Animal Resource
Development, Faculty of Agriculture,The United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima
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University, Japan. During my tenure of Japan, I have visited some beautiful place like Kagoshima,
Okinawa, Oita which was a exciting moments in my life in Japan.
Silkie (Ukokkei) is one of the most popular and ubiquitous ornamental breeds in Japan. (Chang and
Huang, 2003). In China and Japan meat of silky fowls, bones, organs and eggs is used effectively for
nutritional fortification and infertility. It is a peculiar chicken from which the deposition of the melanin
pigment is seen in the muscle, building into the bone, liver, skin, lung and digestive organs,etc (Makita et
al.,1986).Being great potentialities of Silkie fowl, still few researches have been conducted to find out the
genetic basis of these peculiar characteristics. It is guessed that many of these peculiar characters are
caused to the Silkie fowl by the specific gene expression at initial stages of the embryo.In my study, early
days chicken embryo (3rd , 4th and 5th day) will be considered to find out the causative genes. In my
research,The whole genome gene expression pattern will be analyzed on the early day’s embryo of Silkie
fowl and other chickens using 44k chicken microarray.The specific gene expression for Silkies particular
characteristics will be studied using the molecular biological technique.
At the same time with my research, I would like to know more details about Japanese life, culture and
custom. Wish all of us the best of luck.

【生物生産科学専攻】
地域・国際資源経済学連合講座
ロ キ ー

フランキー

ロリング

Rocky Franky Roring (Indonesia)
Title of research : The water reserved protection forest mechanism
with mathematical simulation model
Advisory Professor: Nakama Yuei (Univ. of the Ryukyus)
First Vice-Advisory Professor : Inoue Shouji (Univ. of the Ryukyus)
Second Vice-Advisory Professor : Sone Kouichi (Kagoshima University)
Hello everybody ! It’s my pleasure to introduce myself in the issue No. 31 of the Newsletter. My name is Rocky
Franky Roring, I came from Manado city, Indonesia.
I obtained my bachelor degree in 1994, of Civil Engineering from Sam Ratulangi University in Manado, North
Sulawesi, Indonesia. In 2005, I was supported by TPSDP scholarship from Indonesian Government for Master
Student at Faculty of Agriculture, Saga University, under my supervisor Prof. Jun Takeda and I graduated in
September 2007. Before coming Japan, I was a teaching staff in Manado State University, Faculty of
Engineering, Tondano, North Sulawesi, Indonesia.
On October 2010, I entered Kagoshima University (Rendai student at University of the Ryukyus) as Doctoral
student. I have successes received scholarship from Directorate General of Higher Education (DIKTI), The
Ministry of National Education of Indonesia. My doctoral research mainly aim to clarify the mechanism of
forests in regulating including to evaluate & to compare the impact of forest vegetation, soil condition & site
topography; and controlling water on rainfall runoff & rainfall infiltration mechanism in small subtropical
islands. Two survey sites in the Ryukyu limestone topography are selected. The vegetation composition in the
survey sites of Minami Meiji yama Mt. in the north of Okinawa Island and Onosanrin Mt. on Miyako Island
were surveyed. The mathematical simulation model used in this study will be mastered. Hopefully, the result of
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this research can give great contribution to the science.
I would like to express my hearty thanks and profound gratitude to my supervisors, Prof. Yuei Nakama, Prof.
Inoue Shouji, and Prof. Sone Kouichi for accepting me as their PhD student. Thank God for the pleasure
accompany and guide, and my beloved family for mental support. At last, I like to obligate to the Directorate
General of Higher Education (DIKTI), Ministry of National Education of Indonesia for granting me scholarship

【応用生命科学専攻】
食品機能科学連合講座

Wang Peng (China)
王 鵬
Title of Research: Study on Sustainable Social System and Technology
based on Circulation of Biomass Resources
Advisory Professor: Shuji Fujita（Saga University）
First Vice-Advisory Professor: Munehiro Tanaka（Saga University）
Second Vice-Advisory Professor: Kouichi Iwasaki（Kagoshima University）
Hello, everyone. My name is Wang Peng. I am from China. I got my master degree in China
Agriculture university, and I obtained bachelor degree in Dalian Maritime University. Now I am
honoured to be a student of United graduate school of agricultural sciences, Kagoshima University, I am
studying at Saga University, my course is biological science and technology, major chair is food science
and nutrition, my research topic is about "Study on Sustainable Social System and Technology based on
Circulation of Biomass Resources". Hope we can learn from each other and become good friends in the
near future.
My research will aim at developing a type of liquid fertilizer via thermophilic aerobic digestion
improved by enzymatic approach. This work is involved in these following research fields: the mass and
heat balance analysis of bio-process; the development of microbial enzyme preparation for efficient
biodegradation; the evaluation of produced liquid fertilizer. The objectives here are to understand how
various phenomena combine to control overall process performance within the bioreactor, so as to optimize
or control process streams for making higher quality liquid fertilizer; to identify active enzymes secreted
by certain microorganisms in existing system, and then conduct enzyme production and purification
according to the available procedures of enzyme preparations technology, also we will test their practical
applications in a pilot or real system; to evaluate the biofertilizer quality and processing system, the
overall performance of produced liquid fertilizer will be tested.
I would like to express my deep and sincere gratitude here to my supervisors, Prof. Dr. Shuji Fujita,
Assoc. Prof. Dr. Munehiro Tanaka, and Prof. Dr. Kouichi Iwasaki, for their constructive comments and
valuable suggestion. I also want to give my warmest thanks to Mr. Tanaka and students in his laboratory,
since they help me a lot all along in my study and life in Japan. Finally, I should give my greatest thanks
to my homeland and family, for their substantial and spiritual support to continue my study abroad.
I believe we will have many opportunities to communicate or cooperate with each other in the future.
This is my email address(10925001@edu.cc.saga-u.ac.jp), please feel free to contact me.
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【応用生命科学専攻】
先端応用生命科学連合講座
ｾﾃｨ ｲﾙﾏ ﾗﾊﾏﾜﾃｨ
Siti Irma Rahmawati (Indonesia)

Title of Research: Functional Properties of Extract Benalu Teh:
Safety Analysis and Nutraceutical Activities
Advisory Professor: Kanji ISHIMARU (Saga University)
First Vice-Advisory Professor: Nobuyuki HAYASHI (Saga University)
Second Vice-Advisory Professor: De-Xing HOU (Kagoshima University)
Hello there! My name Siti Irma Rahmawati, but you can call me Irma. I came from Indonesia, a great country with considerable of biodiver
sity. On 2006 I have been graduated from Bogor Agriculture University for my undergraduate majoring in Fisheries Product Technologies.
After that I was entered my master course at Saga University and graduated on September 2010 majoring in Food and Science. Now I
continue my doctor course at the same laboratory when I was done my master course until 2013.
On doctor course I will do the same theme with my master’s research about Benalu Teh. Objectives of my research are to reach extraction
optimization from benalu teh, safety analysis as an important requirement to create neutraceutical compound will be examine for
confirmation the safety and to find the functional properties of the extract and its application. I hope I could do all my research on the time.
Last I want to send my appreciation to all my supervisor Ishimaru sensei, Hayashi sensei and Hou sensei, to let me have an opportunity
doing study under their supervision. I will do the best for the study and I hope I could contribute towards the advancement of science.

【農水圏資源環境科学専攻】
水産資源環境科学連合講座

Yuzhe HAN (CHINA)
韓 雨哲
Title of Research: Effectiveness of functional amino acids for
marine fish fed the diet containing low fishmeal.
Advisory Professor: Shunsuke KOSHIO (Kagoshima University)
First Vice- Advisory Professor: Atsushi YAMAMOTO (Kagoshima University)
Second Vice- Advisory Professor: Yasushi SUGIMOTO (Kagoshima University)
Ha ji me ma shi te! My name is Yuzhe HAN. It is my great honor to introduce myself to you here. I came
from China, arrived in Kagoshima on 27th August 2010 and became a doctoral candidate since that
autumn in the lab of aqua-animal nutrition under supervise of professor Koshio. I was born in Liaoyang, a
small town in north of China, of cause it is very cold there in winter and many snows, which is quite
different from here. I had spent 7 years in Dalian, which may be known for you. During the 7 years, I got
the bachelor and master degrees in Dalian Ocean University on Aquaculture and Animal Nutrition and
Feedstuff Sciences, separately.
Since poor growth and immunological response were observed when fish fed with high ratio of plant
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proteins, more attention was focused on the role of functional amino acids in low fish meal diets. The main
issues of fish meal substitution in aqua-feeds are the suitable substitute protein sources, the balance of
amino acids and the addition of immune functional amino acids. In this case, my research is mainly focus
on the effects of functional amino acids on marine fish fed with low fishmeal diet. We are looking forward
to culture more healthy fish not only for the welfare of them but also for the people who will taste them.
Once more, nice meeting you all! Hope we all can spend a fulfilling 3 years here.

なかはた

かつみ

中畑 勝見（日本）
研 究 題 目：ピラルクーの栄養要求と性成熟に関する研究
主 指 導 教 員：越塩 俊介（鹿児島大学）
第一副指導教員：山本 淳 （鹿児島大学）
第二副指導教員：杉元 康志（鹿児島大学）
はじめまして。10 月から社会人学生として入学いたしました中畑勝見と申します。
現在、かごしま水族館に勤務し、水棲生物の飼育展示と、教育普及活動を担当しています。水族館は、観光
施設、教育施設、研究施設といった、さまざまな側面を持つ非常に複雑な施設なのですが、逆にそれだけあら
ゆる方面の人たちと「つながり」を持てる、とても魅力的な場所でもあります。今回、研究という部分をさら
に深めるとともに、たくさんの方々と「つながり」を持つことができればと思っています。
さて、私の研究テーマであるピラルクーは、アマゾン川に棲息する世界最大の淡水魚で、成長すると全長 3
メートル以上になります。見てよし、食べてよし、調べてよし（？）の 3 拍子そろった、この素晴らしい魚に
ついて、栄養要求の面から取り組むことによって、より美しく、美味しいピラルクーを育てる方法を見つけた
いと考えています。さらに、生殖腺の発達や、成熟のメカニズムなど、将来の種苗生産へ向けた研究も行う予
定です。3 年間で自分にどこまでできるかわかりませんが、この魚にかかわる多くの人々にとって、少しでも
参考になるような研究ができればと思います。
大学で、水族館で、飲み屋で、見かけた際には、ぜひ声をお掛け下さい。

【生物生産科学専攻】
熱帯資源・植物生産科学連合講座

あおやぎ

ゆうき

青栁 祐樹（日本）

研究題目：
主 指 導 教 員：有馬
進（佐賀大学）
第一副指導教員：鄭
紹輝（佐賀大学）
第二副指導教員：佐々木 修（鹿児島大学）
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おかざき

せいいち

岡﨑

聖 一（日本）

研究題目：植物の潜在能力を引出す LED 栽培システムおよび高機能野菜のブランド化と販売戦略に関する研究
−都市型完全制御型植物工場の事業採算性向上とフードマイレージの数値極小化を目指して−
主 指 導 教 員：川満 芳信（琉球大学）
第一副指導教員：上野 正実（琉球大学）
第二副指導教員：野瀬 昭博（佐賀大学）

筆者は、神奈川県横浜市で「LED を活用した植物工場システム」を開発販売する会社を経営しています。経
営者、エンジニア、研究者と 3 つの立場を持っています。
近年消費者の食に対する関心事は、安心・安全に変化し、第一次産業就労人口の高齢化進行を受けて、経産
省と農水省が植物工場普及促進目的の補助事業が実施されるなど食料生産は新しい局面を迎えています。
日本では 1970 年代から植物工場の研究開発が行われており、
過去に二度のブームを経験していますが消費者
の食に対する価値観や、生産に関連した技術水準等諸要因により、ブームは不発に終わり、本格普及に至りま
せんでした。
完全制御型植物工場は閉鎖環境での植物栽培を行うために人工光源が重要な役割を果たします。植物の健全
な生長には、その成長時期にあわせて、赤色光と青色光がバランスよく配合されること求められます。LED は
電子技術で制御可能なので、太陽光よりも効率の良い植物成長促進に有効な光源として利用できます。
筆者が放送大学大学院修士課程で研究したテーマは、LED の光質を制御した栽培が野菜やハーブの生食用お
よび加工原料用など、用途別に最適化した栽培が可能で、それらの目的別商品化、ブランド化および販路開拓
が植物工場の事業採算性を向上させる可能性を展望できるというものでした。
環境負荷の少ない食料生産と安定供給は人類共通の課題です。経営者自ら学び、新たな知見を製品開発や事
業化に活用する実学姿勢が大切と考えています。
博士後期課程では、｢植物の潜在能力を引出す LED 栽培システム｣を用いて、太陽光よりも効率的に機能性成
分を生合成するための栽培技術及び、沖縄型植物工場に LED 栽培光源が果たすべき役割について研究を行い、
研究の成果を事業に活用し、低環境負荷でサスティナブルな未来型農業技術を世界に普及させることを目指し
ています。

【生物生産科学専攻】
動物資源生産科学連合講座
にしむら け い こ

西村慶子（日本）

研究題目：カンショ焼酎粕添加発酵 TMR の飼料特性と乳牛の飼養管理に関する研究
主 指 導 教 員：中西 良孝（鹿児島大学）
第一副指導教官：大久津 昌治（鹿児島大学）
第二副指導教官：川本 康博（琉球大学）
私は、今年４月に鹿児島大学連合大学院に入学し、生物生産科学動物資源生産科学に在籍しています。現在、
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社会人として宮崎県畜産試験場で仕事をしており、数年ぶりに母校である鹿児島大学に戻ってきました。職場
での主な仕事は乳牛の飼養管理に関する研究をしており、これまで乳牛の飼料についての研究を重点的にして
きました。乳牛の飼料について深く研究をしてみたいと思った課題が、博士課程での研究題目でもある「カン
ショ焼酎粕添加発酵 TMR の飼料特性と乳牛の飼養管理に関する研究」です。まず、発酵 TMR とは、乳牛の飼料
である草と穀類（トウモロコシや大豆等）を混合して、発酵させた飼料のことです。この発酵 TMR の原料とし
て焼酎粕に注目してみました。焼酎粕は、焼酎の製造工程で排出される廃液で、宮崎県や鹿児島県では焼酎の
一大産地であることから、焼酎粕が多量に排出されています。焼酎粕の牛用飼料としての価値は高いことが知
られていますが、すぐに腐敗し取り扱いにくい等の欠点もあります。この欠点を克服し、焼酎粕を飼料化でき
ないかと考えています。現在の日本の畜産は、飼料のほとんどを輸入飼料に頼っています。焼酎粕のような今
まで産業廃棄物として捨てていた資源を牛用飼料として利活用し、輸入飼料の使用量の軽減を求められていま
す。そこで、焼酎粕を発酵 TMR に加えた時の飼料としての価値や、焼酎粕を乳牛に給与した場合の消化性や栄
養代謝、さらには乳生産に及ぼす影響について研究を重ねていきたいと思います。

【生物生産科学専攻】
地域・国際資源経済学連合講座
いわさき

し ん の すけ

岩崎 真之介（日本）
研究題目
：北部九州水田地帯における水田利用再編の可能性とその条件
主指導教員
：白武 義治（佐賀大学）
第一副指導教員 ：小林恒夫（佐賀大学）
第二副指導教員 ：田代正一（鹿児島大学）
皆さん、初めまして。佐賀大学配属の岩崎真之介です。ところで皆さん、日本人の主食である米ですが、日
本人が 1 年間にどのくらい食べているか知っていますか？ もちろん個人差はありますが、平均で 1 人当たり
1 年間に約 60kg、1 日に約 160g です。なかなかピンと来ないと思いますので、ごはん茶わんで考えると、1 年
間で 900 杯、1 日に 2 杯半ほど食べていることになります。毎日毎日 2 杯半のごはん。けっこうたくさん食べ
ていますね。私は 5 杯くらい食べますが。でも、実は今から半世紀前、日本人は１年間に約 1,700 杯、1 日に
約 5 杯と、現在の 2 倍のごはんを食べていたんです。つまり、日本人はこの 50 年間で半分しかごはんを食べな
くなったということです。この間、人口が 35％ほど増えたことを考慮すると、日本人全体では米の消費量が 30
％減少したことになります。
これだけ需要が減少した上に政府の支援も大幅に縮小したため、日本の稲作の環境は大変厳しいものになり
ました。ましてや、現在検討されている TPP への参加が現実のものとなれば、安価な外国産米の輸入により国
内の稲作農業はさらに厳しいものとなるでしょう。佐賀県を含む北部九州は稲作地帯ですが、良食味米生産と
いう点では東日本の産地に比べ不利な条件にあります。追い打ちをかけるように、近年では地球温暖化によっ
てさらに不利な状況となりつつあります。今後は、北部九州の稲作中心の水田利用を変えていくことも考える
必要があるのではないでしょうか。
このような問題意識から、私は北部九州の水田利用のあり方を考える研究を行ってきました。修士課程では、
稲作から野菜作への転換が有効な産地戦略となりうることを、実際にそのような戦略によって発展を遂げた福
岡県北野町の事例分析から明らかにしました。そして博士課程においても、引き続きこの方向性を探っていく
予定です。でも、私自身はごはんが大好きです。みなさんも、なんだかんだ言ってもやっぱりごはんが好きで
すよね。ぜひぜひ、ごはんを食べて日本の稲作を応援しましょう。このような私ですが、皆さん、どうぞよろ
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しくお願いします。

ｴﾑｴｽﾃｨｰ ﾅｽﾘﾝ ﾅﾊﾙ
Mst. Nasrin Nahar (Bangladesh)
Title of Research : Arsenic Contamination in Foodstuffs and
Cognitive performance of Bangladesh People
Advisory Professor : Prof. Tsukasa Inaoka (Saga University)
First Vice-Advisory Professor : Prof. Miho Fujimura (Saga University)
Second Vice-Advisory Professor : Prof. Shoichi Tashiro(Kagoshima University)
I am Mst. Nasrin Nahar, came from Bangladesh. I was graduated my Bachelor of Science in Psychology
from the Faculty of Life and Earth Science, Rajshahi University in June, 2006. After that, I came to Japan
with my husband in October, 2006, and started my master study on April, 2009 at Saga University. I
joined with Department of Human Ecology, Faculty of Agriculture, Saga University, and have finished my
master study on March, 2011.
At present, I am a doctoral student at The United Graduate School of Agriculture Science, Kagoshima
University. My doctoral research topic is “Arsenic Contamination in Foodstuffs and Cognitive
performance of Bangladesh People.” High concentrations of arsenic in groundwater have been reported
from several countries, including Bangladesh. The arsenic calamity of Bangladesh can be described as the
largest known mass poisoning in the history, with an estimated 35–77 million people exposed to arsenic
contaminated drinking water. Chronic arsenic poisoning can cause serious health effects including
cancers, melanosis (hyperpigmentation or dark spots and hypopigmentation or white spots),
hyperkeratosis (hardened skin), restrictive lung disease, peripheral vascular disease (blackfoot disease),
gangrene, diabetes mellitus, hypertension, and ischaemic heart disease. The source of arsenic in the
groundwater of Bangladesh remains obscure. However, most authorities believe that long term
geochemical changes led to the release of arsenic from its core compound called arsenopyrites due to its
oxidation by air reaching the underground aquifers through the tubewell conduits. The other theory
indicates that reduction of iron and manganese oxyhydroxide is associated with arsenic release to
groundwater. The arsenic exposed peoples are not only taking arsenic from groundwater but also from
their everyday’s taking foodstuffs because that foodstuffs are mostly prepared from this arsenic
contaminated water. Generally, ordinary crops in unpolluted environments do not accumulate enough
arsenic to be toxic to the human body. However, in arsenic contaminated soil, the uptake of arsenic by the
plant tissue is significantly elevated, particularly in vegetables and edible crops. There is, therefore,
concern regarding accumulation of arsenic in foodstuffs grown in the arsenic affected areas of Bangladesh.
However, a literature survey evident that there is scarce of research regarding human risk of arsenic
poisoning through the food chain. In addition, the arsenic affected people in Bangladesh have not only
been affected physically but also psychologically. The effects of arsenic exposure on the cognitive
performance of the exposed people in Bangladesh have not received much attention yet, so far. Therefore,
I am planning to extend the research on arsenic poisoning in my doctor research also, and wish to conduct
a survey work on the arsenic contamination in foodstuffs and cognitive performance of Bangladesh people.
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It is my unrest desire to contribute for the society. That’s why I want to do something for my country
people. I hope this study will help me to serve for the country as well as for mankind. By the way, I would
like to give special thanks to Prof. Tsukasa Inaoka for accepting me as his PhD student, and for
continuous encouragement, assistance and supports. Now, the journey as a PhD student has just begun.
I hope my research will be finished on three years, and sincerely hope that results will contribute to my
country.

ジ ェ ナ エ ド

ウッディン

ア ハ メ ド

Junayed Uddin Ahmed (Bangladesh)
Title of Research: Comparative study on Small and Medium Scale dairy farms
between Bangladesh and Japan
Advisory Professor: KOBAYASHI Tsuneo (Saga University)
First Vice Advisory Professor: SHIRATAKE Yoshiharu. (Saga University)
Second Vice Advisory Professor: TASHIRO Shoichi (Kagoshima University)
At first, I would like to express my deepest sense of gratitude to the authority of the United Graduate
School of Agricultural Science, Kagoshima University for selecting me as a student of 3-year doctoral
course starting from April. 2011.
It’s my pleasure to introduce myself as a citizen of “Bangladesh”, a land of green and diversity. It is
famous for its World’s longest sea beach (Cox’s Bazar), largest mangrove forest and Royal Bengal Tigers.
I had completed my Bachelor degree (Bachelor of Business Administration) in Management Studies
from the Faculty of Business Studies under University of Dhaka in 2004. I obtained my first Master
degree (Master of Business Administration) in Human Resource Management from the same Faculty and
University in 2005. After completing my Masters, I had worked for Orascom Telecom Bangladesh Ltd. as
Executive and Square Group of Industries as Executive, Human Resources until September, 2008.
In 2011, I obtained my second Master degree in Agriculture Sciences majoring “Regional Resource
Management and Society” from the Faculty of Agriculture Sciences, Saga University. During this course, I
have conducted a study on changes of central dairy farming area in Saga Prefecture and performed a
thesis entitled “Study on Small and Medium Scale Dairy farming in Japan- A case study in Saga
Prefecture”. In Doctoral course, I will study on management practices, favorable conditions, gaining
economies of scale and experience curve, problem solving techniques of small and medium scale dairy
farms between Bangladesh and Japan.
I also express my gratitude and to my Supervisor Dr. KOBAYASHI Tsuneo for accepting the coaching.
My regards go also to Dr. SHIRATAKE Yoshiharu and Dr. TASHIRO Shoichi, my second and third Vice
Advisory Professor, for their open-mindedness and availability. Thanks to all those -from the top to the
base- who are working to make students in general and foreign students particularly to live in conditions
favorable for intellectual and social success.
With Best regards
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ナ ン ボ ー ゼ

ジョウェリア

Nambooze Joweria (Uganda)
Title of research: Impact of environmental changes on household food and
water security in Bangladesh
Advisory professor: Professor Tsukasa Inaoka (Saga University)
First vice-advisory professor: Professor Yanagida Teruyoshi (Saga University)
Second vice-advisory professor: Professor Kunihiro Akiyama (Kagoshima University)
My name is Nambooze Joweria from Uganda. I belong to the faculty of Agriculture under the United
graduate school of Agricultural studies, Kagoshima University and my major is regional and global
resource economics. I graduated for my master’s degree from Saga University with Biological production
as my major. For my master’s research, I carried out research in the People’s democratic republic of Laos.
Here, I carried out a research on the “Impact of 2009 Typhoon Ketsana on Household Food Security in
Southern Laos”. This was a very good opportunity for me as it widened my knowledge in food security as a
global contemporary issue and also in agriculture as one of the key players that help in alleviating poverty
and food insecurity among the poor masses in the world today. My masters research accelerated my thirst
for more knowledge on food security and I therefore decided to apply to the United Graduate school of
Agricultural sciences for PhD so that I could further my venture into this interesting field of food security.
Based on my master’s research findings, I realized that there was more to food insecurity than just
natural disasters and poverty. I am now planning on researching about “The effects of Environmental
Changes on Household Food and water Security in Bangladesh”. Bangladesh is one of the world’s mostly
densely populated and poorest countries so very prone to environmental changes which may in turn
impact on food and water security. I hope I am able to carry out informative and positive research in order
to contribute to the quest in achieving the United Nations millennium development goals.
I would like to finally extend my sincere gratitude to my academic supervisor, Professor Inaoka Tsukasa
for his never ending support and guidance. I am honored to be under his academic supervision.

チ ャ ン

ミ

ン

ﾊ

ｲ

Tran Minh Hai (Mr Hai)(Vietnamese)
Title of research: Value Chain Analysis of Rice un Mekong Delta
Advisory professor: Professor IWAMOTO Izumi (Kagoshima University )
First vice-advisory professor: Professor LEE Jaehyeon (Kagoshima University)
Second vice-advisory professor: Professor NAITOH Shigeyuki(University of Ryukyus)
Hello,
My name is Hai, I’m a lecturer at An Giang University in An Giang province, south of Vietnam. My
works have been related to economics, marketing, rural development and social – economics in Vietnam
and Cambodia. There are some programs that I have done such as: projects on poverty alleviation in the
countryside, setting up channels for agricultural products, improving farmer’s knowledge and increase
farm benefits, as they collaborate with the private sector in the trade market. Since 2003, I have
researched and worked with some projects relate to Human Trafficking in Vietnam and Cambodia
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I got my master degree in Sustainable Development in The United State and now, I would like to get
a doctor degree in Japan.
In Kagoshima, I’m a research student of The United Graduation School of Agricultural Sciences. I’m
in the course of sciences of Bioresearches Production from 2011-2013 and my major chair is Regional
and Global Resource Economics. My thesis is related to the value chain analysis of rice product in
Mekong Delta, Vietnam.
I hope that I not only get my doctoral degree but I also get and share experiences, knowledge and
others at Kagoshima University.

グ

ェ

ン

チ

ト ゥ イ

NGUYEN THI THUY（VIET NAM）
Title of Research: Effects of rural – urban temporary migration on farming
household income structure in the red river delta of Vietnam
Advisory Professor: Prof. Dr. IWAMOTO IZUMI(Kagoshima University)
First Vice Advisory Professor: Prof. Dr. Sakai Norio (Kagoshima University)
Second Vice Advisory Professor: Prof. Dr. Kobayashi Tsuneo (Saga University)
I work as a lecturer at Faculty of Accounting and Business management, Ha noi University of
Agriculture. I graduated master course about Agricultural Economic in Ha noi University of Agriculture
in 2009 with thesis title FARMER’S CONTRIBUTION ON PUBLIC FINANCE AT GRASSROOT
LEVEL: The case study of Kim Thanh District, Hai Duong Province, Vietnam. From this research result,
the paper lists out the recommendations for reduce contribution of farmer to local state budget, it printed
in junnal of science and development, Volt No 3-2009
I have done many works relate to economics such as: Project on teach job for farmer in Hai duong
Province in 2004, Project on Application of household Book-keeping model through the system of Rice of
American Oxfarm (2008 – 2009), Evaluation of Accounting system in Agriculture cooperatives at Thaibinh
province in Ha Noi University of Agriculture (2009), Modelling economic government at local level in Red
River Delta in Ha Noi University of Agriculture (2010-2011).
Now, I would like to research about effects of rural – urban temporary migration on farming
household income structure in the red river delta of Vietnam. Because, in Vietnam temporary migration
happens with high speed and there are many negative impacts to farming household.

ｻﾛﾒ ﾋﾞｽﾀｼｵ

ﾋ ﾞ ｽ ﾀ ｼ ｵ

トゥポゥ

ﾀ ｳ ﾌ ｧ

Salome Visitasio Tupou-Taufa (Tonga)
Title of Research: An Analytical Study of the Structures of the Supply and
Demand for Fresh Tuna in Japan.
Advisory Professor:SANO, Masaaki (Kagoshima University)
First Vice-Advisory Professor: TORII, Takashi (Kagoshima University)
Second Vice-Advisory Professor:IWAMOTO, Izumi (Kagoshima University)
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My name is Salome Visitasio Tupou-Taufa and I am from the lovely Kingdom of Tonga known as the
‘Friendly Island’. I first came to Japan in 2008 and entered the Master Program at the Faculty of
Fisheries as a Researcher in the field of Fisheries Economics. I am now a first year student at the
Doctoral Course of the United Graduate School of Agricultural Science in the Faculty of Fisheries,
Kagoshima University.
My field of research is in the Regional and Global Resource Economics with a focus on Fisheries
Economics. Japan is one of the major consumers of fisheries products, and tuna has been an important
item in the Japanese diet. Many decades ago, Japan was able to catch tuna from all over the world and
the world exported their tuna to Japan because Japan offered high prices for the tuna. However, in
recent years, tuna became popular in other developed countries such as the United States and European
countries due to the popularity of sushi restaurants. This popularity increases their demand for tuna
resulting in a decline in the total quantity of tuna exported to Japan. Strict international regulations also
limited the effort of the Japanese fishing vessels from catching as much tuna as they can.
In the Japan local markets for tuna, consumers are becoming more price sensitive, and high priced tuna
became more expensive for the consumers. Changes in consumers’ behavior such as preferring meat
over fish products due to its fishy smell greatly impacted the markets for tuna in Japan.
With the global changes to how tuna is supplied globally and locally, coupled with the changing consumer
demand, they both led to a major change in the structure of supply and demand for fresh tuna in Japan
and this is where my research will be focused. It will try to determine the current structures for the
supply and demand of fresh tuna, particularly yellowfin tuna and albacore tuna, in Japan. The
effectiveness of this structure will be analyzed to determine the weaknesses and strengths of this
structure. Discovering the effectiveness of this structure will enable the parties involved in the trade of
fresh tuna to adjust and improve. The findings from my planned research are aimed at improving the
pricing system for fresh tuna.
I look forward to another fun three more years in Japan. The people are really nice and friendly and they
have helped me adjust to the Japanese environment and their lifestyle. To my fellow researchers, I wish
them all the best in their respective studies and may God help us reach our goals.

はっとり ひろゆき

服部 浩之（日本）

研 究 題 目： 亜熱帯島嶼地域における森林管理シミュレーションモデル構築
に関する研究
主 指 導 教 員 ：仲間勇栄（琉球大学）
第一副指導教員： 井上章二（琉球大学）
第二副指導教員： 稲岡 司（佐賀大学）
皆様はじめまして今年度より鹿児島大学大学院 連合農学研究科 生物生産科学専攻地域・国際資源経済学連合
講座に所属致します服部浩之と申します。福岡県八女市の出身です。琉球大学の仲間勇栄先生の下で研究させ
て頂いております。
私の博士論文のテーマは亜熱帯島嶼地域における森林管理シミュレーションモデル構築に関する研究です。実
は私の修士論文は博士論文のテーマである森林政策・管理に関する研究ではなく、植物民俗学的な研究を行っ
て参りました。一見すると民俗学的研究と森林政策・管理の研究とは趣を異にしていますがそこには重大な繋
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がりがあります。それは“文化”です。従来の森林政策・管理に関する研究は生態学的なアプローチによる研
究が多く、文化的な要素を加味した研究は殆どみられませんでした。しかし、近年、生態的な情報に歴史的な
森林利用履歴などを加えた融合的なアプローチの研究が行われ始めています。私の博士論文では、貴重な文化
と自然を残す沖縄本島北部の森林地帯を対象に生態的、文化的な情報及び森林の歴史的利用を可視化するシミ
ュレーションモデルを構築し、それらを GIS(Geographic
Information System：地理情報システム)
を用いて統合管理することによって、亜熱帯島嶼地域に適した持続可能な森林資源利用と生物多様性保全のた
めの森林管理モデルの構築を行いたいと考えております。
最後になりましたが、皆様とはこれからお会いする機会が多々あると思います。どうぞよろしくお願い致しま
す。先ずは、一般セミナーで皆様とお会いできるのを心から楽しみにしております。

【応用生命科学専攻】
生物機能化学連合講座

ﾌﾞｯﾃﾞｨｶｰ ﾆﾛｰﾂ ﾍﾟﾙﾑﾌﾟﾘ ｱｰﾗｯﾁｹﾞ
Buddhika Niroshie Perumpuli Arachchige (Sri Lankan)
Title of Research : Studies on Thermotolerant Acetic Acid Bacteria from Sri Lanka
and Their Membrane-Bound Enzymes
Advisory Professor : Professor Hirohide Toyama (Ryukyu University)
First Vise-Advisory Professor : Dr. Shinjiro Tachibana (Ryukyu University)
Second Vise-Advisory Professor: Dr. Hisanori Tamaki (Kagoshima University)
I am Buddhika Perumpuli from Sri Lanka. I was born to a middle class educated family as the only child. I have got
married and now I am a mother of 5 years old son.
I have completed my primary studies at Sujatha Balika Maha Vidyalaya at Matara, Sri Lanka and joined to the
Faculty of Agriculture, University of Ruhuna at Sri Lanka for my basic degree. There I completed my BSc Agriculture
special degree with a First Class Honours pass and four gold medals. Soon after graduated, I was appointed as a temporary
demonstrator at the department of Agricultural Chemistry of the same university. On December 2004, I joined to the
department of Food Science and Technology as a probationary lecturer.
As I received the Monbukagakusho scholarship, I came to the University of the Ryukyus, Okinawa, Japan on
April, 2008 with my husband and son. During my first year in the Ryukyu university, I completed the Intensive Course on
Japanese. On April 2009, I started my Master thesis on ‘Studies on Tropical and Sub-tropical Acetic Acid Bacteria:
Screening, Analysis and Use in Simultaneous Vinegar Fermentation’ under the supervision of Professor Hirohide Toyama
and was graduated on 2011 March. As I am interested on completing a doctoral degree and got the chance to enter to the
United Graduate School of Agriculture at Kagoshima University, I started my doctoral course at University of the Ryukyus
under the supervision of Prof. Hirohide Toyama.
My utmost intend is to serve to my mother country in my fullest capacity after successful completion of the PhD
course.
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【応用生命科学専攻】
食品機能科学連合講座
ﾁ ｳ

ﾀ

ﾝ

ﾄ ｩ ｱ ﾝ

Trieu Thanh Tuan（ Vietnamese）
Title of Research: Study on gene expressisons during WSSV infection and water temperature stress of
shrimp, Penaeus monodon and effects of high water temperature on mortality, immune response
and viral replication of white spot syndrome virus infected Penaeus monodon, juveniles and adults
Advisory Professor:Takao Itakura (Kagoshima University)
First Vice-Advisory Professor: Yoshio Kaminisi (Kagoshima University)
Second Vice-Advisory Professor: Hirosuke Oku (RyuKyu University)
I am very happy to introduce myself here. I was born and rised in Ca Mau Province, one of the big sea-side
cities in my country, Viet Nam. Here, the local population mostly earns a living by catching aquatic
animals, culturing organic aquaculture, or doing some seafood industry-related jobs. My father is not
exception. He has cultured shrimps on his pond to support my family. Therefore, the sea and aquaculture
have always been an important part of my life.
I graduated Bachelor of Aquatic Animal Health Management and Master of Aquaculture at Can Tho
University, Viet Nam. I am currently a candidate for the Mekong 1000 scholarship project. It is a
government sponsored program whose aim is to develop a specialized Human Resources body able to
successfully contribute to the development of the Mekong Delta region. Now, I am studying PhD program in
Food Science and Nutrition at The United Graduate School of Agriculture, Kagoshima University with the
support of this scholarship. I decided to study in Japan because I thought that Japan is a very developed
country. I also wanted to know about Japanese culture, language and people.
I hope that I would complete my studies with the utmost success. This would allow me to better help the
people back home by creating sustainable livelihood opportunities thus improving living standards while
protecting our aquaculture resources.

ふなはし

あ き

舟橋 亞希(日本)

研究題目：魚類 CYP1 ファミリー遺伝子の誘導機構に関する研究
主 指 導 教 員： 板倉 隆夫(鹿児島大学)
第一副指導教員： 上西 由翁(鹿児島大学)
第二副指導教員： 屋 宏典(琉球大学)
みなさんはじめまして、鹿児島大学所属の舟橋亞希です。
私の研究テーマである CYP（シトクロム P450）とは、細菌から哺乳動物に至る広範囲の生物種に存在し、体内
に侵入した脂溶性物質を水溶性物質に代謝する際に関与する酵素群で、多くの分子種が巨大な遺伝子スーパー
ファミリーを形成しています。そのなかで、CYP1 ファミリーはダイオキシン類などにより遺伝子の発現が誘導
されます。この発現は転写因子である AhR（芳香族炭化水素受容体）を介して、調節領域上の異物応答因子(XRE)
配列に作用することで起きることが知られています。AhR は哺乳類には 1 種類しか存在しないのに対して、魚
類では 2 分子種以上存在することが明らかになっています。さらに、エストロジェン応答因子(ERE)様配列も
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CYP1 ファミリー遺伝子の発現に関与していることも示唆されていますが、これらの因子や配列が魚類 CYP1 フ
ァミリー遺伝子の誘導機構にどのように関与しているのかは明らかになっていません。博士課程では、魚類
CYP1 ファミリー遺伝子の誘導機構について明らかにするために研究を行っていきます。
今後ともよろしくお願いします。

あらかき

み か

新垣 美香（日本）

研究題目：沖縄県産ネギ類（Allium）の育種特性、香気成分および
機能性に関する研究
主指導教員：和田 浩二（琉球大学）
第一副指導教員：モハメド・アムザド・ホサイン（琉球大学）
第二副指導教員：藤田 修二（佐賀大学）
この度、社会人学生として入学することとなりました。大学生の頃だったのはかれこれ十数年前のことで、
働きながら再び学生になることは自分にとって大きな決断でした。ブランクが長い分、博士課程についていけ
るか・・・等々不安はまだまだありますが、一歩一歩進んでいこうと思います。
大学院では沖縄県内各地に存在するネギ類を用いて、生育測定や香気成分の測定を行っていく予定です。私
の勤務先は琉球大学附属施設で、そこで野菜類の栽培を行っていたこともあり、沖縄県に元々存在している野
菜を使って価値を見出すことはできないかと考えておりました。幸い県内各地に存在するネギ類（通称“島ネ
ギ”）はいくらか収集できたので、今後はその特徴を明らかにしつつ研究を行っていこうと思います。
色々と曲がり角を迎える年代に突入してしまいましたが、栄養を補給しつつ、先生方や職場の方、家族や友
人達に助けてもらいながら、楽しみつつ 3 年間を乗り切っていけたらと思います。

ヨ

ナ

タ

ン

アシキン

Yonathan Asikin (Indonesia)
Title of Research: Studies on Food Components and Functionalities of
Food Products in Okinawa Prefecture
Advisory Professor: Koji Wada (University of the Ryukyus)
First Vice-Advisory Professor: Kensaku Takara (University of the Ryukyus)
Second Vice-Advisory Professor: De-Xing Hou(Kagoshima University )
I am Yonathan Asikin, from Indonesia. I obtained bachelor degree in Food Technology in 2003 from Bogor
Agricultural University (Indonesia), then master degree in Food Science in 2008 from same university.
During my master degree study I attended Short Term Regular Program (STRP) in University of the
Ryukyus, from April 2007 to March 2008, and conducted a research in Laboratory of Food Chemistry with
Professor Koji Wada.
Based in University of the Ryukyus, I am studying food components and functionalities of food products in
Okinawa for my doctoral research. Okinawa Prefecture is known for the functionalities of its food
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products, which may provide additional health benefit beyond the basic nutrients it contains. Among a
number of available Okinawan food products, Shiikuwasha (Citrus depressa Hayata) - Okinawan citrus
fruits, and sugarcane (Saccharum officinarum L.) are the main intention of my research.
In this opportunity, I would like to express my profound gratitude to my supervisor, Professor Koji Wada
for accepting me as his student. Gratefully thanks to Dr. Kensaku Takara and Dr. De-Xing Hou as
advisory professors for their support in my research and study. I would like to thank Ministry of
Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan for the scholarship.
今からがんばります。

【応用生命科学専攻】
先端応用生命科学連合講座

ﾋﾟｭｰ ﾋﾟｭｰ

ｶ

ｲ

ｻﾞ-

Phyu Phyu Khine Zar (Myanmar)
Title of Research: Studies on Chemopreventive Effects of Biwa (Eriobotrya
japonica)Tea
Advisory Professor: De Xing Hou (Kagoshima University)
First Vice-Advisory Professor: Hashimoto Fumio (Kagoshima University)
Second Vice-Advisory Professor: Wada Kouji (Ryukyu University)
Mingalabar.
My name is Phyu Phyu Khine Zar. I am Myanmar. I graduated Bachelor of Veterinary Science (B.V.Sc) on
March, 2003 at University of Veterinary Science in Yezin, Myanmar and I worked as assistant researcher at
Livestock Breeding and Veterinary department (LBVD) of Myanmar since 2003. I graduated Master of
Veterinary Science (M.V.Sc) on 2006 in Myanmar. I studied effect of yeast on Escherichia coli colonization of
broiler chicken for master course of veterinary science. I received Monbukagakusho scholarship on 2007 and
attended Japanese language for 6 month and studied as research student for 6 month at Kagoshima
University. I continued to attend master course on 2008 at Kagoshima University and graduated Master degree
of Food Science and Biochemistry on 2010. I studied antioxidant and anti-inflammatory activities of Biwa
(Eriobotrya japonica) tea for master course. Fortunately, I passed doctoral entrance exam and received
Monbukagakusho scholarship extension. I will study with the title of studies on chemopreventive effects of Biwa
(Eriobotrya japonica) tea for doctoral course. Our department, LBVD from Myanmar needs more technicians. If
I will receive ph.D degree, I will go back to my motherland, Myanmar and share new techniques, experiences
and knowledge to our new bloods who are working in our department.
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つじ

ま き

辻 真喜（日本）

研究題目：植物における UDP-アラビノピラノースムターゼの役割
主指導教員：伊藤 進（琉球大学）
第一副指導教員：小西 照子（琉球大学）
第二副指導教員：鈴木 章弘（佐賀大学）

はじめまして。琉球大学に所属している辻真喜です。植物細胞壁合成に関わる酵素である UDP-アラビノピラ
ノースムターゼ（UAM）の植物における機能を明らかにするために、日々、研究に励んでいます。生まれも
育ちも沖縄で、学部も修士も琉球大学で卒業・修了しました。沖縄から出たことはありません。セミナーや学
会等の経験を通し、多くの方々と交流し、様々な事を吸収していきたいと思っています。よろしくお願いしま
す。

【農水圏資源環境科学専攻】
生物環境保全科学連合講座
ふりはた

降幡

しゅんすけ

駿 介（日本）

研 究 題 目：宿主ショウジョウバエに対する
寄生蜂 Asobara japonica の寄生戦略分子機構
主 指 導 教 員：早川 洋一（佐賀大学）
第一副指導教員：野間口 眞太郎（佐賀大学）
第二副指導教員：杉元 康志（鹿児島大学）
私は寄生蜂の研究をしています．寄生蜂とは，他種昆虫に産卵し，孵化した幼虫がそこから栄養を吸収して
成長するハチの総称．宿主を生きながらにして喰らうその残忍さに，かのチャールズ・ダーウィンは「慈悲深
き万能の神が故意に創造されたなどとは到底納得できない」と述べて忌み嫌ったといいます．ですがその生態
は多種多様，特殊な生活史を営むがゆえの驚きに満ちており，古今東西数多くの研究者を惹きつけてきました．
私が研究対象とする Asobara japonica は，そうした寄生蜂の中でもひときわ異彩を放っています．本種が
寄生の際に注入する毒液には，宿主であるショウジョウバエの幼虫を 1 日以内に確実に死に至らしめる，強力
な殺虫タンパクが含まれているのです．「ハチ毒なんだからそりゃ死ぬこともあるでしょ」と思ったあなた，
ちょっと待った．A. japonica は寄生蜂．幼虫にとっての唯一の栄養源である宿主を，十分に成長するまで生か
して利用しなければなりません（だから残忍などと言われる）．本種の場合，その期間は 4〜5 日．1 日もしな
いうちに殺してしまっては元も子もないのです．では，本種はいったいどうやって子孫を残しているのでしょ
う．
実はこのハチ，卵巣中の卵を取り巻く液体に，毒液による宿主の死を防ぐタンパクを持っています．卵とと
もにこのタンパクが注入されることで宿主は毒液による死を免れ，ハチの幼虫は無事に成長できるというわけ
です．実にうまくできたものです．とはいえ，なぜ本種はこのような回りくどいやり方を取るのでしょうか．
この謎を解き明かしたい．それが博士課程における私の研究目標です．その第一歩として目下，毒液中の殺虫
タンパクの単離・同定に取り組んでいるところです．
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むかい

ひろみ

向井 裕美 （日本）

研究題目：亜社会性ツチカメムシ類における孵化コミュニケーションシステムとその進化プロセス
主指導教員

：野間口 眞太郎 教授 （佐賀大学）

第一副指導教員 ：早川 洋一 教授

（佐賀大学）

第二副指導教員 ：辻 瑞樹 教授

（琉球大学）

脊椎動物に比べ極めて少ない神経細胞による情報処理系しか持たない昆虫が見せる，哺乳類や鳥類に勝るとも劣らない
巧みな保育行動に，私たちは魅了され，驚嘆するばかりである。動物たちの保育行動は，親子間の情報のやり取り―コミ
ュニケーション―に深く関与し，規定されている。つまり，コミュニケーションの在り方を知ることは，動物たちがどの
ようにして社会構造を成り立たせているのかを理解することに繋がるといえる。
雌親が卵塊を保護し，孵化に随伴するフタボシツチカメムシという虫では，孵化の瞬間に雌親が断続的な振動を繰り返
し卵塊に与える，興味深い現象が観察される。雌親により振動が与えられた卵塊では，極めて同調的な孵化が誘導される。
すなわち，このとき雌親の振動は，子の同調孵化を誘導するためのシグナルとして機能しており，本種では，孵化の瞬間
において緻密な親-胚間のコミュニケーションが存在すると予想される。なぜ，このような特異なシステムとシグナルが利
用されているのか。どのようなプロセスでこのようなコミュニケーション系が進化したのか。私は，無脊椎動物において
これまでほとんど注目されてこなかった親と胚の相互作用に着目し，全く新しいコミュニケーション系を解明したい。そ
して，フタボシツチカメムシの振動シグナルを利用した親-胚間コミュニケーション系がどのようなプロセスで進化したの
かを明らかにすることで，動物の社会の在り方を強く規定しているコミュニケーションシステムの進化様式を解明し，動
物の社会構造の在り方を理解したいと考えている。

おおいし

けい た

大石 圭太 （日本）
研 究 題 目：野ネズミの個体群動態特性と堅果運搬能力の評価
主 指 導 教 員：曽根 晃一
（鹿児島大学）
第一副指導教員：畑 邦彦
（鹿児島大学）
第二副指導教員：野間口 眞太郎 （佐賀大学）
はじめまして。農水圏資源環境科学専攻の大石圭太です。森林保護学研究室の曽根晃一教授のもとで森林性
野ネズミのアカネズミとヒメネズミの研究をしております。
アカネズミとヒメネズミは、冬の餌不足に備えて、秋に落下したドングリを別の場所に運んで隠す「貯食行
動」が発達しています。貯食されたドングリが、何らかの理由で回収されずに、発芽・定着した場合には、広
葉樹の分布拡大につながります。そのため、これらの種は、種子捕食者であると同時に、種子散布者としての
役割が期待されています。私の研究は、アカネズミとヒメネズミの個体群動態や行動圏、社会性などの特性を
明らかにし、そのうえで、種子散布者としての役割を評価していこうというものです。
研究対象が森林性野ネズミということもあり、調査の大半が山の中です。行動圏の調査では、ネズミに発信
機を装着して追跡するのですが、夜行性ということもあり、昼夜逆転の生活で、一晩中、山の中を歩き回らな
ければなりません。それが 1 週間毎晩です。かなり体力勝負の研究で、大変な面もありますが、大好きな森林
の中に入って、大好きな動物を追いかけることができ、性に合った楽しい研究ができていると感じています。
セミナーなどでお会いできるのを楽しみにしております。気軽に声をかけていただけると嬉しいです。3 年
間よろしくお願いします。
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Shiori OKUDA (Japan)
Title of Research: Analyses of mechanism on the mediations of two insect-transmissible plant viruses (Cucurbit chlorotic
yellow virus and Chrysanthemum stem necrosis virus)
Advisory Professor: Hisashi IWAI (Kagoshima University)
First Vice-Advisory Professor: Katsuo TSUDA (Kagoshima University)
Second Vice-Advisory Professor: Kazusato OHSHIMA (Saga University)
Hello! My name is Shiori Okeda.
“What do you do?” is a slight tricky question for me. Because I am a homemaker, mother (I have a 8 year-old son.),
temporally part time worker in agricultural institution, and I became a STUDENT in this spring. Of course, all roles are
impartially important for me. However, being a student will take top priority in three years. I have to do my best.
“What’s your major?” is a little tricky question for me, too. I ‘ve majored Entomological Ecology in this University before.
But now, I research plant virus disease about some vegetables and flowers. However, Plant virus diseases are not irrelevant
to insects. Many plant virus diseases are transmitted by insects. Their controls are very important things for agriculture,
especially, Kyusyu region.
If you see me in some lectures, please speak to me without reserve! Thank you!

にし やつか

西 八束（日本）
研究題目：鹿児島県におけるジャガイモそうか病の原因菌と防除に関する研究
主指導教員：岩 井 久（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：大島 一里（佐賀大学）
私は、現在、鹿児島県農業開発センター病理昆虫研究室に勤務しています。日頃は農作物の病害診断や野菜
の病害の生態・防除法の研究を通して、本県農業の生産技術開発に取り組んでいます。今後、鹿児島大学連
合大学院では、本県の重要作物であるジャガイモの生産上で一番問題になっているそうか病についてより一
層の研究推進を図り、ジャガイモの安定生産に貢献したいと考えています。今年、二十数年ぶりに大学生と
なりましたが、まわりを見渡すと前途有望な若い方々ばかりで、やや気恥ずかしく感じます。しかし、社会
人で大学に入学した今の新鮮な感覚を維持し、再度、初心にもどり研究に励みたいと思います。今期本専攻
の入学者の中では、間違いなく最年長だと思いますが、キャンパス内で見かけましたら気軽にお声をかけて
ください。おそらく、生協食堂あたりで、みそラーメンなど食べてると思います（月 1〜2 回）。先生方を
はじめ、学生係の方、学生の方など多くの大学関係者の方には、色々とお世話になると思いますが、よろし
くお願いします。
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【農水圏資源環境科学専攻】
地域資源環境工学連合講座
たがわ

けん た

田川 堅太（日本）
研究題目：植生のある圃場における水分・塩分の計測および移動解析に関する研究
主指導教員：長 裕幸（佐賀大学）
第一副指導教員：近藤 文義（佐賀大学）
第二副指導教員：籾井 和朗（鹿児島大学）
はじめまして，こんにちは。このたび連合農学研究科に進学しました，田川堅太と申します。学部時代から
数えて佐賀在住がとうとう 7 年目に突入しました。ですが未だに佐賀の有名処に行ったことがありません。出
不精でいやになります…（苦笑）。が，他大学でのセミナーなどは意外と楽しみにしているので，皆々様，ど
うぞよろしくお願いします。
私の研究テーマは，上記の通りですが，現在研究の対象としているのは，中国の大河，黄河中流の農地の土
壌中の物質移動についてです。この農地は乾燥気候帯に属し，乾燥地の灌漑農地に多く見られる問題である，
表層土壌の塩類集積が周辺の一部の圃場で生じており，作物生育に影響を与えています。その予防・改良法を
探るために土壌中の塩類の動きを明らかにするのがこの研究で，
学部時代から取り組んできた内容であるので，
思い入れが深い…のですが，まだまだ浅学の身ですので，わからないことだらけ，思わず失笑を買ってしまう
ようなことも多々ありますが，なんとか形にしたいと考えています。
最後に，この 3 年間で自分の，独断専行なところはぜひ改善したいと考えています。この性格のせいで，諸
先生方にも多大な迷惑をかけておりまして…（汗）。ですから，きちんと周囲に意見を求め，自身の至らない
ところをしっかりと直視できる，そのような姿勢でこれからの研究生活に臨みたいと考えています。ですので，
もし機会がございましたら，遠慮なく問題点を指摘していただき，また，ご助言いただけたらと思います。重
ねてよろしくお願い申し上げます。

【農水圏資源環境科学専攻】
水産資源環境科学連合講座
いとう

かずき

伊藤 一輝（日本）
研究題目
：石油由来成分の魚類初期発生に及ぼす影響
主指導教員
：小山 次朗（鹿水）
第一副指導教員：宇野 誠一（鹿水）
第二副指導教員：板倉 隆夫（鹿水）
石油には様々な化学物質が含まれていますが、その中には多環芳香族炭化水素類（PAHs）及びアルキル化
多環芳香族炭化水素類（alkPAHs）といった物質が存在しています。PAHs 及び alkPAHs は生物に対する毒
性があり、環境中に長く残留するという特徴をもっているため、流出事故の後の水生生物、とりわけ感受性の
高い魚卵などへ影響を及ぼす可能性があります。環境中の魚卵に対する影響は PAHs 及び alkPAHs の両方に
よる複合影響と想定されることから、私の研究では石油由来成分である PAHs 及び alkPAHs の複合影響を明
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らかにすることを目的としています。
今後、セミナーなどでお会いする機会があると思いますが、石油といったら伊藤！となるように日々精進し
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

か も

加茂

たかし

崇

(日本)

研究題目：砂浜生態系での栄養塩収支モデル -POM と地下水起源栄養塩の定量的評価主指導教員：西 隆一郎（鹿児島大学）
第一副指導教員：大富 潤（鹿児島大学）
第二副指導教員：重廣 律男（鹿児島大学）
はじめまして。このたび，鹿児島大学連合農学研究科に入学しました加茂崇と申します。学部・修士課程は山
口県下関市にある水産大学校で学びました。私の博士課程での研究テーマは，「砂浜生態系での栄養塩収支モ
デル -POM と地下水起源栄養塩の定量的評価-」です。砂浜海岸は多様な水産生物の生息場であることが徐々に
明らかにされつつあります。そのため，砂浜環境の保全および水産生物資源の維持のためにも，砂浜生態系に
関する基礎的知見を蓄積し，
水産学および環境工学上の応用技術に進展させていく必要があると考えられます。
そこで私の研究では，鹿児島県の吹上浜海岸において，（ⅰ）砂浜海岸の栄養塩供給において重要とされる砂
浜地下水の特性を明らかにすること，（Ⅱ）沿岸域で生産された粒状有機物質の砂浜への集積過程を明らかに
することを目的としています。そして，（ⅰ），（Ⅱ）の知見に基づいて砂浜生態系における物質循環を総合
的に検討していきたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。

ソ

ミ

ャ

リ

ン

SAW MYA LINN (MYANMAR)
Title of Research: Effect of Nutrition on growth performance and health in Aquatic
animals using recirculating system
Advisory Professor: Manabu Ishikawa (Kagoshima University)
First Advisory Professor: Shunsuke Koshio (Kagoshima University)
Second Advisory Professor: Shusaku Kadowaki (Kagoshima University)
It is a good opportunity for me to introduce myself in the Newsletter. My name is SAW MYA
LINN, I came from Myanmar. I had completed my B.Sc(Hons.) from the Dagon University in 2000. I
obtained my M.Sc; Degree in Zoology from the same University in 2002. After graduation of my master
degree majoring in Zoology, I joined the department of Fisheries as a Deputy Assistant Fishery Officer in
2002 and got promotion to Assistant Fishery Officer in 2004.
I was supported by Monbukagakusho Scholarship from Japanese Government as a research
student and Master student at Faculty of Fisheries, Kagoshima University from 2008. In 2011, I obtained
my second Master degree from the Faculty of Fisheries, Kagoshima University. Fortunately, I was
granted by Monbukagakusho Scholarship to continue Ph.D course at Faculty of Fisheries, Kagoshima
University. My doctoral research focus on Effect of Nutrition on growth performance and health in
Aquatic animals using recirculating system, under the supervision of Prof. Dr. Manabu Ishikawa, Faculty
of Fisheries, Kagoshima University, Japan. At the moment, Fish nutrition has advanced dramatically in
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recent years with the development of new, balanced commercial diets that promote optimal fish growth
and health. But, there has been very limited information on nutrient requirements of aquatic animals
cultured under the RAS. Therefore, high quality aquafeeds are needed for aquatic animals cultured under
the recirculating system. The aims of my research, therefore, are to determine the requirements of
important nutrients for aquatic animals concerning future development of aquafeeds for RAS.

ニ ア ン

モ

ハ

メ

ド

オ

マ

ー

Niang Mohamed Oumar (Mauritania)
Title of Research: Characterization of Mycobacterium species from cultured fishes
and bio-control by bacteriophages.
Advisory Professor: Atsushi YAMAMOTO (Kagoshima University)
First Vice-Advisory Professor: Shunsuke KOSHIO (Kagoshima University)
Second Vice-Advisory Professor: Takeshi YOSHIKAWA (Kagoshima University)
Hajimemashite!!! My name is Niang Mohamed Oumar. I am from Mauritania a country located in West
Africa. Mauritania is a land of hospitality characterized by a wide desert (Sahara) and a long coastline. In
Japan, 60% of the octopus is imported from Mauritania. As many foreigners, I faced same problems
including culture, language, food etc. Now I am used the Japanese lifestyle and realized that I will not
meet Samurais in Japan!!!
This March, 2011, I just received my Master’s degree in Aquaculture, Major in Fish Pathology from
Kagoshima University. Before coming to Japan I obtained M.Sc in Biology from Nouakchott University in
Mauritania and another M.Sc in Fisheries from Cheikh Anta Diop University in Dakar (Senegal). I was
granted a Japanese government scholarship (Monbukagakusho) in April 2008 to study M.Sc. in the
Graduate School of Fisheries, Kagoshima University, under the kind supervision of Professor Atsushi
YAMAMOTO. My Master research focused on the diagnosis of fish bacterial pathogens using DNA
microarrays.
In my doctoral study, I will research about isolation of biofilm and bio-control of Mycobacterium spp. a
very pathogenic agent causing high mortalities in cultured fish
Finally, I would like to give special thanks to Prof. Atsushi YAMAMOTO for accepting me as his PhD
student, and to my vice-supervisors Prof. Shunsuke KOSHIO, Dr. Takeshi YOSHIKAWA for their
assistance. Now, the journey as a PhD student has just begun. I hope my research will be finished on
three years and sincerely hope that results will contribute to my country development.
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シャロン

ヌ ナ ル

Sharon Nuñal (Filipino)
Title of Research: Laboratory scale bioremediation of oil-contaminated soil:
bacterial community dynamics and hydrocarbon-degradation kinetics
Advisory Professor: Tadahide Noro (鹿児島大学)
First Vice-Advisory Professor: Jiro Koyama (鹿児島大学)
Second Vice-Advisory Professor: Takeshi Yoshikawa (鹿児島大学)

Coming to a new place means meeting a lot of new people and introducing one’s self for quite a
number of times. Being somebody ‘new’ to Kagoshima University, allow me to say a few things about
myself. My name is Sharon Nuñal. I came from a small province in the central part of the Philippines
named Iloilo, where people pride themselves in being called Ilonggos. In that same place, I have received
the best possible undergraduate education in Fisheries in the Philippines from the country’s state
university, University of the Philippines (UP). It was also in UP where I landed my first job as a Research
Associate, a few months after my graduation. My job got me involved in a wide range of research areas
which include digestive physiology of crabs, shrimp immunology, microbial phytases and oil spill
bioremediation. Such work experiences have equipped me with necessary skills in doing research that
when the opportunity for me to do graduate studies in Japan came I know that I was ready. With high
hopes and expectations, I left the comforts of home to live on my own and study in a country where
everything seemed to be all unfamiliar. It was daunting at first but eventually things got easier as I met
new friends, learned something about Japanese culture and managed to speak even just a little Nihongo.
I spent a year as a Research Student and another 2 years for my Masters degree in Mie
University. I belonged to the laboratory called Marine Microbiology which I think was favorable for me
because among the many studies that I have done in the past, I was more drawn into researches involving
microbiology. I was particularly interested in studies concerning the environment which are the core
research theme of our lab. I find these studies very relevant as environmental issues are increasing day by
day all over the world. Man’s search for security and comfort has resulted to an alarming level of
environmental pollution. Thus for my Master’s thesis, I chose the study on cleaning up oil-contamination
in the environment by using oil-degrading bacteria. Results were promising, that is why I wish to do a
more in-depth study of the same topic for my PhD. It is my hope that through my research I can do my
share in making this earth livable for the future generation.
Three years and counting, I look forward to all the things that I have to learn in Japan – things
that I think I should know and things that I may never even thought of getting to know.
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NURUL NADIA MOHD YUSOFF （Malaysia）
研究題目

：魚類による内分泌撹乱化学物質の食物連鎖経由生物濃縮と
その影響に関する研究
主指導教員
：小山 次朗（鹿児島大学）
第一副指導教員：板倉 隆夫（鹿児島大学）
第二副指導教員：宇野 誠一（鹿児島大学）
Japanese proverb said “Vision without action is a daydream and action without vision is a nightmare”.
Thus, with a vision to deepen my intrinsic curiosity of ecotoxicology, I decided to pursue my PhD in
Kagoshima University. With the God bless, my request was granted when Koyama Jiro Sensei said yes
to my application. I have planned to experienced new things that will help me open up my mind and take
a new challenge which is far from daily custom in my home country, Malaysia.
I feel very lucky to be in Kagoshima prefecture because of the warm weather and friendly people. I also
blessed with friends (country mates and lab cliques of Fisheries) who always not hesitate to help me
especially for the official matters because of the “nihonggo” obstacles. In addition, the United Graduate
School of Agriculture personnel of Kagoshima University always entertain me with a sincere smile even
when I cannot speak Japanese language. They always smiling and try their best to help me. Thanks for
being so nice and helpful. I will make sure that “nihonggo” will not be a flaw for me to enjoy all the times I
have been here, and it even gives me more determination to learn a new language.
Unfortunately, the year of 2011 is a “mourning year” for most of Japanese due to tsunami disaster and
followed by the nuclear radiation. But, I am proud with Japanese peoples who accept the fate
wholeheartedly and remain discipline to follow the rules. I always prayed that their suffering will end
shortly so that they can rise up again. Besides, I am impressed to see how well mannered “nihongjin” is
and they even use the honorifics to address other people. But, what I like the most is the efficient services
(i.e. post office, convenient store, immigration office, City Hall office) here which I rarely found in my own
place and well done for that.
Of course, I will study hard to achieve my main goal but there will be a lot of things that I probably never
expected to find in this place. Being together with other international friends, I have so much to learn
among different cultures and hopefully we can share some valuable thoughts. Thus, I am open for all new
things which I never thought of before coming to Kagoshima University and hoping to have the bitter
sweet memories here. “Ganbarre” to all new students and let do what we do best.

バ コ ロ ド

ユ

ジ

ン

タ ン

Bacolod Eugene Tan (Philippines)
Title of Research :Nitroarene Pollution in Coastal Environment
and their Risks on Aquatic Organisms
Advisory Professor : Jiro Koyama (Kagoshima University)
Vice-Advisory Professor: Takao Itakura (Kagoshima University)

Vice-Advisory Professor: Seiichi Uno (Kagoshima University)
Hello! I am Eugene (ユジン) from Cebu, Philippines. I have been in Kagoshima since April 2008.
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At first I joined the Faculty of Fisheries, Kagoshima University as a research student and finished Master
of Science in Fisheries from the same university. My previous study involves accumulation and toxicity of
nitroarenes in fish. Nitroarenes are known to be carcinogenic and mutagenic. These substances are
formed during combustion of petroleum products, in vehicle and industrial emissions. My current research
is on nitroarene pollution in coastal environment and their risk to aquatic organisms.
In the Philippines, I used to teach in universities and involved in academic and non-academic
organizations.
Other than university life, my favorite past-times are exploring Japan through photography.
Other favorite includes cooking, trekking, and travel. In Japan, I already visited Yakushima, Kyoto, Nara
and Hiroshima. Among the Japanese food, I like ramen, okonomiyaki and sushi. Hope to share Filipino
culture to Japanese and other foreign residents. Mabuhay!

やまざきまさとし

山 﨑 雅 俊 （日本）

研究題目：ギンブナの Edwardsiella tarda 感染防御機構に関する研究
主指導教員：山本淳（鹿児島大学）
第一副指導教員：小塩俊介（鹿児島大学）
第二副指導教員：小山次朗（鹿児島大学）
みなさん。突然ですが、免疫ってご存知ですか？免疫というのは病気から体を守る仕組みのことです。この
病原体漂うこの世界で我々がごく普通に生活できるのはこの免疫機構が私たちの体の中に備わっているからな
のです。実は魚も病気になります。そして我々の体と同じく病気から体を守る仕組みが備わっています。私は
その体を守る仕組み魚バージョンについて研究しています。なお、研究の話はここで終わりです。
研究についてはおそらくこれから行われる予定の様々なシンポジウムでその『魅力』を紹介していきたいと
思っているので、今回は私が普段どんな生活を送っているのかを『笑い』を交えながら紹介していきたいと思
います。私は今、実験と研究が楽しくてしょうがありません。あまりに熱中しすぎて学部・研究科の人には『彼
は研究室に住んでいる』という噂が流れています。実はその噂はあながち間違いではなく、今年度はじめのひ
と月は学校に寝泊まり状態でした。家に帰るのは基本的に 2 日に一度（2 泊 3 日）、1〜2 時間程度のシャワー
タイムのみ。ここで『汚い』と思った方々。それだけ今、充実しているのです（現在は多少帰宅を心がけてい
ます）。私が博士課程に進学した理由はズバリ『研究が好きだから』です。小学生の感想文みたいですがこの
一言に尽きます。
さらに私がこれから研究以外にやっていきたいと考えていることがあります。それは学生の手（教員の手助
け有り）で“水産学部”をもっと盛り上げていくことです。詳しい手立ては現在検討中ですが、学部生がもっ
と研究に近く、もっと自分の学部に誇りを持ってくれるような構造を学生の視点に立って作っていきたいと思
っています。
最後になりますが、これから博士課程修了まで先生や総務係の方々にご迷惑をおかけすることもあると思い
ますが（実際すでに総務係の方にはご迷惑を…）、これからよろしくお願いします。
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◇学生の研究活動
2010 年度在学生の学会等発表
生物生産科学専攻（植物生産学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：玉城 盛俊
*Tarora, K., M. Tamaki, A. Shudo, N. Urasaki, H. Matsumura and S. Adaniya：Carica papaya heat
stress transcription factor, CphsfB1, a constituent of a gene cluster candidate for controlling seed
germination Plant Cell, Tissue and Organ Culture．102:69‐77 2010
*Moritoshi Tamaki, Naoya Urasaki, Ichiro Nakamura, Keiji Motomura, Shinichi Adaniya ：
Shortening the breeding cycle of papaya (Carica papaya L.) by culturing embryos treated with
ethrel. Plant Cell Tiss Organ Cult. in press
*Moritoshi Tamaki, Naoya Urasaki, Yoshinobu Sunakawa, Keiji Motomura, Shinichi Adaniya.：
Seasonal Variations in Pollen Germination Ability, Reproductive Tunction of Pistils, and Seeds and
Fruit Yield in Papaya (Carica papaya L.) in Okinawa. J. Japan. Soc. Hort. Sci. in press

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）

生物生産科学専攻（動物生産学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名： 渡部 泰希
*Watanabe Y, Iwai S, Ono Y, Hiradate S, Fujii Y and Komai F,：Development of an in vitro
system for the evaluation of allelopathic activities of asparagus calluses. Journal of the japanese
Society for Horticultural Science 80(1), 82-88 2011.1
*Watanabe Y, Kuchi-ishi N, Nakashima T, Iwai S, Ono Y, Hiradate S, Fujii Y and Komai F,：
Assessment of allelopathic activities in female and male individuals of asparagus seedlings and
regenerants. Journal of the japanese Society for Horticultural Science in press
学生氏名：ｼﾞｮｰｼﾞ ﾑｻﾘﾔ
George Msalya1*, Takeshi Shimogiri2, Shotaro Ohno2, Shin Okamoto2, Kotaro Kawabe3, Mitsuru
Minezawa4 and Yoshizane Maeda2：Evaluation of PRNP expression based on genotypes and alleles
of two indel loci in the medulla oblongata of Japanese Black and Japanese Brown cattle. PLoS
ONE in press

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：渡部 泰希
＊
渡部泰希、平舘俊太郎、藤井義晴、駒井史訓：アスパラガスの無菌浸出液中の塩類がアスパラガス実
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生の生育に及ぼす影響

園芸学会九州支部会 2010.8.19-20 日本/長崎（口頭発表）

＊

渡部泰希、平舘俊太郎、藤井義晴、駒井史訓：各種有機酸またはアスパラガスの無菌浸出液中の糖質
がレタス種子の生育に及ぼす影響
園芸学会 2010.9.19-20 日本/大分（ポスター発表）
＊

渡部泰希、平舘俊太郎、藤井義晴、駒井史訓：アスパラガス酸がレタス及びアスパラガス種子の発芽
と生育に及ぼす影響 園芸学会 2011.3.20-3.21 日本/栃木（ポスター発表）
学生氏名：学生氏名：ｼﾞｮｰｼﾞ ﾑｻﾘﾔ
*George Msalya, Takeshi Shimogiri, Ohno Shotaro, Shin Okamoto, Kotaro Kawabe, Mitsuru
Minezawa, Yoshizane Maeda：Haplotypes, genotypes and diplotypes of two non-coding indel sites
influences the expression of PRNP in Japanese Black and Japanese Brown cattle
ISAG:
INTERNATIONAL SOCIETY FOR ANIMAL GENETICS 2010.7.26-30 イギリス/ エジンバラ
（ポスター発表）

生物生産科学専攻（農林資源・経営学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：ｳｨﾗﾑ ｼﾞｮﾊﾝ ﾌﾚｯﾄﾞﾘｯｸ ｱﾙﾌｧ ﾄｳﾝﾌﾟｧﾝ
*Willem Johan Fredrik Alfa Tumbuan and Yoshiharu Shiratake：Sustainability and Adventages of
Old Pasar for Local People Under International Free Competition: Case study of old pasars
establish 300 years ago in Manado and Pekanbaru cities, Indonesia city, Indonesia. The Journal
of Japan Society for Distributive Sciences (JSDS) No. 26 2010. 7
*Willem Johan Fredrik Alfa Tumbuan and Yoshiharu Shiratake：Significance and Developing
Conditions of Pasar for the Local Inhabitants: Case study of an old pasar establish 300 years ago
in Manado city, Indonesia. Japanese Journal of Food, Agricultural and Resource Economics Vol.
61, No. 1 2010. 8
学生氏名：ﾊﾌｨｻﾞ ｱｸﾀｰ
Hafeza Akther ： Characteristics of Groundwater Quality in Deep-Seated Landslide Sites Of
Southern Kyushu. Journal of Rainwater Catchment System Vol.16/ pp. 9-12, 2010
Hafeza Akther ： Geomorphological features and prediction of potential sites for deep-seated
landslides on Wanituska Mountain, Miyazaki Prefecture, ,Japan. Journal of Japan Society of
Erosion Control Engineering Vol.63/ pp.14-21, 2011

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：来間 玄次
仲間勇栄・井上章二・陳碧霞：さんご石灰岩地帯におけるドリーネの浸透排水の解析
システム学会 2010.11.5-6 日本/岐阜（口頭発表）
学生氏名：ﾎｯｸ ﾓﾊﾒﾄﾞ ﾓﾝｼﾞｭｰﾙ
ﾎｯｸ ﾓﾊﾒﾄﾞ ﾓﾝｼﾞｭｰﾙ：Impact of importing powder milk on Bangladesh dairy sector
Gakkai
2011.2 日本/東京（口頭発表）
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日本雨水資源化

Nihon Ryutsu

生物生産科学専攻（熱帯資源生物学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：李 潤雨
Lee Y-W, and Hideyuki K, and Yamamoto N, and Sugimoto Y, and Nishiwaki A：韓国における牛肉
の消費者意向および購買行動に関するアンケート調査 日本畜産学会報 82（1）．45−52 2011.2
Lee Y-W, and Yamamoto N, and Sugimoto Y, and Nishiwaki A, Hideyuki K：韓国の肉用牛経営に
おける糞尿処理・利用の実態と課題 日本暖地畜産学会報 発行予定
学生氏名：早川 啓亮
Keisuke Hayakawa* ,Sakae Agarie：Physiological Roles of Betacyanin in a Halophyte, Suaeda
japonica Makino. Plant Production Science 2006 年 9 月 13(.4）, 351-359
学生氏名：ﾑﾄｩｸ ｼﾞｮｼｱ ﾑｾﾝﾋﾞ
*Mutuku M. and Nose A.：Rhizoctonia solani infection in two rice lines increases mRNA expression
of metabolic enzyme genes in glycolytic, oxidative pentose phosphate pathways and secondary
metabolism.
Japan Journal of Tropical Agriculture and Development 54 (4), 119-131
2010. 12
学生氏名：稲福 さゆり
寺本(稲福)さゆり*・山本雅史・金城秀安・北島 宣・和田浩二・川満芳信：沖縄本島北部のカンキツ遺伝資源お
よびそのポリメトキシフラボン含量 園芸学研究 9(3): 263-271 2010.7
Sayuri Inafuku-Teramoto*, Yoshinobu Kawamitsu：Effects of Different Extraction Methods on
Aromatic Composition of Essential Oils of Citrus keraji hort. ex Tanaka ‘Kabuchii’. Tropical
Agriculture and Development 54(1): 25-32 2010.4
Sayuri Inafuku-Teramoto*, Ryuichi Suwa, Yasunori Fukuzawa, Yoshinobu Kawamitsu ：
Polymethoxyflavones, synephrine and volatile constitution of peels of citrus grown in Okinawa.
Horticultural Science 発行予定
寺本（稲福）さゆり*・住 秀和・金城秀安・川満芳信：沖縄本島におけるシークヮーサー遺伝資源；クガニー類
(Citrus depressa Hayata) の機能性成分 沖縄農業 44(1): 73-81 2010.8

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：稲福 さゆり
寺本(稲福)さゆり＊・諏訪竜一・川満芳信：沖縄在来カンキツ類のフィトケミカル成分 沖縄農業研究会
2010.08.06 日本/沖縄（口頭発表）
Sayuri Inafuku-Teramoto*, Masashi Yamamoto and Yoshinobu Kawamitsu：New Aromatic Citrus
Resrouces in the Ryukyu Islands 国際園芸学会 2010.08.25-27. ポルトガル/リスボン （ポスター発表）
寺本(稲福)さゆり＊・川満芳信・山本雅史：奄美諸島在来カンキツ遺伝資源の香気成分 日本熱帯農業学会
2010.10.09 日本/沖縄 （口頭発表）
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生物資源利用科学専攻（応用生物化学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：久留 ひろみ
＊久留 ひろみ、玉置 尚徳、和田
105(11),741-748 2010,11
＊久留 ひろみ、吉崎 由美子、玉置
醸造学会誌 106(3),157-163 2011,3

浩二、伊藤

尚徳、和田

清：奄美大島の伝統飲料「ミキ」中の乳酸菌

浩二、伊藤

清：酒類としてのミキの製造

日本

学生氏名：山口 類
*Yamaguchi R, Tokunaga H, Ishibashi M, Arakawa T, Tokunaga M. ： Salt-dependent
thermo-reversible α-amylase: cloning and characterization of halophilic α-amylase from moderately
halophilic bacterium, Kocuria varians. Applied Microbiology and Biotechnology 89(3):673-84
2010. 9
学生氏名：岡部 貴史
*Takafumi Okabe, Takayoshi Toda, Natthanan Nukitrangsan, Masashi Inafuku, Hironori Iwasaki
and Hirosuke Oku：Peucedanum japonicum Thunb Inhibits High-fat Diet Induced Obesity in Mice.
PHYTOTHERAPY RESEARCH DOI: 10.1002/ptr.3355
学生氏名：ｴﾙ ﾊﾞｯｼ ﾚｲﾗ
El-Bassi, H. Iwasaki, H. Oku, N. Shinzato, T. Matsui ： Biotransformation of benzothiazole
derivatives by the Pseudomonas putida strain HKT554. Chemosphere 81, 109-113 2010.08

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：泉 秀作
＊泉秀作、栗田真衣、 安部淳一：大腸菌由来、1,5-Anhydro-D-fructose 還元酵素の精製と諸性質
本生物工学会 第 17 回九州支部大会 2010.12.3-4 日本/沖縄（口頭発表）

日

学生氏名：ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾌﾞﾙ ｶｼﾑ ﾀﾝ
*Md. Abul Kashem Tang, Motoshima, H. aned Watanabe, K.：ANS fluorescence studies on stability
and substrate-induced conformational changes of the psychrotrophic and mesophilic acetate
kinases. OzBio-2010
2010.9.26-10.1 オーストラリア/メルボルン（ポスター発表）
学生氏名：久留 ひろみ
＊久留 ひろみ、吉崎 由美子、玉置 尚徳、和田
醸造学会大会 2010.9.14 日本/東京（口頭発表）

浩二、伊藤

清：酒類としてのミキの製造

日本

学生氏名：山口 類
○山口類 1 石橋松二郎 1 徳永廣子 1 荒川力 2 徳永正雄 1(1 鹿大農 2Alｌiance Protein Laboratory) ：中度好塩菌
Kocuria varians 由来 α-amylase の精製及び cloning
日本農芸化学会西日本支部大会（第 284 回）
2010.9.17-18 日本/熊本 （口頭発表）
○山口類 1 石橋松二郎 1 徳永廣子 1 荒川力 2 徳永正雄 1(1 鹿大農 2Alｌiance Protein Laboratory) ：中度好塩
菌 Kocuria varians 由来 α-amylase のクローニングと好塩性について 第 33 回日本分子生物学会年会
第 83 回日本生化学大会 合同大会 2010.12.7-10 日本/神戸（ポスター発表）
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○山口類 1 石橋松二郎 1 徳永廣子 1 荒川力 2 徳永正雄 1(1 鹿大農 2Alｌiance Protein
Laboratory)：
塩依存的に refolding する中度好塩菌 Kocuria varians 由来 α-amylase の性質検討と cloning 及び発現
日本農芸化学会 2011 年度大会
2011.3.25-28 日本/京都 （口頭発表）
学生氏名：ｴﾙ ﾊﾞｯｼ ﾚｲﾗ
Leila EL-BASSI1,2, Naoya SHINZATO1, Hirosuke OKU1, Hassen ABDNENNACEUR3, Toru
：Microbial degradation of organosulfur compounds, By-products identification and
MATSUI1
genetic analysis
2010 International Symposium on Agricultural Education for Sustainable
Development (Ag-ESD symposium 2010)
2010.11.8-12 日本/つくば（ポスター発表）
学生氏名：淵田 直樹
*織田得郎、山下沙耶、淵田直樹、中山智彦、小川温子、本島浩之、渡邉啓一：好冷細菌 Pseudoalteromonas
sp.AS-131 由来グルコキナーゼの結晶構造解析 日本農芸化学会 2011 年度大会(京都)（予定）
2011.3.25-28 日本/京都 （発表）口頭
*淵田直樹、有田沙織、本島浩之、渡邉啓一：Subtilisin Carlsberg の β8-9 間ターンと活性部位におけ
る揺らぎの関係 平成２２年度 日本農芸化学会西日本支部大会 2010.9 .17-18 日本/熊本（口頭発
表）
*牛嶋春佳、淵田直樹、黒川彩、本島浩之、渡邉啓一：納豆菌由来 subtilisin NAT の結晶化と予備的 X
線回折実 平成２２年度 日本農芸化学会西日本支部大会 2010.9 .17-18 日本/熊本（口頭発表）
*淵田直樹、有田沙織、熊井洋平、本島浩之、西本悦子、渡邉啓一：Subtilisin Carlsberg の活性部位外
ターンと活性部位における揺らぎの関係 第３４回「蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジ
ウム」 2010.9.9-11 日本/玄海 （口頭・ポスター発表）
*淵田直樹、有田沙織、本島浩之、渡邉啓一：Subtilisin Carlsberg の P209A 変異が活性部位構造の柔
軟 性 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て の X 線 結 晶 構 造 解 析 平 成 22 年 度 日 本 生 化 学 会 九 州 支 部 例 会
2010.5.22-23 日本/鹿児島（口頭発表）

生物資源利用科学専攻（資源利用化学連合講座）
学生氏名：米元 俊一
T. Nakano, Y. Kikuchi, T. Yonemoto, K. Takamine, M. Fujii, T. Aoki：Effect of Sweet Potato-Shochu
Ditillery Wastewater on Growth of Bifidobacterium. Food Sci. 16(5)2431-436
2010 5,27
米元俊一、森山正宗、竹迫寿一、安藤弘毅、侯徳興、藤井信：水熱反応によるサツマイモ焼酎粕の機能
性の向上 日本醸造学会誌 105(7)477−487
米元俊一・中野智木・竹迫寿一・中野隆之・侯徳興・藤井信：サツマイモ発酵エキスと乳成分を利用し
た新しい乳酸菌飲料の成分特徴と機能性（第２報）。 日本醸造学会誌 105, (12)793‐803

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：鶴田 裕美
*小金丸和義、柘植圭介、鶴田裕美：味認識装置を用いた佐賀県産清酒の特徴について
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平成 22 年度

日

本醸造学会 2010.9.14-15 日本/東京 （口頭発表）
学生氏名：陳 継華
Jihua Chen, Shunsuke Tanigawa, Takuhiro Uto, Makoto Fujii, De-Xing Hou：Wasabi 6-MSITC
suppressed inflammatory pathway mechanism of IRF3 by IPA canonical pathway analyzing
2010 The Molecular Biology Society of Japan
2010.12.7-10 日本/神戸 （ポスター発表）
学生氏名：ﾜﾗﾁｯﾄ ﾊﾟﾖﾑ
*Phayom W., Umezaki C., Tanaka M.：Investigation on Combustion Stages of Rice Straw Using
DSC and TG 第 69 回農業機械学会年次大会 in 松山 2010.9.13〜16 日本/愛媛 （口頭発表）
*Phayom W., Umezaki C., Tanaka M.：Effect of Storage Time on Thermal Properties of Rice Straw
第 69 回農業機械学会年次大会 in 松山 2010.9.13〜16 日本/愛媛 （口頭発表）
*Phayom W., Umezaki C., Tanaka M.：Feasibility Study of Determination of the Heating Value
by an Open System Calorimeter The 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural
Engineering
“International Conference in Agricultural Engineering, 2011” 2011.3.31-4.1 タイ/チョンブリ（口
頭発表）
Phayom W., *Umezaki C., Tanaka M. ： Development of a Calorimetric Method by Using
Thermodynamically Open System The 12th Annual Conference of Thai Society of Agricultural
Engineering “International Conference in Agricultural Engineering, 2011” 2011.3.31-4.1 タイ/チ
ョンブリ（口頭発表）

生物資源利用科学専攻（生物機能開発学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：翁長 彰子
Onaga S, Chinen K, Ito S, Taira T：Highly thermostable chitinase from pineapple: cloning,
expression, and enzymatic properties.
Process Biochemistry 46(3), 695–700 2011.3
学生氏名：ﾆﾗﾝﾀ ﾗｸｽｭﾏﾝ ﾎﾟｰﾗﾝﾊﾞ ﾘﾔﾈｹﾞ
P.L. Nilantha Lakshman, Yoichi Toyokawa, Hirohide Toyama, Toki Taira, and Masaaki Yasuda：
Purification and characterisation of two extracellular acid proteinases from Monascus pilosus.
Food Chemistry
121(4), 1216-1224
2010.8
P.L. Nilantha Lakshman, Yoichi Toyokawa, Shinjiro Tachibana, Hirohide Toyama, Toki Taira, and
Masaaki Yasuda：Reducing the antigenicity of milk whey protein using acid proteinases from
Monascus pilosus. Process Biochemistry 46(3), 806-810 2011.3
P.L.Nilantha Lakshman, Shinjiro Tachibana, Hirohide Toyama, Toki Taira, Toshihiko Suganuma,
Worapot Suntornsuk, and Masaaki Yasuda：Application of an acid proteinase from Monascus
purpureus to reduce antigenicity of bovine milk whey protein. Journal of Industrial Microbiology
and Biotechnology in press
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（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：ﾆﾗﾝﾀ ﾗｸｽｭﾏﾝ ﾎﾟｰﾗﾝﾊﾞ ﾘﾔﾈｹﾞ
*P.L. Nilantha Lakshman, Yoichi Toyokawa, Shinjiro Tachibana, Hirohide Toyama, Toki Taira,
Masaaki Yasuda：Production of low antigenic whey protein hydrolysates using an acid proteinase
purified from Monascus purpureus
日本生物工学会 第 62 回大会 2010.10.27-29 日本/宮崎
*P. L. Nilantha Lakshman, Yoichi Toyokawa, Hirohide Toyama, Toki Taira, and Masaaki
Yasuda：Characterization of acid proteinases purified from Monascus pilosus and its application for
the production of low antigenic whey protein hydrolysates. International Symposium 2010
2010.11.16 スリランカ

生物環境保全科学専攻（生物環境保護学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：李 海珠
李 海珠*・浜崎忠雄・境 雅夫・李海林・宋仁徳・長友由隆：青海チベット高原の高山草甸土壌の特
性，種類および分布様式 ペドロジスト 54（1）、21-34 2010.7
学生氏名：河野 剛
*Takeshi Kawano, Masami Shimoda, Hitoshi Matsumoto, Masasuke Ryuda, Seiji Tsuzuki, Yoichi
Hayakawa：IDENTIFICATION OF A GENE, DESICCATE, CONTRIBUTING TO DESICCATION
RESISTANCE IN DROSOPHILA MELANOGASTER. The Journal of biological chemistry 285
（50）:38889-38897
2006.11
*Takeshi Kawano, Hitoshi Matsumoto, Emi Maekawa, Fumihiro Nakano, Hirotaka Kanuka, Seiji
Tsuzuki, Yoichi Hayakawa：Cells expressing Desiccate are essential for morphogenesis of labial
sensilla in Drosophila melanogaster adults. Entomological Science 14 巻 2 号 2007 年 3 月
学生氏名：田中 龍聖
*Ryusei Tanaka, Etsuko Okumura, and Toyoshi Yoshiga：A simple method to collect phoretically
active dauer larvae of Caenorhabditis japonica. Nematological Reserch 40(1), 7-12 2010.7
*Ryusei Tanaka, Etsuko Okumura, and Toyoshi Yoshiga：Survivorship of Caenorhabditis japonica
dauer larvae naturally associated with the shield bug, Parastrachia japonensis. Nematological
Reserch 40(2), 47-52 2010.12

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：李 海珠
李 海珠*・浜崎忠雄・境 雅夫・李海林・宋仁徳・長友由隆：青海チベット高原の高山草甸土壌の特
性，種類および分布様式 日本土壌肥料学会 2010 年度大会 2010.9.7-9.9 日本/札幌（ポスター発表 ）
学生氏名：畑野 俊貴
*畑野俊貴・辻 和希：沖縄県における農家の赤土流出防止対策導入の要因分析
29 回沖縄大会公開シンポジウム 2010.11.19−21 日本/沖縄（口頭発表）
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日本動物行動学会第

学生氏名：田中 龍聖
*Tanaka R, Okumura E, Yoshiga T ：Short survival of dauer stage in Caenorhabditis japonica.
30th International Symposium of the European Society of Nematologists 2010.9.19-23 オースト
リア/ウィーン（ポスター発表）
学生氏名：中村 麻美
*中村麻美、新垣拓也、大石圭太、畑邦彦、曽根晃一：森林性野ネズミの貯食活動の特性
る貯食の回収- 第 121 回森林学会大会
2010.4.3-5 日本/つく （ポスター発表）
*大石圭太、中村麻美、新垣拓也、畑邦彦、曽根晃一：アカネズミの行動圏の特性
九州支部会 2010.10.9 日本/長崎（口頭発表）

-貯食者によ

第 66 回森林学会

*新垣拓也、大石圭太、中村麻美、畑邦彦、曽根晃一：アカネズミの貯食に影響を与える要因
森林学会九州支部会 2010.10.9 日本/長崎（口頭発表）

第 66 回

生物環境保全科学専攻（生物生産工学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：髙根 博樹
*土屋博樹・酒井一人・吉永安俊・籾井和朗・櫻井国俊：CVM による沖縄県民の赤土流出防止対策費用
負担意思額の推定 Journal of Rainwater Catchment Systems
16(2),25-30
2011.2
学生氏名：ｲｯｻ・ｻﾞｶﾘｱ ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙｽﾃﾞｨ
*Issa-Zacharia, A., Kamitani, Y., Miwa, N., Muhimbula, S.H., Iwasaki, K.：Application of slightly
acidic electrolyzed water as a potential non-thermal food sanitizer for decontamination of fresh
ready-to-eat vegetables and sprouts.
Food Control 22: 601-607
2011. 3
*Issa-Zacharia, A., Kamitani, Y., Muhimbula, S.H., Iwasaki, K：Antimicrobial effect of slightly
acidic electrolyzed water for inactivation of Salmonella spp. and Escherichia coli on fresh
Strawberries (Fragaria L.).
African Journal of Microbiology Research.
2010. 10
4:
2174-2180
*Issa-Zacharia, A., Kamitani, Y.,
Muhimbula, S.H.,
Ndabikunze, B.K ： A review of
microbiological safety of fruits and vegetables and the introduction of electrolyzed water as an
alternative to sodium hypochlorite solution. African Journal of Food Science 4： 778 – 789
2010. 12
学生氏名：木村 匠
木村匠*，宜保清一，中村真也，佐々木慶三，周亜明：島尻層群泥岩地すべりの発生・再滑動に関与す
る強度-安里地すべりを事例として- 日本地すべり学会誌 47(3), 18-26
2010.5（再掲）
Nakamura S.*, Gibo S., Egashira K. and Kimura S.：Platy layer silicate minerals for controlling
residual strength in landslide soils of different origins and geology. Geology 38(8), 743-746
2010.8
木村匠*，宜保清一，中村真也：地すべり土の強度図を用いたすべり面平均強度定数の推定−沖縄，島尻
層群泥岩地すべりを事例として− 農業農村工学会論文集 270, 9-17 2010.12
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学生氏名：ｻﾝﾊﾟﾁｬﾀﾅﾗｸﾞ ｸﾜﾝﾄﾘｰ
*Saengprachatanarug K, Ueno M, Komiya Y and Taira E：Soil Deformation beneath a Wheel
during Travel Repetition. Journal of Engineering in Agriculture, Environment and Food 10.7
3(3), 79-86

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：髙根 博樹
*高根博樹・酒井一人・吉永安俊・仲村渠将・籾井和朗・櫻井国俊・新垣裕治：沖縄県における農家の
赤土流出防止対策導入の要因分析 平成 22 年度（第 59 回）農業農村工学会大会講演会 2010.8.31-9.2
日本/神戸（口頭発表）
*高根博樹・酒井一人・吉永安俊・籾井和朗・仲村渠将・櫻井国俊・新垣裕治：経済的な支援策による
赤 土 流 出 防 止 対 策 導 入 の 可 能 性 に 関 す る 研 究 農 業 農 村 工 学 会 九 州 支 部 第 91 回 講 演 会
2010.10.19-20 日本/熊本（口頭発表）
学生氏名：ｲｯｻ・ｻﾞｶﾘｱ ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙｽﾃﾞｨ
*Issa-Zacharia, A., Morita, K., Kamitani, Y., Iwasaki, K. ：Sanitization efficacy of slightly acidic
electrolyzed water on selected fresh ready-to-eat vegetables commonly consumed in Japan. the
5th International Symposium on Machinery and Mechatronics for Agriculture and Biosystems
Engineering (ISMAB)
2010.4.5-7 日本/福岡（口頭発表）
*Issa-Zacharia, A., Morita, K., Kamitani, Y., Iwasaki, K. ：Bactericidal effectiveness of Slightly
Acidic Electrolyzed Water against Salmonella spp and Escherichia coli on Fresh Strawberries
(Fragaria L.)
the 5th International Symposium on Machinery and Mechatronics for Agriculture
and Biosystems Engineering (ISMAB)
2010.4.5-7 日本/福岡（口頭発表）
*Miwa, N., Issa-Zacharia, A., Morita, K., Kamitani, Y., Takamine, K.：Cleaning effect of Sweet
poptato adhesive substances “Imo yani” in Shochu industry using Strong Alkaline Electrolyzed
Water.
the 5th International Symposium on Machinery and Mechatronics for Agriculture and
Biosystems Engineering (ISMAB)
2010.4.5-7 日本/福岡 （ポスター発表）
学生氏名：木村 匠
木村匠*，宜保清一，中村真也：地すべり土の強度図を用いたすべり面平均強度定数の推定 第 49 回日
本地すべり学会研究発表会 2010.7.6-8 日本/那覇（口頭発表）
木村匠*，宜保清一，中村真也：地すべりのすべり面平均強度定数の推定−沖縄，島尻層群泥岩地すべり
−数の推定 平成 22 年度農業農村工学会大会講演会 2010.8.31-9.2 日本/神戸（口頭発表）
木村 匠*，中村真也，酒井一人，宜保清一：地すべり土のせん断強度推定とすべり面平均強度 平成 22
年度農業農村工学会九州支部新シンポジウム，九州・沖縄における土と水に関する諸問題
2010.10.19-20 日本/熊本（口頭発表）
木村匠*，中村真也，宜保清一： 地すべり土のせん断強度推定とすべり面平均強度
地すべり学会九州支部学術講演会 2010.10.21-22 日本/別府（口頭発表）

平成 22 年度日本

Nakamura S, Gibo S., Egashira K. and Kimura S.*.：Platy layer silicate minerals for controlling
residual strength in landslide soils of different origins and geology Geological Society of America
Annual Meeting
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2010.10.30-11.3

アメリカ/デンバー

（ポスター発表）

Nakamura S. and Kimura S.* ：Shear strength characteristics and activation of the Asato landslide,
Okinawa, Japan American Geophysical Union Fall Meeting 2010.12.13-19 アメリカ/サンフラ
ンシスコ（ポスター発表）
学生氏名：ｻﾝﾊﾟﾁｬﾀﾅﾗｸﾞ ｸﾜﾝﾄﾘｰ
*Saengprachatanarug K, Ueno M, Komiya Y and Taira E：SOIL DEFORMATION BENEATH A
WHEEL IN THE REPETITION TRAVEL the 5th International Symposium on Machinery and
Mechatronics for Agriculture and Biosystems Engineering (ISMAB)
2010.4.5-7 日本/福岡（ポス
ター発表）
*Saengprachatanarug K, Ueno M, Komiya Y and Taira E：Influence of Coverage of soil surface on
the soil compaction 沖縄農業研究会 第 49 回 講演会 2010.8.6 日本/沖縄（ポスター発表）
*Saengprachatanarug K, Ueno M, Komiya Y and Taira E：Influence of Coverage of Soil Surface on
the Soil Compaction the Joint 9th Asia-Pacific ISTVS Conference and Annual Meeting of
Japanese Society for Terramechanics 2010.9.27-30 日本/札幌（口頭・ポスター発表）
Karma T, Sakurai H, *Saengprachatanarug K, Ueno M：Real time data acquisition system for
animal tillage the Joint 9th Asia-Pacific ISTVS Conference and Annual Meeting of Japanese
Society for Terramechanics 2010.9.27-30 日本/札幌（口頭・ポスター発表）

水産資源科学専攻（海洋生産環境学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名耿 瑞
耿 瑞，佐野 雅昭，久賀みず保：水産物輸出拡大がもたらした沿岸漁業における構造変化とその課題
-青森県と山口県におけるナマコの対中国輸出を事例として 地域漁業研究 51(1)、43-64 2010.10
学生氏名：ｽﾑﾛ ｱﾆﾗ ﾅｽﾞ
Soomro, A. N., H. Suzuki, M. Kitazaki and T. Yamamoto：Reproductive aspects of two atyid
shrimps Caridina sakishimensis and Caridina typus in headwater streams of Kikai-jima Island
Journal of Crustacean Biology 31(1), 41-49 2011.1
学生氏名：ﾊﾛﾙﾄﾞ ﾓﾄﾞｯｸ ﾓﾝﾃｸﾗﾛ
Monteclaro, H.M.*, Anraku, K. and Matsuoka, T.：Response properties of crayfish antennules to
hydrodynamic stimuli: functional differences in the lateral and medial flagella
Journal of
Experimental Biology 213, 3683-3691
2010.10
Monteclaro, H* Anraku, K., Uno, S., Koyama, J., Matsuoka, T. and Yan, H.Y.：Sensitivity of
crayfish antennules to hydrodynamic stimuli is reduced during diazinon exposure
Zoological
Studies
2011.3
50(2), 145-154
Watanabe, K.,* Anraku, K., Monteclaro, H.M. and Babaran, R.P：Morphological characteristics of
lateral line in three species of fish Aquaculture Science 58(1), 25-35 2010.3
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Monteclaro, H.M.*, Anraku, K. and Matsuoka, T.：Morphology and electrophysiology of crayfish
antennules. New Frontiers in Crustacean Biology
225-233
2011.2
in press(再)
Monteclaro, H.M.* Anraku, K., Uno, S., Koyama, J., Matsuoka, T., and Quinitio, G.F.：Water
quality degradation and its effect on fishing activities.
Memoirs of the Faculty of Fisheries
Kagoshima University 47-51 2010（再）
学生氏名：ﾏﾗｲ ﾁｮﾄﾞﾘ
Malay Choudhury*, K. Pani Prasad.：Isolation and Characterization of immunoglobilin M of Asian
sea bass, Lates calcarifer and its level in serum.
Central European Journal of Biology 6(2) •
180-187 2011.2
Malay Choudhury*, Takahiro Oku, Shoji Yamada, Masaharu Komatsu, Keita Kudohv and Seiichi
Ando：
Isolation of some novel genes of apolipoprotein A-I family in Japanese eel Anguilla japonica.
African Journal of Biotechnology In press

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：ｽﾑﾛ ｱﾆﾗ ﾅｽﾞ
Soomro, Anila Naz and Hiroshi Suzuki ： Population ecology of two atyid shrimps Caridina
sakishimensis and Caridina typus in six headwater streams of Kikai-jima. Attended 7th
international crustacean congress in Qingdao 2010.6.20-25 中国/青島（口頭発表）

水産資源科学専攻（水産資源利用学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：國師 恵美子
*國師恵美子,宇野誠一，小山次朗：1H-NMR メタボローム解析を用いた絶食下コイ Cyprinus carpio L.
の血漿中代謝物変動評価 日本水産学会誌 77 (1), 75-83
*Emiko Kokushi, Seiichi Uno, Tomotaka Harada, Jiro Koyama： 1H NMR-based metabolomics
approach to assess toxicity of bunker a heavy oil to freshwater carp, Cyprinus carpio.
Environmental Toxicology
in press
*Mitsuhiro Takagi, Seiichi Uno, Emiko Kokushi, Satoshi Shiga, Shuhei Mukai, Toshiyuki
Kuriyagawa, Katsuhito Takagaki, H. Hasunuma, D. Matsumoto, Koji Okamoto, F. Shahada, T.
Chenga, Eisaburo Deguchi and Johanna Fink-Gremmels.： Measurement of urinary zearalenone
concentrations for monitoring natural feed contamination in cattle herds on-farm trials.
Journalof animal science
in press
*Mitsuhiro Takagi, Satoshi Shiga, Seiichi Uno, Emiko Kokushi, Zhao Namula, Takeshige Otoi,
Akio Miyamoto, Eisaburo Deguchi and Johanna Fink-gremmels. ：Detection of Zearalenone and Its
Metabolites in Naturally Contaminated Porcine Follicular Fluid by Using Liquid
Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. The Journal of reproduction and development. in
press
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*Sandipan Pal, Emiko Kokushi, Joseph O. Cheikyula, Jiro Koyama, Seiichi Uno. ：
Histopathological effects and EROD induction in common carp exposed to dietary heavy oil.
Ecotoxicology and Environmental Safety. in press

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名： 國師 恵美子
*Emiko Kokushi, Seiichi Uno, Jiro Koyama.： Assessment of Metabolite Variations in Starved
Freshwater Carp by 1H-NMR Metabolomics Approach. 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON MARINE POLLUTION AND ECOTOXICOLOGY 2010.5.31-6.3 香港（ポスター発表）
*國師恵美子、宇野誠一、小山次朗：メタボロミクスによるヒメダカに対する多環芳香族炭化水素類の
影響評価 第 19 回環境化学討論会 2010.6.21-23 日本/名古屋（口頭発表）
*Emiko Kokushi, Seiichi Uno, Jiro Koyama. ：Assessment of Effects of Starvation on Freshwater
Carp by 1H-NMR Metabolomics Approach. The 39th Scientific Symposium of UJNR Aquaculture
Panel Meeting.
Assessment of Effects of Starvation on Freshwater Carp by 1H-NMR
Metabolomics Approach. The 39th Scientific Symposium of UJNR Aquaculture Panel Meeting.
2010.10.25-26 kagoshima（ポスター発表）

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）
学生氏名富永 晃好
*Tominaga A, Nagata M, Futsuki K, Abe H, Uchiumi T, Abe M, Kucho K, Hashiguchi M,
Akashi R, Hirsch AM, Arima S, Suzuki A：Effect of abscisic acid on symbiotic nitrogen fixation
activity in the root nodules of Lotus japonicas
Plant Signaling Behavior
5(4), 440–443
2010.4

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：ﾌｧﾃｨﾁﾝ
Fatichin, *K. Narasaki, S.H. Zhang, S. Arima：Varietal difference in the response to late sowing of
soybean in Northern Kyushu of Japan. 2011 CSSJ symposium 2011.3.30-3.31 日本/東京（ポス
ター発表）
学生氏名：ﾕﾊﾞ ﾗｽﾞ ｶﾞｲﾚ
Yuba Raj Gaihre and Akihiro Nose：Heterosis effects in crossing of sheath blight disease resistant
rice line. Kyushu branch of plant breeding sciences 2010 Saga University. 2010.11.18 日本/佐賀
（ポスター発表）
学生氏名：薮田伸
薮田伸*・箱山晋・稲福さゆり・福澤康典・諏訪竜一・川満芳信：短日処理が水稲数品種の出葉転換点及
び出葉速度に及ぼす影響 日本作物学会 2010.9.4-5 日本/札幌（口頭発表）
薮田伸*・箱山晋・稲福さゆり・福澤康典・諏訪竜一・川満芳信：水稲の出葉転換点と乾物分配
物学会 2011.3.30-31 日本/厚木（口頭発表）
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日本作

学生氏名：趙 鑫
Shao-Hui Zheng, Susumu Arima：Characteristics of nitrogen accumulation in the leaves and its
contribution to seed production 日本作物学会第 230 回講演会 2010.9.4−5 日本/札幌（ポスター発
表）
学生氏名：富永 晃好
*Tominaga A, Nagata M, Futsuki K, Abe H, Uchiumi T, Abe M, Kucho K, Hashiguchi M,
Akashi R, Hirsch AM, Arima S, Suzuki A：Effect of abscisic acid on symbiotic nitrogen fixation
activity in the root nodules of Lotus japonicus and its application to leguminous crop. 1st Asian
Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation 2010.9.20-24 日本/宮崎（ポスタ
ー発表）
*Tominaga A, Nagata M, Futsuki K, Abe H, Uchiumi T, Abe M, Kucho K, Hashiguchi M,
Akashi R, Hirsch AM, Arima S, Suzuki A：Effect of abscisic acid on symbiotic nitrogen fixation
activity in the root nodules of Lotus japonicus and its application to leguminous crop. 第 5 回九
州育種談話会 2010.11.19 日本/佐賀（ポスター発表）
学生氏名：ﾓｻﾏﾄﾞ ﾊｽﾇﾝﾅﾊﾙ
*ハスヌンナハル M. ・カーン M. M. R.・一色司郎：ナス属野生種の細胞質をもつ３種類のナス機能的
雄性不稔系統の稔性について 園芸学会平成 23 年度春季大会 2011.3.20-21 日本/宇都宮（ポスター
発表）
学生氏名：大城 正信
*大城正信、モハメドアムザド ホサイン、赤嶺光、仲村一郎、野瀬昭博：沖縄における数種の食用アマ
ランサスの生育特性、収量および品質比較 日本作物学会 第 231 回 2011.3.30-31 日本/厚木（口
頭発表）
学生氏名：池澤 和広
*池澤和広，福元伸一：サトイモにおける種芋の切断が出芽，生育および収量に及ぼす影響．園芸学会
平成 23 年度春季大会 2011.3.20-21 日本/栃木（口頭発表）

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：ｼｲ ﾚｲｱﾝ ﾐｲ
*Si Lhyam Myint, Takeshi Shimogiri, Kotaro Kawabe, Tsutomu Hashiguchi, Yoshizane Maeda,
Shin Okamoto：Characteristics of seven Japanese native chicken breeds based on egg white protein
polymorphisms.
Asian Australasian Journal of Animal Science
23(9), 1137-1144 2010. 9
学生氏名：ｷﾝ ﾏｰ ﾚｲ
*Khin Mar Lay, Koji Ashizawa, Tadashi Nakada, Hideki Tatemoto： N-glycosylation of zona
glycoproteins during the meiotic maturation involves in the sperm-zona pellucida interactions of
porcine oocytes. Theriogenology 2011
75 (6), 1146-1152
学生氏名：ﾁｬﾝ ｳﾞｧﾝ ﾀﾝ
*Tran Van Thang, Katsunori Sunagawa, Itsuki Nagamine and Seiyu Kato ： Deprivation of
esophageal boluses and dry forage intake in large-type goats.
Asian-Australasian Journal of
Animal Sciences 23(9),1174-1183
2010.9
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学生氏名：ﾑｽﾗ ｳｯﾃﾞｨﾝ ｱﾊﾏﾄﾞ
*M.U. Ahammad, Y. Kawamoto, S. Okamoto, T. Nakada ： Utilization of swim-up
migration-sedimentation technique to separate viable and progressively motile sperm. World's
Poultry Science Journal 66 (Supplement) 492
2010.8
*M.U. Ahammad, Y. Kawamoto, S. Okamoto, T. Nakada：Maturation of fowl sperm binding
capacity to the epithelium of the sperm storage tubules and longevity in the male reproductive
tract.
World's Poultry Science Journalｖ 66 (Supplement) 151
2010.8

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：ｼｲ ﾚｲｱﾝ ﾐｲ
(*Si Lhyam Myint), Takeshi Shimogiri, Kotaro Kawabe, Tsutomu Hashiguchi, Yoshizane Maeda,
Shin Okamoto：Characteristics of seven Japanese native chicken breeds based on egg white protein
polymorphisms. International Society for Animal Genetics 2010.7.26-30 スコットランド/エジンバ
ーグ（ポスター発表）
(*Si Lhyam Myint), Tomohiro Tsusaki, Takeshi Shimogiri, Kotaro Kawabe, Hisham R. Ibrahim,
Yoshizane Maeda and Shin Okamoto：Effect of egg white lysozyme polymorphisms on antibacterial
activity, enzymatic activity and hatchability in Japanese quail. Japan Poultry Science Association
2011.3.28 日本/東京（口頭発表）
学生氏名：ﾘｽﾞﾃｨｱﾝ
Riztyan, Takahiro Katano, Takeshi Shimogiri, Kotaro Kawabe, Shin Okamoto：Analysis of genetic
variability among Indonesian local chickens using Single Nucleotide Polymorphism (SNP) markers.
ISAG 2010 2010.7.26-30 イギリス/エジンバラ（口頭・ポスター発表）
学生氏名：青野 晃
青野晃＊、詫摩哲也、安部靖之、尾野喜孝、和田康彦、川原学：経膣採卵により回収されたウシ卵母細
胞のガラス化保存とその後の発生能について 日本繁殖生物学会 2010.9.2-.4 日本/青森県十和田市
（ポスター発表）
学生氏名：長友 啓明
*長友啓明、岸靖典、詫摩哲也、山中賢一、曹峰、和田康彦、高橋昌志、河野友宏、川原学：ウシ胚盤
胞期胚における内部細胞塊と栄養外胚葉の網羅的遺伝子発現解析 第 103 回 日本繁殖生物学会
2010.9.1-4 日本/青森（口頭発表）
学生氏名：ｴｰ ｴｰ ﾓｰ
*AyeAye Maw,T. Shimogiri,T. Yamamoto, K. Kawabe, S. Okamoto：The Study of Insertion and
Deletion (Indel) Polymorphism as Genetic Markers in Myanmar Native Chickens.
2010 ISAG
International Conference
2010.7.26-30 スコットランド/エジンバーグ（ポスター発表）
*Aye Aye Maw, T.Shimogiri, M.Sakamoto, K.Kawabe, S.Okamoto：The Study on Application of
Insertion&Deletion (Indel) Polymorphism as Genetic Marker. 2011JPSA Conference 2011.3.28
日本/東京（口頭発表）
学生氏名：主税 裕樹
*主税裕樹，高橋 浩，大島一郎，髙山耕二，中西良孝：飼槽の数が山羊群の飼料採食競合に及ぼす影
響 第 3 回日本暖地畜産学会 2010.10.16-17 日本/大分（口頭発表）
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*主税裕樹，高橋 浩，大島一郎，髙山耕二，中西良孝：山羊に対する飼料刷り込みおよびその放牧地
雑草抑圧への応用に関する研究―山羊による強害雑草エゾノギシギシの嗜好性― 第 12 回日本山羊研究
会 2011.3.26 日本/神奈川（口頭発表）
*主税裕樹・溝口由子・広瀬啓介・野村哲也・冨永輝・坂田祐介・大島一郎・髙山耕二・中西良孝：ツ
バキ園における山羊の除草利用 第 113 回日本畜産学会 2011.3.27-29 日本/神奈川 （口頭発表）
学生氏名：ﾑｽﾗ ｳｯﾃﾞｨﾝ ｱﾊﾏﾄﾞ
*M.U. Ahammad, Y. Kawamoto, S. Okamoto, T. Nakada ： Utilization of swim-up
migration-sedimentation technique to separate viable and progressively motile sperm.
XIIIth
European Poultry Science Conference
2010.8.23-27 フランス（口頭発表）
*M.U. Ahammad, Y. Kawamoto, S. Okamoto, T. Nakada：Maturation of fowl sperm binding
capacity to the epithelium of the sperm storage tubules and longevity in the male reproductive
tract. WPSA Australian Poultry Science Conference 2011.2.13-17 オーストラリア（口頭発表）
*M.U. Ahammad, Y. Kawamoto, S. Okamoto, T. Nakada：Effect of incubating fowl sperm in uterine
fluid on viability, motility and penetrability at 39℃ in vitro. 9th Asia Pacific Poultry Science
Conference 2011.3.20-23 台湾（口頭発表）
学生氏名：今井 裕理子
Y. Imai, Y. Yamamoto, S. Mizumachi, Y. Kawamoto：Effects of wilting and lactic acid bacteria
additives on fermentation quality of sorghum silages. The 14th AAAP Animal Science Congress
2010.8.23-27 台湾（ポスター発表）
学生氏名：本多 昭幸
*本多昭幸、嶋澤光一、尾野喜孝：馬鈴薯澱粉の給与量が肥育豚の窒素排泄量およびアンモニア揮散量
に及ぼす影響 第 3 回日本暖地畜産学会 2010.10.16-17 日本/別府（口頭発表）
*本多昭幸、嶋澤光一、尾野喜孝：低 CP バレイショ混合リキッド飼料の給与が肥育豚の窒素排泄量およ
びアンモニア揮散量に及ぼす影響 日本畜産学会第 113 回大会 2011.3.27-29 日本/厚木（口頭発表）
本多昭幸、*嶋澤光一、尾野喜孝：低 CP バレイショ混合リキッド飼料の給与が肥育豚の生産性および肉
質に及ぼす影響 日本畜産学会第 113 回大会 2011.3.27-29 日本/厚木（口頭発表）

生物生産科学専攻（地域・国際資源経営学連合講座）
（発 表 論 文）
学生氏名：徐 屹 暉
徐 屹 暉：日本における輸入有機農産物の流通実態 −中国産有機落花生の流通実態の分析−
市場研究 印刷予定
徐 屹 暉：中国有機食品企業における日本向け輸出対応−中国山東省の事例−
印刷予定

食農資源経済論集

学生氏名：大富 あき子
＊大富あき子 久賀みず保 佐野雅昭：カツオ節 2 次加工産業の展開過程と原料利用の変容
ゆ産業におけるリーダー企業の販売戦略分析を通じてー
地域漁業研究
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農業

−めんつ

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：徐 屹暉
*徐 屹暉、岩元 泉：日本における輸入有機農産物の流通実態 −中国産有機落花生の流通実態の分析
− 日本農業市場学会 2010.7.4 日本/札幌（口頭発表）
*徐 屹暉、岩元 泉：中国有機食品企業における日本向け輸出対応−中国山東省の事例−
経済学会 2010.9.12 日本/福岡（口頭発表）

食農資源

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：ｳﾊﾟﾀﾞﾔ ｱﾂｰﾙ
Atul Upadhyay, Jamnian Chompoo, Wataru Kishimoto, Tadahiro Makise, Shinkichi Tawata：
HIV-1 Integrase and neuraminidase inhibitors from Alpinia zerumbet. Journal of Agricultural
and Food Chemistry dx.doi.org/10.1021/jf104813k
in press
学生氏名：ﾁｮﾝﾌﾟｰ ｼﾞｬﾑﾆｧﾝ
*Chompoo J, Upadhyay A, Kishimoto W, Makise T, and Shinkichi T.：Advanced glycation end
producs inhibitors from Alpinia zerumbet rhizomes. Food Chemistry in communication

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：池田 浩二
池田浩二、大迫美穂、髙峯和則、菅沼俊彦：各種麹菌のクロロゲン酸からのカフェ酸生成能
工学会平成 22 年度 2010.10.27-29 日本/宮崎（ポスター発表）

日本生物

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：ｱﾝﾃﾞｨ ﾇﾙ ﾌｧｲﾀﾞ ﾗｰﾏﾝ
Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase from Japanese Radish (Raphanus sativus
L.) (Still in Progress)

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：中村 昌宏
中村昌宏*, 山城陽一, 小西照子, 花城勲, 田幸正邦：養殖ヒトエグサから分離したラムナン硫酸の構造
特性 日本食品科学工学会誌 印刷予定
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（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：武藤 さやか
*武藤さやか、松崎佐和子、永野幸生：シロイヌナズナ LPS 結合タンパク質 (AtLBP)の LPS 結合解析
と自然免疫における機能解析 第 34 回 蛋白質と酵素の構造と機能に関する九州シンポジウム
2010.9.9-11 日本/福岡（ポスター発表）
*武藤さやか、松崎佐和子、永野幸生：シロイヌナズナ LPS 結合タンパク質 (AtLBP)は フラジェリン
が誘導する自然免疫に関わる 第 23 回植物脂質シンポジウム 2010.11.26-27 日本/京都（ポスター発
表）
*武藤さやか、松崎佐和子、永野幸生：シロイヌナズナの LPS 結合タンパク質（AtLBP）は LPS シグ
ナルを負に制御している 第 52 回 日本植物生理学会年会 2011.3.20-22 日本/宮城（ポスター発表）
学生氏名：渡嘉敷 唯章
*豊里 哲也, 池端 真美, 高良 亮, 渡嘉敷 唯章, 新里 尚也, 松井 徹：沖縄微生物ライブラリーより得ら
れた生酸菌の種構成について 日本生物工学会 2010 年度大会 2010.10.27-29 日本/宮崎（ポスター
発表）
*松井 徹, 稲福 征志, 鈴木 幸一, 李 長春, 新里 尚也, 渡嘉敷 唯章：沖縄微生物ライブラリーの機能評
価（抗マラリア活性抽出物の探索） 日本生物工学会 2010 年度大会 2010.10.27-29 日本/宮崎（ポ
スター発表）
*高良 亮, 豊里 哲也, 池端 真美, 渡嘉敷 唯章, 波平 知之, 新里 尚也, 松井 徹：沖縄微生物ライブラ
リーからの高 GABA 生産乳酸菌 日本生物工学会 2010 年度大会 2010.10.27-29 （ポスター発表）
*池端 真美, 豊里 哲也, 高良 亮, 渡嘉敷 唯章, 波平 知之, 新里 尚也, 松井 徹：沖縄微生物ライブラ
リーより得られた酵母の抗酸化活性 日本生物工学会 2010 年度大会 2010.10.27-29 日本/宮崎 （ポ
スター発表）
*池端 真美, 豊里 哲也, 高良 亮, 渡嘉敷 唯章, 新里 尚也, 松井 徹：沖縄微生物ライブラリーからのア
ルコール生産性酵母の特性 日本農芸化学会 2011 年度大会 2011.3.25-28 日本/京都（口頭発表）
*豊里 哲也, 池端 真美, 高良 亮, 渡嘉敷 唯章, 新里 尚也, 松井 徹：沖縄微生物ライブラリーより得ら
れた GABA を高生産する生酸菌のコードする GAD 遺伝子について 日本農芸化学会 2011 年度大会
2011.3.25-28 日本/京都（口頭発表）
学生氏名：ﾅﾀﾅﾝ ﾇｷﾄﾗﾝｻﾝ
*Nukitrangsan N, Okabe T, Toda T, Iwasaki H, Oku H：Effect of Peucedanum japonicum Thunb on
the expression of lipid metabolism related gene expression in mice
2010 Japan Society of
Nutrition&Food science conference 2010.9.24-25 日本/宮崎（口頭発表）
学生氏名：ｷﾞﾝﾃｨﾝ ｴﾙﾌｨ ﾘｶ
*Ginting,E.L. Ishimaru,K. Motoshima, H. Watanabe,K. ： Characterization of Inorganic
Pyrophosphatase from Antarctic Psychrotroph Shewanella sp.As-11
The 5th Saga Univ.-Daegu
University Joint Seminar
2010.11.17 日本/佐賀（ポスター発表）
学生氏名：重田 友明
*Yuya Yoshimitsu, Kiwamu Tanaka, Wataru Fukuda, Tadao Asami, Shigeo Yoshida, Ken-ichiro
Hayashi, Yuji Kamiya, Yusuke Jikumaru, Tomoaki Shigeta, Yasushi Nakamura, Tomoaki Matsuo,
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and Shigehisa Okamoto：Both auxion and brassinosteroids (BRs) control the transcription of
DWARF4 gene encoding a BR biosynthesis enzyme
21st International Conference on
Arabidopsis Research 2010.6.6-10 日本/横浜（ポスター発表）
*Matsuo T, Shiraishi M, Shigeta T, Yamaguchi M, Nakamura Y, Okamoto S：Characterization of
high molecular tannins with several chemical and physical methods to establish a quality control
for medical and food uses 58th International Congress and Annual Meeting of the Society for
Medicinal Plant and Natural Product Research and the 7th Tannin Conference 2010.8.29-9.2 ド
イツ/ベルリン（ポスター発表）
*重田 友明、中村 考志、吉満 勇也、岡本 繁久、松尾 友明：In vivo クロスリンク法を用いたクロマ
チンタンパク質の単離方法の検討 日本農芸化学会 2011 年度大会 2011.3.25-28 日本/京都(口頭発表)
重田 友明、*深草 翔太、安田 大祐、吉満 勇也、中村 考志、浅見 忠男、吉田 茂男、岡本 繁久、松
尾 友明：内生ブラシノステロイド量の変動に応答したタンパク質の翻訳後修飾 日本農芸化学会
2011 年度大会 2011.3.25-28 日本/京都(口頭発表)
松尾 友明、*山口 美紗子、白石 優、重田 友明、中村 考志、岡本 繁久：カキタンニンの溶液中での
分子挙動ー粘度変化をベースにした解析ー 日本農芸化学会 2011 年度大会 2011.3.25-28 日本/京
都(口頭発表)
学生氏名：十合 貴之
*十合貴之、藤井信、侯徳興：アントシアニンの細胞標的分子の同定
2010.5.21-23 日本/徳島(口頭発表)

第 64 回日本栄養・食糧学会

*十合貴之、藤井信、侯徳興：ケルセチンのヒドロキシル基が MEK1 の抑制に関与する
フードファクター学会 2010.10.4-5 日本/仙台（ポスター発表）

第 15 回日本

学生氏名：チン シ
Si Qin, Makoto Fujii, De-Xing Hou ： Microarray-based determination of Nrf2-mediated gene
expression by chemopreventive baicalein. 2010 The Molecular Biology Society of Japan
2010.12.7-10 日本/神戸（ポスター発表）
学生氏名：徳永 雄平
徳永雄平、釜田佳季、杉元康志、日下部宣宏：リゾチームをモデルとしたアミロイド線維形成促進因子
の探索 日本農芸化学西日本支部大会 2010.9.17-18 日本/熊本(口頭発表)
学生氏名：ｼﾃｨ ｽｻﾝﾃｨ
*S Susanti, H Iwasaki, Y Itokazu, M Nago, S Saitoh and H Oku.：Studies on Tumor Specific
Cytotoxicity of a Herbal Medicine
2010, 64th Annual Meeting of Japansese Society of Nutrition
and Food Science 2010.9.24-25 日本/宮崎(口頭発表)

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：山尾 僚
A. Yamawo, Y. Hada, N. Suzuki：Variations in Direct and Indirect Defenses against Herbivores on
Young Plants of Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg. in Relation to Soil Moisture conditions.
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Journal of Plant Research

発行予定

学生氏名：片山 元気
*Katayama M, and Tsuji K：Habitat differences and occurrence of native and exotic ants on
Okinawa Island. Entomological Science
13(4):425-429 2010.12
＊片山 元気・辻 和希：沖縄産ジュズフシアリ Protanilla lini の食性に関する知見. 蟻

in press

学生氏名：奥村 悦子
*Tanaka R, Okumura E and Yoshiga T：A simple method to collect phoretically active dauer larvae
of Caenorhabditis japonica. Nematological Reseach
40(1), 7-12
2010.7
*Tanaka R, Okumura E and Yoshiga T：Survivorship of Caenorhabditis japonica dauer larvae
naturally associated with the shield bug, Parastrachia japonensis.
Nematological Reseach
40(2), 47-52 2010.12
学生氏名：ｴﾘｱｽ ﾁｬｰﾑ
Yoneda, T.*, E. Thiam, K. Harada & T. Higo：Logging impacts on carbon metabolisms through
dynamics of canopy trees.
Annual Report of Malaysian Forest Institute (FRIM)
in press

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：太田 美加
＊
太田美加、田中宗浩、岩下幸司：メタン発酵消化液を用いた養液栽培に関する研究
械学会年次大会
2010.9.13-16 日本/愛媛（口頭発表）

第６９回農業機

学生氏名：山尾 僚
鈴木信彦：アカメガシワにおける人為被食処理とアリ随伴による花外蜜分泌の誘導. 第 74 回日本植物
学会大会 2010.9.8-11 日本/春日井（ポスター発表）
鈴木信彦：アカメガシワにおけるアリの活動性に応じた防御戦略の変異
2010.12.10-12 日本/京都（ポスター発表）

第 42 回種生物学会大会

鈴木信彦：アカメガシワにおける物理的、化学的、生物的防御形質の地理的変異
会 2011.3.8-12 日本/札幌（ポスター発表）

第 58 回日本生態学

学生氏名：福元 智博
*福元智博、中村正幸、和田耕太郎、中西善裕、岩井 久：East Asian Passiflora virus（EAPV；パッ
ションフルーツ東アジアウイルス）のハウス隔離株と野外株のコートタンパク質の自然変異の比較．
平成 22 年度日本植物病理学会大会 2010.4.18-20 日本/京都（ポスター発表）
岩井 久： East Asian Passiflora virus Amami-O-shima 株
（EAPV-AO）の感染性 cDNA クローンの構築．平成 23 年度 日本植物病理学会大会 2011.3.27-29 日
本/東京（ポスター発表）

* 福元智博、中村正幸、千秋祐也、

学生氏名：下地 博之
＊下地博之、ダイアン=アラード、辻 和希、ヨハン＝ビレン、ブルーノ＝ゴバン：トゲオオハリアリ
において翅芽痕切除がワーカーの交尾能力にどう影響するか．日本動物行動学会第 29 回大会
2010.11.19-21 那覇市、沖縄県男女共同間隔センターてぃるる（ポスター発表）
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＊Shimoji H., Kikuchi, T., Ohnishi, H., Tsuji, K.：Colony-size dependece of worker policing in the
monogynous and monandrous ant Diacamma sp. from Japan. XVI IUSSI (the International
Union for the study of social insects) Congress 2010.8.8-13 デンマーク/コペンハーゲン（口頭発
表）
*下地博之、菊地友則、大西一志、辻 和希：日本産トゲオオハリアリにおけるコロニーサイズ依存的
な社会的強制力．日本生態学会第 58 回大会 2011.3.8-12 日本/札幌（ポスター発表）
学生氏名：小川 哲治
小川哲治・冨髙保弘・Huy, D.N.・佐山充・大島一里：ジャガイモ Y ウイルス塊茎えそ分離株から亜硝
酸処理により得られたタバコ弱毒株の分子性状． 平成 22 年度日本植物病理学会大会 2010.4.18-20
日本/京都（ポスター発表）
小川哲治・ Nguyen, H.D.・ 佐山 充・ 大島一里：ジャガイモ Y ウイルス塊茎えそ系統分離株から低
温処理により得られたタバコ弱毒株の性状．平成 23 年度日本植物病理学会大会 2011.3.27-29 日本/
東京（ポスター発表）
学生氏名：奥村 悦子
*奥村悦子、小澤理香、田中龍聖、吉賀豊司：ベニツチカメムシのにおい成分と Caenorhabditis japonica
耐久型幼虫の誘引反応．日本線虫学会第 18 回大会 2010.8.26-28 日本/札幌（口頭発表）
*Okumura E, Ozawa R, Tanaka R, Yoshiga T：Caenorhabditis japonica dauer larvae are able to
recognize host odours. 30th International Symposium of the European Society of Nematologists
2010.9.19-23 オーストリア/ウィーン(ポスター発表)
*奥村悦子、小澤理香、田中龍聖、吉賀豊司：昆虫由来の誘引物質に対する Caenorhabditis japonica 耐
久型幼虫の反応の違い．応用動物昆虫学会 2011.3.27-29 日本/福岡(ポスター発表)
学生氏名：ﾌｨ ﾄﾞｸ ﾇｩｴﾝ
Nguyen, D. H., Tran, T. N. H., Takeshita, H. and Ohshima, K. ： Biological and Molecular
Characterization of Turnip mosaic virus Isolates Collected in Vietnam. 平成 22 年度日本植物病理
学会大会 2010.4.18-20 日本/京都（ポスター発表）
Nguyen, D. H. and Ohshima, K.：Dating the Evolutionary Dynamics of Turnip mosaic virus. 平成
23 年度日本植物病理学会大会 2011.3.27-29 日本/東京（ポスター発表）
学生氏名：ｴﾘｱｽ ﾁｬｰﾑ
Elias Thiam* & Tsuyoshi Yoneda：A diachronic and spatial assessment of human impact on
vegetation in Padang, West Sumatra, Indonesia. 日本熱帯生態学会（ＪＡＳＴＥ） 2010.6.19-20 日
本/広島（口頭発表）
学生氏名：宮国 泰史
*宮国泰史・杉尾幸司・辻和希：コウシュンシロアリ Neotermes koshunensis (Shiraki) における成虫
型二次生殖虫を用いた生殖虫補完機構． 沖縄生物学会第 47 回大会 2010.6.4-5 日本/沖縄（口頭発
表）
*宮国泰史・杉尾幸司・辻和希：コウシュンシロアリにおける生殖虫補完機構．日本動物行動学会第 29
回沖縄大 2010.11.19−21 日本/沖縄（ポスター発表）
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農水圏資源環境科学専攻（地域資源環境工学連合講座）

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：ﾋﾞﾀﾅ ｽﾘﾜﾝﾀ ﾌﾞｯﾃﾞｨ
Vithana Shriwantha Buddhi*, 中村真也, 木村匠,宜保清一，：Relationship between Fully Softened
Strength and Residual Shear Strength of Several Landslide Slip Surface Soils. 第 49 回日本地すべ
り学会研究発表会 2010.7.6-8 日本/那覇(口頭発表)
Vithana Shriwantha Buddhi*, 中村真也, 木村匠,宜保清一，：Discussion of fgeology of slip surface
soil of Kamenose landlside through shear strength parameters of remoulded speciens. 平成 22 年
度農業農村工学会大会講演会 2010.8.31-9.2 日本/神戸(口頭発表)
Vithana Shriwantha Buddhi*：Effect of laboratory created OCR on large displacement shear
strength:Ring shear behaviour of Kamenose and Miaowan landlside slip surface soil. General
Seminar of UGSAS, Kgoshima University 2010.11.10-12 日本/佐賀(ポスター発表)
学生氏名：髙橋 昌弘
*高橋昌弘、籾井和朗、中川啓、Roger Apuntar：地下遮水壁による塩水侵入制御実験と数値解析による
検討 地下水学会 2010.5.29 日本/神奈川(口頭発表)
*M.Takahashi, S.Takahashi, T.Yoneshiro：Behavior of freshwater lens with sea level rise and tidal
fluctuations. International Joint Symposium between NIRE, CERI, IEGS 2010.11.1 日本/沖縄
(口頭発表)
*J.Yasumoto1, S.Nakada, M. Taniguchi, S.Nakaya, Y.Umezawa, M.Takahashi,S.Nakamura ：
Simulation of submarine groundwater discharge to Osaka Bay, Japan. SWIM21 2010.6.21-26
ポルトガル/アゾレス(口頭発表）
*髙橋昌弘・中川啓・籾井和朗：被圧帯水層における止水壁設置後の淡塩水の挙動．水工学講演会
2011.3.8-10 日本/東京(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：ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ ﾑﾙｱ ﾌﾗﾝﾀﾞ
*Fulanda B., Ohtomi J., Elizabeth M., Kimani E.：Fishery trends, resource-use and management
system in the Ungwana Bay fishery Kenya. Ocean and Coastal Management
In press
学生氏名：松岡 卓司
*Matsuoka T, and Suzuki H.：Setae for gill-cleaning and respiratory-water circulation of ten
species of Japanese ocypodid crabs Journal of Crustacean Biology 31(1), 9-25 2011.2
学生氏名：ﾌｪﾙﾄﾞｳｽ ｱｰﾒﾄﾞ
*Ahamed F, and Ohtomi J,：Reproductive biology of the pandalid shrimp Plesionika izumiae
(Decapoda: Caridea)
central European Journal of Biology in press
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学生氏名：松沼 瑞樹
*松沼瑞樹，シティ・タフジルメリアム S. A. K.，ユスリ・ユソフ，本村浩之：ベラ科魚類 2 種 Iniistius
trivittatus と Leptojulis lambdastigma のタイとマレーシアからの初記録 鹿児島大学水産学部紀
要 in press
学生氏名：ﾓｻ ｻﾝｼﾞﾀﾞ ｽﾙﾀﾅ
Mosa. Sanzida Sultana (First author)：Shochu Distillery BY-product Loses Growth Promoting
Activity during Preservation.
Journal of Warm Regional Society of Animal Science
in
press

（口頭発表・ﾎﾟｽﾀｰ発表・講演）
学生氏名：ﾑﾘｰﾗ ｴｽﾀｰ ｼﾞｬﾌｪｯﾄ
Matsuoka T, Mulyila E. J*, ：Present Sitation and Issues in the Coastal Waters in the
Philippines: From the View Point of Fish Resource Utilisation Management. Global Research
Project Meeting on June 2 2010.6.2 日本/鹿児島(口頭発表)
学生氏名：奥 理尋
*奥理尋、山田章二、西隆一郎、安藤清一：ニホンウナギ筋肉からの M20A ジペプチダーゼの分離
精製と同定 平成 22 年度日本水産学会秋季大会 2010.9.22-25 日本/京都(ポスター発表)
学生氏名：丘 明城
*丘明城，石崎宗周，金碩鍾，不破茂：枝縄に取付けられたスルメイカの運動特性
本水産学会秋季大会 2010.9.22-25 日本/京都(口頭発表)

平成 22 年度日

学生氏名：高 堅
Jian Gao, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio：Influences of oxidized fish
oil with vitamin C supplementation on growth performance and reduction of oxidative stress
in Red Sea Bream (Pagrus major). 14th International Symposium on Fish Nutrition &
Feeding
2010.5.31-6.4 中国/青島(ポスター発表)

Jian Gao, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio：Effect of vitamin C
supplementation with oxidized fish oil on growth performance and reduction of oxidative
stress in Red Sea Bream (Pagrus major). 39th Scientific Symposium of UJNR Aquaculture
Panel Meeting 2010.10.25-26 日本/鹿児島(ポスター発表)
Jian Gao, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio ： INFLUENCES OF
OXIDIZED FISH OIL WITH VITAMIN E SUPPLEMENTATION ON GROWTH
PERFORMANCE AND REDUCTION OF OXIDATIVE STRESS IN RED SEA BREAM
(Pagrus major) AQUACULTURE AMERICA 2011 2011.2.28-3.3 アメリカ/ニューオーリンズ
学生氏名：ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ ﾑﾙｱ ﾌﾗﾝﾀﾞ
*Fulanda B., Ohtomi J. ： Brachyuran fauna associated with the shrimp fishery in the
semi-enclosed deeper water Kagoshima Bay, southern Japan.
Seventh International
Crustacean Congress (ICC7) 2010.6.20-25 中国/青島(口頭発表)
*Ohtomi J., Fulanda B., ： Preliminary study on spatiotemporal distribution of Penaeid
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shrimps in the semi-enclosed deeper-water Kagoshima Bay, southern Japan. Seventh
International Crustacean Congress (ICC7) 2010.6.20-26 中国/青島(ポスター発表)
*Fulanda B., Ohtomi J.：Effect of tow duration on estimation of abundance of the grenadier
Coelorinchus jordani (Gadiformes, Macrouridae). Spring Meeting of the Japanese Society of
Fisheries Science 2011.3.27-31 日本/東京(ポスター発表)
学生氏名：ｸﾞｪﾝ ﾀﾝ ﾋﾞﾝ
Binh Thanh Nguyen, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio：Effects of
Combined Polychaete Extracts on Reproductive Performance of Kuruma Shrimp,
Marsupenaeus japonicas.
14th International Symposium on Fish Nutrition & Feeding
2010.5.31-6.4 中国/青島(ポスター発表)
Binh Thanh Nguyen, Shogo Harakawa, Kazutaka Sakiyama, Saichiro Yokoyama, Manabu
Ishikawa, Shunsuke Koshio：Effects of Polychaete Extracts on Reproductive Performance of
Marsupenaeus japonicus Bate. 39th Scientific Symposium of UJNR Aquaculture Panel
Meeting 2010.10.25-26 日本/鹿児島(ポスター発表)）
Binh Thanh Nguyen, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, Shunsuke Koshio：Effects of
vitamin C and E on Reproductive Performance of Marsupenaeus japonicas.
2010 RENDAI
general seminar 2010.11.10-12 日本/佐賀(ポスター発表)
学生氏名：松岡 卓司
*Matsuoka T, and Suzuki, H：Description of morphology and behavior related to water
circulation of fiddler crab Uca lacteal. 7th International Crustacean Congress
2010.6.20-6.25 中国/青島(ポスター発表)
*Matsuoka T, and Suzuki, H：Morphology and Behavior for Water Circulation of Uca lacteal.
JSPS Asian Core Program Seminar for the Social and Economic Effects of Negative Impact on
Regional Community. 2010.10.16 日本/鹿児島(ポスター発表)
*松岡卓司、鈴木廣志：シオマネキ類の水吸収に関する形態と行動．日本甲殻類学会第 48 回大会
2010.11.12-14 日本/沖縄(口頭発表)
学生氏名：ﾏﾏｳﾜｸﾞ ﾛｼﾞｬｰ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ﾊﾟﾄﾞｩﾜ
Roger Mamauag, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, and Shunsuke Koshio：Effect of soy
peptide replacement level on growth performance and digestive enzyme activity in juvenile
Japanese flounder, Paralichthys olivaceus. XIV International Symposium on Fish Nutrition
and Feeding
2010.5.31-6.4 中国/青島(ポスター発表)
Roger Mamauag, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, and Shunsuke Koshio：Free and
peptide based dietary methionine supplementation for Red seabream Pagrus major in a soy
protein isolate based diet. JSPS Asian Core Program Seminar for the Social and Economic
Effects of Negative Impact on Regional Community 2010.10.16 日本/鹿児島(ポスター発表)
Roger Mamauag, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, and Shunsuke Koshio：Effect of soy
peptide replacement level on growth performance and digestive enzyme activity in juvenile
Japanese flounder, Paralichthys olivaceus.
The 39th Scientific Symposium of UJNR
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Aquaculture Panel Meeting

2010.10.25-26

日本/鹿児島(ポスター発表)

Roger Mamauag ：Fish vs Soypeptide as supplement in diets for Red seabream, Pagrus major
larvae and juvenile; Effects on growth, feed efficiency, enzyme activity and plasma parameters.
Rendai General Seminar 2010 2010.11.10-12 日本/佐賀(口頭発表)
学生氏名：荻原 豪太
*荻原豪太、本村浩之：オニオコゼ科 Inimicus cirrhosus McKay, 1964 の有効性. 第 21 回九州魚
類生態研究会 2010.2.6-7 日本/宮崎(ポスター発表)
*荻原豪太、本村浩之：オーストラリアに分布するオニオコゼ科魚類の有効種 Inimicus cirrhosus
McKay, 1964. 第 43 回日本魚類学会年会 2010.9.23-26 日本/三重(ポスター発表)
学生氏名：ｻﾝﾀﾝﾀﾞ ｼｰﾗ ﾒｨ
*Santander S, Ayako K, Kamada M, Takumi I, Yoshikawa T, Maeda H ： Sediment
characterization of Shiraishi Lake oyster farm. UJNR Aquaculture Panel 39th Scientific
Symposium: The present and the future of Aquaculture Industry
2010.10.25-26 日本/鹿児
島(ポスター発表)
学生氏名：ﾗｶﾞｻﾞ ｼﾞｬﾆｽ ｱﾗﾉ
Janice A. Ragaza, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, and Shunsuke Koshio：Effects of
different supplementation levels of extracted soy peptide on growth performance and tolerance
to high temperature stress in juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus.
XIV
International Symposium on Fish Nutrition and Feeding 2010.5.31-6.4 中国/青島(ポスター発
表)
学生氏名：ﾗｶﾞｻﾞ ｼﾞｬﾆｽ ｱﾗﾉ
Janice A. Ragaza, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, and Shunsuke Koshio：Effects of
different supplementation levels of extracted soy peptide on growth performance and tolerance
to high temperature stress in juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus. XIV
International Symposium on Fish Nutrition and Feeding 2010.5.31-6.4 中国/青島(口頭発表)
Janice A. Ragaza, Roger Mamauag, Asda Laining, Binh Than Nguyen, Muraoka Yoshi, Aya
Yanagi, Takuma Sakurai, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, and Shunsuke Koshio：
Methionine supplementation in a soy protein isolate diet for juvenile Japanese flounder,
Paralichthys olivaceus. JSPS Asian Core Program Seminar for the Social and Economic
Effects of Negative Impact on Regional Community 2010.10.16 日本/鹿児島(ポスター発表)
Janice A. Ragaza, Saichiro Yokoyama, Manabu Ishikawa, and Shunsuke Koshio：Effects of
different supplementation levels of extracted soy peptide on growth performance and tolerance
to high temperature stress in juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus. The 39th
Scientific Symposium of UJNR Aquaculture Panel Meeting 2010.10.25-26 日本/鹿児島(ポス
ター発表)
Janice A. Ragaza：Interactive effects of function compunds on marine fish nutrition: roles of
seaweeds and peptides on marine fish. Rendai General Seminar 2010 2010.11.10-12 日本/
佐賀(口頭発表)
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学生氏名：ﾌｪﾙﾄﾞｳｽ ｱｰﾒﾄﾞ
*Ahamed F, Ohtomi. J：Reproductive biology of the pandalid shrimp Plesionika izumiae
(Caridea: Pandalidae) in Kagoshima Bay, southern Japan.
Seventh International
Crustacean Congress 2010.6.20-25 中国/青島(口頭発表)
学生氏名：松沼 瑞樹
*松沼瑞樹・本村浩之：ミノカサゴ亜科ヒメヤマノカミ属 Dendrochirus の分類学的再検討．第 43
回日本魚類学会年会 2010.9.23-26 日本/三重(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
応用分子微生物学研究室（鹿児島大学農学部）
徳永正雄
鹿児島大学・農学部・Ｃ棟の３階にあります「応用分子微生物学研究室」の紹介をさせていただきます。
構成員は、徳永と石橋松二郎准教授、他に非常勤のスタッフが 2 名、博士課程学生 1 名とその他の院生学生
さん数名です。
教育・研究内容は、研究室の名前どおり「微生物」を主に扱っておりますが、中でも、最近、力を入れて
いるものとして、極限環境微生物の一種である「好塩性微生物」があります。極限環境微生物は、ヒトなど
の通常生物がとても生きてゆけないような極限的な環境に生息する微生物で、その「極限能力を産業に生か
す」ことを目的に取り組んでいます。好塩性微生物は、比較的私たちに身近な極限環境微生物で、味噌醤油、
漬物などの塩蔵食品や、塩湖、塩田、海洋にも生息しています。好塩性微生物と塩の関係は様々で、高濃度
塩環境でないと生きてゆけない高度好塩菌（古細菌が多い）や、0.2M 程度から飽和食塩濃度まで幅広く生育
できる中度好塩菌などがあり、それらが生産する酵素（好塩性酵素）もそれぞれの塩環境に適応していて様々
な好塩性・耐塩性を示します。
最近、好塩性酵素の面白い性質が解ってきました。好塩性酵素は通常酵素に比べて、高濃度塩環境で良く
働くのはもちろんですが、いったん変性してもその変性要因（高温、変性剤など）が取り除かれれば、効率
良く元の native な状態に復帰できるという事実で、これは「産業的利用」を考えた場合、極めて有利な性質
です。好塩性酵素は、ネットの荷電が大きくマイナスに偏っていて、水可溶性が非常に高く、高濃度塩存在
下でも「塩析」されにくいようになっています。この性質は、変性状態における「非凝集性」を保障し、高
い構造可逆性を生み出しています。可溶性が高いので、大腸菌内で封入体を形成しやすい異種難発現性蛋白
質を好塩性酵素との融合蛋白質として発現させると、多くの場合、見事に可溶性に発現します。通常酵素に
好塩性を付与し高機能化を図ることができると信じています。
食品関連の仕事として、黒酢の酢酸菌の同定法、山川漬けからの乳酸菌の分離、ちょっと変わった環境か
らの焼酎酵母の分離などにも取り組んでいます。微生物ではありませんが、鹿児島銘菓「かるかん」のやま
いもに関する仕事も石橋准教授を中心に行っています。この紹介文がカラーであれば、好塩性酵素と通常酵
素の表面電荷の違いの図を載せたかったのですが、白黒ということで取りやめました。興味を持っていただ
いた方は、是非参考文献をご覧ください。
FEBS lett., 579, 6595(2005); Appl. Microbiol. Biotechnol., 88, 1223 (2010)
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◇留学生の近況

Name: Yuba Raj Gaihre
Nationality: Nepalese
Course of specialization: Tropical Bioresource and Plant Resourse Production
Major chair: Tropical Crop Science
The Year of Entered: 2009
University: Saga University
Title of Research: QTL analysis of sheath blight disease resistance in rice
Advisory professor: Akihiro Nose
First vice- Advisory professor: Toyoaki Annai
Second - Advisory professor: Yoshinobu Kawamitsu
It is great pleasure and honor to introduce myself and my research activities in
this news letters. I am Yuba Raj Gaihre from the western part of naturally beautiful
landlocked Himalayan country Nepal. I completed Master degree in agriculture from
the Saga University in 2009, then after till this time I am enrolling in doctoral course in
United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University. First and for
most, I would like to express my appreciation to all laboratory members, staff of the
united graduate school of agricultural sciences of Kagoshima University and all
Japanese lovely friends for their kindness, friendship, help, advices and acceptance in
this beautiful disciplined society. I have been conducting research on the “QTL analysis
of sheath blight disease in rice” under the supervision of respected Prof. Akihiro Nose.
Sheath blight disease, caused by Rhizoctonia solani, Kuhn which is one of the
most important diseases of rice. Despite extensive searches of the rice germ plasm, the
major gene(s) which give complete resistance to the fungus have not been identified.
During this study we developed a sheath blight resistance high yielding ideotype hybrid
rice line which has 12 metric ton yielding capacity along with the remarkable mid
parent and better parent heterosis in physio-morphological character including content
of RuBisCo and non structural carbohydrate accumulated in leaf sheath. Result showed
variation in sheath blight disease score ranged from 0.06 to 0.61 in F1 hybrid. The
most important achievement of my study is the identification two major QTL region of
sheath blight disease QSHB3 and QSHB7 in rice line 32R by the analysis of genotypic
and phenotypic character in F2 population developed by the cross of Nipponbare on 32R.
The hybrid developed in this study can be the one of the milestone for the sustainable
development of crop model by improving disease resistance because of its high yielding
capacity with high sheath blight resistant, also two QTLs could be useful for the
enhancement of resistance to the disease by the method of marker assisted breeding.
Finally I would like to express my deepest gratitude to my supervisor, Prof. Akihiro
Nose for his guidance in my studies. His profound insight and optimistic attitude is
always providing a strong support for my research. I am also grateful Associate Prof.
Toyoaki Annai and Prof. Yoshinobu Kawamitsu for their guidance for my research.
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◇修了生より

任 同軍
平成 21 年 3 月 鹿児島大学大学院連合農学研究科 水産学専攻修了
平成 21 年 4 月 CP group (Indonesia) Aquafeed Dep.
Deputy General Manager
平成 22 年 1 月 中国大連海洋大学 生命科学技術学部 準教授
皆様、初めまして。平成 21 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
は中国大連市にある大連海洋大学生命科学技術学部にて準教授を務めております任同軍と申します。
私は東京国書日本語学校で日本語を一年間勉強してから、1998 年に鹿児島大学に入学しました。
学部一年生から、博士号を取得するまで、この鹿児島大学で 9 年間の留学生活を送らせました。ま
たその間、妻との出会い、結婚、長男の出産など、人生の一番大切な時点をこの美しい鹿児島で迎
えました。したがって、鹿児島は私の第二の故郷であります。今、留学生活を振り返って見ますと、
有難い気持ちと懐かしい気持ちでいっぱいです。
連合大学院の留学生の皆様は現在、学位取得に向けて毎日、研究活動に励んでおられることと思
います。努力すれば、自分の夢が必ずかなえられると思いますので、ぜひギブアップせずに頑張っ
てください。ただ、私の経験からいうと、努力すると同時にいかに自分のストレスを解消するのか、
つまり自分なりのストレス解消方法を見つけるのも非常に重要だと思います。なぜかというと、留
学生は大体 3 年で長くても 5 年間で学位を取り帰国するつもりでありますが、その間に実験が思う
ように進まなかったり、論文が受理されなかったりするなど様々な困難に直面され、思わず気持ち
を焦られ多大なストレスが溜まってしまいますから。ストレスがうまく解消できないと、学業と生
活に大きな影響をもたらすであろう。鹿児島は温泉で有名なところですので、私にとって、温泉め
ぐりは一番いいストレス解消方法となります。ちょっと自慢なことですが、鹿児島にある温泉にほ
とんど入ったことがあります。
また、
友たちと一緒にお酒を飲むこともストレス解消にいいですね。
皆様にも自分なりの解消方法を見つけたらいいですね！
また、積極的に学会を参加することも非常に大切なことだと思います。私は修士課程から、日本
国内と国際学会をのべ 10 回ほど参加しました。学会を参加することで、たくさんの先生方にアド
バイスをいただき、自分の視野を広げ、研究者としての自覚もだんだん生まれたように思います。
そして、自分の研究内容を英語でプレゼンテーションする機会をいただいたことで、英語能力を高
める意欲も出てきました。
現在は留学期間中に積み重ねた経験を生かして仕事に勤めております。たとえば、大学院での後
輩への指導は非常に有意義なことで、現在学生への指導にその経験を生かしております。今は教授
の指導も助手の助けもなく、自分独自で学生を指導しながら研究活動を展開しなければなりません
ので、少し苦労しております。ただ、研究チームを順調に構築しておりますので、近い将来には少
し成果が出るのではないかと信じております。また、展開している研究が少しでも産業の発展に貢
献ができればと望んでおります。
最後に皆様の学業の順調と、更なる活躍を心よりお祈りを申し上げます。
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◇学会賞等受賞
学 会 賞 等 受 賞 者 紹 介

所 属：佐賀大学農学部
職 名：准教授
氏 名：北垣浩志
学 会 賞 名 ：科学技術分野の文部科学大臣表彰・若手科学者賞、日本生物工学会・生
物工学論文賞（共同受賞、2件）、バイオインダストリー協会・発酵と代謝研究奨励金
学会賞受賞研究題名：ミトコンドリア醸造学の創生と酵母実用育種への応用の研究他
受 賞 年 月 日 ：平成22年4月13日他
［受賞内容］
醸造業や発酵業における微生物による醸造のほとんどは、酸素呼吸を起こさない状態で行われ
ます。このことから、これまでの醸造学・発酵学においては、酵母ミトコンドリアに着目した研
究はほとんど顧みられてきませんでした。
しかしながら私は米国留学時に得たミトコンドリアの知識と解析手法、これまでに培ってきた
分子生物学的手法を組み合わせ、すべての産業的アルコール発酵で世界で初めて酵母ミトコンド
リアの存在と構造を明らかにしました。
さらに、ミトコンドリアの輸送に着目することで、酒類業界における長年の懸案であったピル
ビン酸を低減する酵母の育種に成功しました。この酵母は既に産業界で使われ、実用化にも成功
しています。
ミトコンドリア醸造学という独自の学術・技術分野を基礎研究の段階からゼロから切り拓き、
産業界への技術移転にも成功し、酒類業界の長年の技術課題を解決した研究実績に対して、上記
の受賞が行われました。
参考：文部科学省では、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた
者について、その功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、もって我
が国の科学技術水準の向上に寄与することを目的とする科学技術分野の文部科学大臣表彰を定
めております。
○高度な研究開発能力を有する若手研究者を対象とした若手科学者賞
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学 会 賞 等 受 賞 者 紹 介

所属：鹿児島大学大学院連合農学研究科
職名：准教授
氏名：寺田 竜太
学 会
賞 名 ：第 14 回日本藻類学会論文賞
学会賞受賞研究題目：Species richness of marine macrophytes
correlated to the wave exposure gradient
受 賞 年 月 日：平成 23 年 3 月 27 日
[受賞内容]
日本藻類学会では，英文誌 Phycological Research（Impact Factor: 1.246）に掲載された論文の中か
ら，学問の進展に顕著な業績をあげた論文を日本藻類学会論文賞として表彰しています。今回，57 巻 4
号（2009 年）と 58 巻 1-4 号（2010 年）に掲載された論文の中から，標記研究題目の論文が第 14 回日
本藻類学会論文賞を受賞しました。
Gregory N. Nishihara and Ryuta Terada.
Species richness of marine macrophytes is correlated to a wave exposure gradient.
Phycological Research 58(4): 280–292 (2010).

本研究では，鹿児島県長島や種子島，屋久
島，徳之島，沖永良部島でおこなわれた海藻
植生調査を基に，海藻類の種多様性が波浪の
程度に強く関連することを明らかにしまし
た。波浪の程度が海藻類の生育に影響を与え
るであろうということは多くの観察例で指摘
されていますが，客観的データで相互の関係
について論じた報告はありませんでした。
本研究の結果，波浪や流動等の環境が激し
い場所は，一般に海藻の種類や形態の多様性
が低下しました。しかし，褐藻類や
“thick-leathery”的な形態を有する種類の場
合，波浪環境が一定レベルまで増加すると共
に，種多様性も増加することが明らかになり
ました。波浪の影響は分類群のよって一様で
ないことから，生物の多様性とその決定機構
を明らかにする際は，波浪や流動等の物理的
要因の把握が不可欠であることを示唆しまし
た。
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学 会 賞 等 受 賞 者 紹 介

所属：生物環境保全科学（琉球）
職名：教授
氏名： 辻 瑞樹
学
会
賞
名 ：第１回日本動物行動学会賞
学会賞受賞研究題目：動物の行動に関する新たな理論の構築あるいは既存の理論の発展
受 賞 年 月 日：2010 年 10 月 21 日
[受賞内容]
日本動物行動学会は1982年に設立され、ノーベル賞を受賞したローレンツやティンバーゲンが
発展させたエソロジー（行動学）の伝統を踏まえつつ、 動物の行動に関するあらゆる研究分野を含
む学会です。日本動物行動学会賞は、動物行動学分野で現在優れた研究を研究者のキャリアを問わ
ず表彰することによって、動物行動学のいっそうの活性化を図ることを目的として設けられました。
１つの内容と見なせる良くまとまった数本あるいは単一の論文からなる業績が対象です。その第１
回の受賞者に本学の辻 瑞樹教授（研究発表はペンネーム辻 和希を使用）が選ばれました。
アリやハチが示す社会行動には目を見張るものがあります。なかでも、自分自身では子供を残さ
ず女王のために働く働アリの利他行動は動物行動学における最大級の難問でした。この理論的答え
として、現在最も広く受け入れられている考えは、社会行動の進化には血縁関係が重要だとする血
縁選択説です。辻和希氏は、血縁関係だけでは説明できない、昆虫の社会行動の多様性を説明する
一連の理論的研究を行いました。これらの理論は昆虫を超え、外来種問題やサンゴや植物の生活史
の多様性も説明できる可能性を秘めた新しいもので、社会性昆虫に限らない一般的な意味を持つこ
とが評価され受賞に至りました。なお、受賞対象論文は以下の３報です。
Tsuji, K., Tsuji, N. (2005) Why is dominance hierarchy age-related in social insects? The
relative longevity hypothesis. Behavioral Ecology and Sociobiology 58 : 517-526.
Nakamaru, M., Beppu, Y., Tsuji, K. (2007) Does disturbance favor dispersal? An analysis of ant
migration using the colony-based lattice model. Journal of Theoretical Biology 248：288-300
Ohtsuki, H., Tsuji, K. (2009) Adaptive reproduction schedule as a cause of worker policing in
social Hymenoptera: a dynamic game analysis. American Naturalist 173: 747-758.
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学 会 賞 等 受 賞 者 紹 介
所属：琉球大学農学部
職名：教授
氏名：和田浩二
学 会
賞 名 ：日本食品保蔵科学会 学会賞
学会賞受賞研究題目：沖縄県産特産物の機能性成分と加工利用に関する食品化学的研究
受 賞 年 月 日：平成 22 年 6 月 26 日
[受賞内容]
日本食品保蔵科学会は、食品の低温保蔵に関する基礎的研究ならびに応用に関する研究を推進し、生
産、貯蔵、加工、流通等の技術およびこれらに関する機器の改善を図り、食品流通の合理化と食生活の
安定を目的とし、1975 年に発足しました。学会賞は､本学会の目的分野において特に顕著な研究業績を
あげた者に授与されます。受賞となった研究概要は以下の通りです。
日本で唯一、亜熱帯地域である沖縄には他府県とは異なる食品が多くあり、これらの食品中の機能性
成分は独特の食習慣ともあわせて長寿との関わりが深いと考えられている。しかしながら、沖縄特産食
品を対象とし、それらの機能性成分や加工利用について総括的に行った研究は少ない。本研究で行った
主な沖縄特産食品の研究内容は以下の通りである。
沖縄黒糖はその製造法からショ糖以外のサトウキビ由来の多くの機能性成分を含んでいる。そこで、
沖縄黒糖中のフェノール化合物群に着目し、それらの構造解析を行うとともに、黒糖やフェノール化合
物の機能性について検証した。また、フェノール化合物以外にもサトウキビ表皮のワックス成分である
高級脂肪族アルコール（ポリコサノール）や相当する長鎖アルデヒドの分析を行い、黒糖の製造工程と
の相関を明らかにした。
シークヮーサーは古くから沖縄に自生するカンキツで、新たな発ガン抑制成分としてノビレチンが見
いだされた。そこで、シークヮーサー果汁中のノビレチンの定量法を設定し、ノビレチンは果皮由来の
成分であり、その含量は製造工程での処理の影響が大きいことを明らかにした。さらに、偶発実生の無
核シークヮーサーの果実特性とポリメトキシフラボン（PMF）含量を分析し、早熟系統で、しかも PMF
含量も十分高いことを明らかにした。
秋ウコンはショウガ科の多年草で、日本では主に沖縄で生産されている。秋ウコンの機能性成分であ
るクルクミンには多くの薬理作用が報告されているが、消化管吸収は非常に悪い。そこで、秋ウコンエ
キスや機能性成分であるクルクミンをナノサイズでリポソーム化し、その安定性、吸収性や機能性の向
上について検証した。
以上のように、本研究は沖縄県産特産物の機能性成分の分析と加工利用を食品化学的見地から総括的
に行ったものであり、これらの基礎的知見をもとに実施した産学官連携での研究開発の成果を、今後は
地域社会への貢献につなげたいと考える。
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学 会 賞 等 受 賞 者 紹 介

本研究科卒業生

フィリピンの Outstanding Young Scientists 受賞

水産学研究科および連合農学研究科を 18 年度および 21 年度に修了した Nathaniel Cal Añasco 君が、
2011 年のフィリピンの Outstanding Young Scientists を受賞しました。この賞は 41 歳以下で科学技術
に大きく貢献した若いフィリピン人研究者に贈られる賞です。彼は鹿児島大学水産学部附属海洋資源環
境教育研究センターで、農薬の海洋汚染と生態影響を研究し、その成果である農薬の水産資源生物に対
する影響に関する研究が評価され、この賞を受賞しました。7 月 14 日に行われた受賞式の様子を、写真
1 と 2 に示しました。さらに詳しくは、以下のウェッブページをご覧ください。
http://tuklasinnatin.wordpress.com/2011/07/13/2011-nast-outstanding-young-scientist-nathaniel-c-a
nasco-ph-d-fisheries-science/

写真 1 National Academy of Science and Technology 会長、副会長と共に

写真 2 今年の受賞者全員
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平成２２年大学院連合農学研究科学位記授与式（前期）

大学院連合農学研究科では、９月１７日（金）
、平成２２年度鹿児島大学大学院連合農学研
究科学位記授与式が挙行され、課程博士３名に、菅沼俊彦連合農学研究科長から学位記が
授与されました。
授与式は、佐賀大学大学院農学研究科長、琉球大学大学院農学研究科長（代理出席）、鹿
児島大学大学院農学研究科長、鹿児島大学大学院水産学研究科長を始め、各構成大学の指
導教員も出席し、厳粛な雰囲気の中で挙行されました。
また、学位記授与式終了後は、１階小会議室に場所を移して祝賀会が行われ、出席した
学位取得者や指導教員から、これまでの苦労や今後の決意など、一言ずつ話をしてもらい、
式の時とは一転、祝賀会は和やかな雰囲気の中で、ご家族も一緒にしばし歓談の時を持つ
ことができました。
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平成２２年度大学院連合農学研究科学位記授与式（後期）
連合農学研究科は、3 月 14 日、平成 22 年度大学院連合農学研究科学位記授与式を挙行し、
課程博士 23 名（うち外国人留学生 11 名）に吉田浩己学長から学位記が授与された。
授与式では、吉田浩己学長が「高い志を持って地球規模の問題の解決に貢献し、世界で
活躍することを期待します」と告辞を述べた。続いて構成大学の佛淵孝夫佐賀大学長、仲
地宗俊琉球大学農学研究科長（岩政輝男琉球大学長の代理）からそれぞれ祝辞が述べられ
た。
最後に修了生を代表して、河野剛さん（佐賀大学配属・生物環境保全科学専攻）が「誇
りを持ってさらなる研究の発展に努めていきたい」と謝辞を述べた。
【平成 22 年度の修了生数 23 名（女性 10 名）】
・日本人 12 名（社会人 3 名）
・外国人留学生 11 名（タンザニア 2 名、バングラデシュ 2 名、スリランカ、タイ、チュ
ニジア、パキスタン、フィリピン、韓国、中国

各 1 名）

学位記授与式の様子

謝辞を述べる河野さん

77

平成２２年度大学大学院連合農学研究科１０月入学コース入学式

大学院連合農学研究科は、１０月１日、平成２２年度鹿児島大学大学院連合農学研究科
秋季入学式を挙行した。秋季の入学者は、外国人留学生５名を含む計９名。
入学式では、はじめに、菅沼俊彦連合農学研究科長が入学許可を宣言した。その後、入
学生を代表して鹿児島大学配属の中畑勝見さんが入学者宣誓を行い、
「国際的な研究者をめ
ざして学習に専念することを誓います」と述べた。続いて、菅沼研究科長から「地域に密
着した研究テーマから着手し、世界共通の課題を見つけ、研究に励むことを期待します」
と告辞があった後、構成大学の仲地宗俊琉球大学農学研究科長から「高い志を持って研究
に邁進してください」と祝辞があった。
【外国人留学生の国別内訳：５名】
バングラデシュ１名、インドネシア２名、中国２名

入学者宣誓をする中畑勝見さん

78

平成２３年度大学院連合農学研究科入学式

大学院連合農学研究科では、４月１５日、平成２３年度入学式を挙行しました。
開式に先立ち、東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、出席者全員が黙
祷を捧げました。
式では、入学生を代表して琉球大学配属の服部浩之（はっとり

ひろゆき）さんが入学

者宣誓を行いました。引き続いて、吉田浩己学長から「日本そして世界の新しいリーダー
となるように、高い志をもって、日々の研鑽に励まれることを心より期待します。」と告
辞があった後、構成大学の佛淵孝夫佐賀大学長、川本康博琉球大学農学研究科長（岩政輝
男琉球大学長の代理）からそれぞれ祝辞が述べられました。
なお、今年度は、外国人留学生１５名を含む計３２名が入学しました

【外国人留学生の国内訳：１５名】
ベトナム３名、バングラテシュ２名、ミャンマー２名、フィリピン２名、ウガンダ１名、
スリランカ１名、インドネシア１名、マレーシア１名、トンガ１名、モーリタニア１名

入学者宣誓をする服部浩之さん
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告

辞

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２３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、３２名の新入生の皆様に心か
ら歓迎いたしますとともに、皆様にお祝いを申し上げます。
去る３月１１日に発生した東日本大震災は、これまでに例をみない規模の災害を引き
起こしました。被災された方々に対し、心からお見舞いを申し上げますとともに、お亡
くなりになられた方々へ、哀悼の意を表します。鹿児島大学でも、他の国立大学と協力
し、義援金の募金、医療チームの派遣及び本学・九州地区国立大学の学生・教職員から
の救援物資の鹿児島大学水産学部練習船かごしま丸による輸送などをはじめ、様々な取
り組みを行ってまいりました。今度も、これらの作業を遅滞なく進めるとともに、総力
をあげて支援に当たらせていただく決意であります。
この日本の事態は、全国民の一人一人へ、人間の生と死、個人と社会、人にとっての
豊かさや幸せ、あるべき社会、生き方を自問せよと鋭くせまっています。いま日本が直
面している未曾有の困難にあたって、皆さんも、この困難を直視し、今できることは何
かを考え、実践しなければなりません。日本がこの厳しい試練を乗り越え、心豊かに安
心して生活できる、持続発展可能な「希望ある成熟社会」を構築するために、次世代を
担おうとする皆さんは、大変大きな期待と責任が課せられていることを自覚し、自己を
真剣に見つめ、何のために大学に入学したのか、どのような人間になるべきか、そのた
めに大学では何を修得するか、様々に自らに問いかけ、目標を定め、その実現のために
力強い第一歩を踏み出していかれることを期待しております。
本研究科は、設置されて２４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。
入学生３２名の内訳は、生物生産科学専攻１１名、応用生命科学専攻７名、農水圏資
源環境科学専攻１４名となっており、佐賀大学配属の学生が８名、琉球大学が６名、鹿
児島大学が１８名であります。入学生の中には社会人の方が５名おられ、仕事と研究を
両立させながら学業に励むこととなります。
また、新入生の中には１０カ国から１５名の熱い志を持った外国人留学生が来られて
おられます。
Congratulations！ I would like to express my welcome to you.
ようこそいらっしゃいました。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、日本の文化・風土に触れ、国際的感覚を身につけられることを望みます。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交流され、目的を成し遂げられることを祈っております。こ
こで、学ぶ楽しさ喜びを味わってください。
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、
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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、農林水産業の基本となる研究、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。
これまでに本研究科より社会に送り出した７１５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、人間的にも成長し倫理観の高い研究者に成長
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。そして、
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。
２０１１年４月１５日
鹿児島大学長 吉田 浩己
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平成２２年度 農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）を終えて

佐賀大学農学部
井上

興一

小林

恒夫

渡邉

啓一

平成２２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
平成２２年度の農学特別講義Ⅰ(一般セミナー)は、１１月１０日〜１２日の３日間、佐賀大学の担当で
ホテルマリターレ創世にて行われ、参加学生は８１名であった。構成３大学の学生が一同に会して、内外
の６名の講師による講義を受講すると共に、各学生によるポスターセッションやプロジェクターを用いた
プレゼンテーションにより各自の研究に関する情報交換や討論がなされた。ここに、学生に対するアンケ
ート調査結果を含めて、一般セミナーの実施報告を行う。
第１日目の専攻セミナーでは、４班に分かれて研究内容を発表しあい、意見交換が行われた。９０％以
上の受講者がこのセミナーの意義を認めていた。発表訓練ができたばかりでなく、他の学生の発表から研
究のアイデアを得た者や国籍を超えた貴重な研究仲間を得た者もあり、また、これを機会に共同研究に発
展した例もあった。一方で、各自の発表時間が５分以内では短すぎるとの意見が多かったのは今後の課題
である。
第２日目と第３日目にそれぞれ３コマの９０分講義が行われた。分野は分子生物学、構造生物学、分
析化学、環境科学の広範囲に及び、何れの講義も専門的に高い水準のものであった。これらのすべての
講義を受講し理解することは、学生にとって決して容易ではなかったことがアンケート調査から読み取
れる。しかし、研究の視野を若いうちに広げておくことは、本講義の目標でもある課題探求能力や創造
性を養うために役立つと我々は信じている。本研究科の学生が一同に会して行う講義の難しさは、各学
生の専門の違いが大きい事や日本語と英語の理解力の差にある。今年度は３名の講師に英語で講義し、
３名の講師には日本語で講義するようにお願いした。その結果、邦人学生からは専門分野の異なる英語
の講義は理解が困難との意見があり、留学生からは日本語講義について同様の意見があった。一方、英
語を主として使用し日本語でも要点を解説された講師の方の講義は、邦人、留学生を問わず高い評価を
得ていた。講義をわかり易くするための工夫として、英語スライドのコピーを配布資料とする提案が複
数の学生からあった。これは確かに有効と思われ、２３年度から実施することが望まれる。
第２日目の情報交換セミナー（ポスターセッション）では、２年生全員が研究成果報告を行い、学生同
士あるいは教員を交えて大変活発な討論が行われた。学生と教員で投票を行った結果、佐賀大学のモンジ
ュールさん、ヌグロホさん、鹿児島大学水産学部のパドウワさんの３名がベストポスター賞を受賞した。
ポスターセッションはほとんどすべての学生がその意義を認めており、本講義の中で学生からの評価が最
も高いセクションであった。高評価の理由として、専門外の人に説明する訓練となった。研究の情報交
換を通して交流の良い機会になった。研究に対して意義深い討論ができた。研究手法が参考になった。
実験のアイデアやヒントが得られたなどの報告があった。一方で、総時間３時間のポスターセッション
は長すぎるとの意見も複数あった。
ポスターセッションに引き続き、軽食を用意して２時間程度の交流会を行った。８２％の学生が意義
深いとしていたが、２１年度の交流会と比較してか、料理が少なすぎるとの批評が多かった。一方、交
流会をポスターセッションと融合させ、食べ物はお茶・コーヒーと菓子程度でよいとの意見もあった。
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今回はどっちつかずで中途半端であった。交流会のあり方は今後の課題である。
本講義は幅広い知識を習得すると共に発表能力、課題探求能力、創造性を養うことを目標としており、
連合農学研究科の特徴を最も生かした講義といえる。講義の進め方に対して改善すべき反省点もあったが、
学生に対するアンケート調査結果から、平成２２年度も講義の目標は概ね達成されたといえるだろう。
２２年度は佐賀大学が担当ということで代議委員の井上、小林、渡邉が全体の進行を行った。講義進
行の要所要所で挨拶の言葉をいただいた菅沼研究科長と野瀬佐賀大学農学部長、講師のお世話や講義の
司会を行いご協力いただいた各構成大学代議委員の方々には、厚くお礼申し上げる。また、本講義の準
備と開催にあたり、多大なるご協力をいただいた連大及び佐賀大学農学部教務課のスタッフには深く感
謝する。特に、百武係長、中村氏には、裏方としてさまざまな面でご活躍いただき、心からの感謝の意
を表したい。
２３年度は鹿児島大学農学部が担当で本講義が行われる。さらに実りの多い講義となることを期待し、
２２年度の実施報告を終える。
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第３日目

第２日目

第１日目

日

11/12（金）

11/11（木）

11/10（水）

時

付

受

付

受

県立広島大学
生命環境学部
江頭 直義
教授

憩

食

昼

ホテルマリターレ創世

九州大学大学院
農学研究院
大槻 恭一
教授

｢水循環はなぜ農林水産
業や環境問題にとって
重要なのか？｣

「電解発光を利用する迅
速高感度検出法の開発」

休

食

昼

セミナーC

13:00

14:00

14:00

鹿児島大学水産学部
西 隆一郎
教授

「陸域から沿岸域への物質
循環の簡易モデル化」

セミナーＦ

14:00

受 付

式

講

閉

開
講
式
・
写
真
撮
影

（ポスターセッション）

14:40

17:00

16:30

16:00 16: 30

16:00

情報交換セミナー

15:00

15:00

ホテルマリターレ創世

九州大学大学院
農学研究院
木村 誠
教授

「遺伝情報解読マシナリー・
リボソームの構造と機能」

11:40 12:30
セミナーE

10:00 10:10

酒類総合研究所
醸造技術基盤研究部門
岩下 和裕
主任研究員

セミナーD

8:30

九州大学大学院
農学研究院
熊丸 敏博
准教授

憩

「ヒトを感動させる微生物
ゲノムサイエンス」

休

11:40 12:30

12:00

セミナーB

11:00

セミナーA

10:00 10:10

10:00

「イネ種子における貯蔵
たんぱく質グルテリンの
細胞内輸送と集積に関す
る遺伝的制御機構」

8:30

9:00
19:00

19:00

交 流 会

ホテルマリターレ創世
18:00

専攻セミナー

18:00

平成２２年度 鹿児島大学大学院連合農学研究科・農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）日程表
20:00

21:00

Time

Seminar Ａ
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Registration

N. Egashira
（Hiroshima
Prefectural Univ.）

Development of
rapid and
highly-sensitive
detection based on
electrochemilumine
scence
Lunch

Break

Seminar Ｆ

14:00

R. Nishi
（Kagoshima Univ.）

Simplified modeling of
sediment transport
from a mountain to
nearshore zone through
a river

12:30

16:00 16:30

16:00

Poster Sessions

15:00

15:00

14:40

(Place) HOTEL MARITAL SOUSEI

M. Kimura
（Kyushu Univ.）

Structure and function
of ribosome : a decoding
machinery of genetic
information

14:00

14:00

Seminar Ｃ

13:00

12:30

(Place) HOTEL MARITAL SOUSEI

K. Otsuki
（Kyushu Univ.）

Why is hydrologic
cycle important for
agriculture, forestry
and fisheries and
environmental
problems?

Seminar Ｅ

11:40

K. Iwashita
(National Research
Institute of Brewing）

10:00 10:10

Break

Seminar Ｄ

11:40

12:00

Lunch

8:30

Registration

T. Kumamaru
（Kyushu Univ.）

Seminar B

11:00

Microbe genome
science can make
human happiness?

10:00 10:10

10:00

Genetic mechanism
of the intracellular
transport and
accumulation of
glutelin in rice seed

8:30

9:00

Registration

Nov. 12th
（Fri.）

Nov. 11th
（Thu.）

Nov. 10th
（Wed.）

Day

18:00
19:00

19:00

Reception

(Place) HOTEL MARITAL SOUSEI
16:30
18:00

Presentation of Research
Reports

17:00

Program for the 2010 AgricultureⅠ（General Seminar）of the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University

Ceremony
&
Group

Closing Ceremony

20:00

平成２２年度鹿児島大学大学院連合農学研究科
農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）に関するアンケート調査集計結果

本年度の農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）の参加学生は８１名であり、アンケートを提出したものは７４名
で回収率は９１％でした。以下に集計結果及び回答のあった意見を全て掲載します。

１．セミナーの理解度について About understanding the seminars.
セミナーＡ
回答者
ほぼ理解出来た
almost all
半分程理解出来た about half
理解出来なかった Didn't

７４名（９１％）
１４名（１９％）
４５名（６１％）
１５名（２０％）

（意見）
・本研究により米のパン原料への積極的な活用が見込まれることが期待されることがわかりました。用途先、需
要先を明確にした研究の大事さを教えていただきました。
・英語の講義で難しかったが、基礎研究から日本酒、パンの製造と現実性の関連も話され参考になった。
・日本語の方が授業すれば理解しやすいと思う。
・変異体の米で造られた米パンの味と食感に気になります。
・分子生物学の知識を最低限要求される物で分子生物学の研究をしていない人には理解しがたい内容であった。
専攻分野が多い事を考慮してほしい。
・geneの制御機構に関する講義は難しかった。
・難しかったが少しは理解することができた。
・専門が異なる上に英語のパワーポイントと英語の講義は、非常に難しかったです。
・英語での講演は良いスタートだと思いました。全体的にもう少しスムーズだとなお良かったです。
・英語はいらない。
・学生時代からの研究の延長で自分の酒を飲めたというは研究者冥利につきると思います。
・個々の物質や専門用語の予備知識を持ってなかったため理解は困難でした。
・日本語でも理解できない内容を英語で話されても理解できるわけがない。
・大まかな内容はわかったが専門的な単語で解らないものが結構あり、簡単な説明をはさんでほしいし他分野の
人もわかるようにしてほしい。
・開講講座（動物）との関係性がみえなかった。
・基礎研究が、どのようにして応用されていくのかを示した例もあり、研究の意義が理解しやすかった。
・From this Lecture I have learned Rice glutelin is initially synthesized as a precursor on endoplasmic Reticulum membrane
which is then transported from ER to protein storage vacuole via Golgi.
・The contents are not concerned absolutely to my field of study.
・Very informative
・Topic is very interesting.
・It’s better it to speak by English.
・Rice mutants accumulating glutelin precursor were analyzed to elucidate the genetic mechanism for intracellular transport
＆ accumulation of seed storage protein. Very innovative lecture.
・Genetics is not really my field, so I find this seminar uninteresting and difficult to understand. I commend the speaker
for Speaking in English. Flow of lecture is scattered.
・Interesting a significant study lack definitions which could be very helpful for students who have no background on the
study.
・Presentation was good.
・It was good lecture. It can help in my research.
・It is an interesting speech, but still some problems for me. It is a little far from my major, I can’t fully understand.
・The topic was too different from my major.
・I didn’t understand about genetic things and the presentation so detailed on that.
・Though it was different from my major but it was understandable for the nice presentation.
・I didn’t know with this topics.
・Maybe more connected with application is better.
・I should learn more vocabulary about molecular biology.
・It was interesting.
・I have a little at knowledge of genetics information, but for this course 1 have a new experience of intracellular form put
accumulation of gluten in rice seed.
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セミナーＢ
回答者
ほぼ理解出来た
almost all
半分程理解出来た about half
理解出来なかった Didn't

７４名（９１％）
３５名（４７％）
３２名（４３％）
７名（１０％）

（意見）
・味、香を作用する要因を遺伝子レベルで解析されていた。単なる麹菌の違いで味が変わると思っていたが、基
礎研究の重要性を再認した。
・非常に面白くわかりやすい。
・研究のあらすじよく説明してくださってわかりやすかったです。
・身近な話題であり、まさに多くのことを専攻している人達がいる連合農学研究科にふさわしい講義である。た
だし講義時間が長く質問の時間が十分に無かった。
・話し方がよくスライドも見やすかった。
・日本酒のことなので興味深く思いました。
・酒は水82％アルコール15％と3％のアミノ酸、peptide polyphone等からできているとのこと3％の発現が重要との
レチャー勉強になりました。
・講演の導入から学生が興味を持ちやすいように工夫されていて楽しんで聞くことができた。プレゼンの技術を
学ぶこともできてよかった。
・コウジ菌の菌株の差とゲノム進化の関係の話は大変興味深かった。
・とてもよくわかり、専門以外の人にも楽しくあっという間の講義でした。
・見せ方が良かった。
・スライドが見にくい。
・酒を科学的に解釈でとらえた内容でとてもおもしろかった５０％の機能予想不明遺伝子に今後の新しい酒造り
を期待したいと思います。
・専門的な内容を身近な事と結びつけることでとても分かりやすかったです。プレゼンの組み立て方についても
非常に参考になりました。
・身近な視点からの説明があり、難しい内容であったが、少しは理解できた。
・わかりやすい内容もふまえてだったので比較的聞き易かった。
・導入から興味を引きやすい内容になっており、楽しく講義を聞けた。
・From this Lecture they suggested that the loss of genes is one of important driving force for the genome evolution and its
affects adaptation to industrial requirement.
・The way of presentation by the speaker is quite good.
・Very good
・The presentation was interesting.
・Sake gives great pleasure. But what’s behind this is the microbe genome coordination. Very nice presentation.
・If the lecture was conducted in English , then I would have understood almost all of the things discussed. It was an
interesting start to equate alcohol beverage with emotions and happiness. His lecture is too long.
・Very clear a easy to understand presentation.
・If the presentation is in English, then more helpful to understand.
・I can understand many unknown thinks.
・The lecture should be in English. Because the foreigners could not understand in Japanese language.
・Good and interesting, but if the speaker can explain some important conception in English, that would be better.
・The topic is interesting but presentation is too fast, and it was too different from my major.
・Although the speaker using Japanese language but the slide show was interesting and gave a bunch of information.
・should be given in English.
・Though it was different from my major but it was understandable for the nice presentation.
・The lecture was interesting but I didn’t understand.
・Limited microarray analysis, need more methods.
・Good way to introduce difficult academic topic. Very vividly

セミナーＣ
回答者
ほぼ理解出来た
almost all
半分程理解出来た about half
理解出来なかった Didn't

７４名 (９１％）
１８名 (２４％）
３２名（４３％）
２４名 (３３％）

（意見）
・専門用語が多く英語も難しかった。
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・とても深い専門で英文だけでわかりません。
・基礎研究ですが、応用にいつかできると思います。
・分子生物学の知識が要求され残念ながら分子生物学が専攻でない私には理解できなかった。
・スライドの字が小さくよく見えなかった。
・分子生物学のtRNA, mRNA の転写など基本原理の講義とは言え遺伝情報解読のセミナーは私にはむつかしかっ
た 。
・英語がいまいち聞きとれなかったのでプリントがほしかった。
・やはり無理に英語で話さなくてもいいと思いました。質問が一つも出ないというのはどうかと思います。
・話すスピードが少しゆっくりで、区切りがわかりにくいと感じました。
・興味ない。
・基礎的な事項や教科書レベルの話が多い印象だった。
・英語はいらないし別に教科書で十分。
・基礎生化学の知識不足により理解は難しかったです。
・講義の内容を理解する以前に用語の意味が分からないので、理解不能だった。
・難しい
・内容が興味深かったが、農学への応用についてもう少し話をしてほしかった。
・This lecture focuses primarily on protein synthesis in prokaryotes because it illustrates many general principles and is
relatively well understood.
・Because the contents are high level of RNA research. Cannot catch to ordinary listeners.
・Informative
・The lecture was difficult to understand.
・Ribosome’s structure & how protein synthesis takes place within it are revealed by this lecture. A very good lecture on
protein synthesis.
・Impressive lecture, since many of the details he deliver based on basics of ribosome and transcription, we hadn’t that
question to ask very nice lecture. I appreciate.
・I commend the speaker for using English. The flow of the lecture is good. Too much graphics in the lecture could have
been better if texts (outlined/bullets) were added.
・Application of the basic study should be discussed for applications.
・But interesting, I do not have chance to know about this subject.
・This lecture was very nice.
・Very good. I can understand more than half of the content.
・This lecture look like to be pure bio science, more than applied science like our course.
・I didn’t understand most of the enzyme things.
・It was difficult to understand for me. Because I have basic knowledge but presentation was highly difficult.
・The lecture was interesting but I didn’t understand.
・So basic, hard to understand.
・I think I am lack of the knowledge foundation of molecule biology.

セミナーＤ
回答者
ほぼ理解出来た
almost all
半分程理解出来た about half
理解出来なかった Didn't

７４名（９１％）
６名（８％）
５０名（６８％）
１８名（２４％）

（意見）
・高感度測定法魅力的手法であると感じました。医療現場で実用化されること楽しみです。
・基礎研究の重要性と実用化に向けた取り組みであった。私どもの出口を見据えて研究の方向性を考えること
を学んだ。
・内容が理解できたが、実際に社会に何か役立てるかわかりません。
・内容が面白かったです。
・やはり分子生物学の知識が必要。
・多くのことを理解することができたので大変有意義な講義だったと思う。
・半分近くの学生（主に留学生）はわかってないかもしれない？
・英語ではなかったので留学生はムズかしかったと思う。
・スライドは英語で書けば良いのに。
・新しい技術による分析時間短縮や高感度化はすばらしいと思う。ただし、コスト面についての問題点の他、メ
ンテナンスの点についての問題が課題なのが残念。
・興味深かったですが難しかったです。
・色々な所で使われると便利になると思った。詳しいことは理解できなかった。
・分析方法の確立は、独創的な研究を行う上で必要なことだなと感じた。
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・Development of rapid detection for detergents is important because some compounds decomposed by microbial are
potential environmental hormones.
・Explanation to technical terminology could not understand.
・Interesting
・The (language)communication media I could not understand well.
・I didn’t understand the presentation because the language was Japan.
・Electrochemiluminescence (ELC) is promising for application to chemical detections and one of the chemiluminescence
following electrode reactions. Very nice presentation.
・Sound good, but prof should have made at least slides in English, since his whole lecture was in Japanese we could not
understand the worth details of his experience.
・How can I understand the lecture when it was orally and visually presented in Japanese only ? I didn’t understand a thing
about the lecture.
・The presentation is in Japanese, so it is difficult for me to understand.
・The lectures should be in English. Because the foreigners could not understand in Japanese language.
・Cannot understand almost all of the speech.
・At least, slide should be in English, so that international student can understand.
・I didn’t understand lot the speaker using Japanese language.
・should be given in English
・was understandable
・I don’t understand Japanese. If prof speak Japanese, please made presentation using English.
・Very useful, but state in English is better.
・I am sorry it’s my first time to hear of this technology, but I think it’s useful.
・It was excellent.

セミナーＥ
回答者
ほぼ理解出来た
almost all
半分程理解出来た about half
理解出来なかった Didn't

７４名（９１％）
５３名（７２％）
１８名（２４％）
３名（４％）

（意見）
・講師の先生もわかりやすい英語で説明するよう努力していただきありがたかった。
・勉強になった。
・口調がよくてわかりやすかったです。
・とてもsimple and clear な言葉で説明して頂いたので、大変わかりやすかった。情報量も適切だった。
・興味深くお話をきくことができました。
・先生は丁寧に説明してくれていたが多分野だったので少し理解が難しかった。
・多国籍全員に伝達するときの模範例。
・分かりやすかった。
・英語と日本語で説明して頂き、分野外の自分でも理解しやすかった。
・造林は自然回復の為の良い手法だと思っていたが、蒸散量の増加により流量が減ってしまうと河川の維持水量
が確保できなくなるというのは新しい発見でした。
・とてもわかりやすかったです。あまり細かい分野に入り込まず、来年はこのような内容を中心に組みたてては
いかがでしょうか。
・何とか講義の内容を少し理解できた。
・概論に近い講義で非常にわかりやすかった。
・英語主体だったが、ところどころで日本語の解説もあり、内容もシンプルで分かりやすかった。
・From this Lecture I have learned evapotranspiration the net loss for these bio-industries purifies and carries atmosphere as
latent heat and mitigate.
・The speakers English is easy to understand. The contents are easy to understand also.
・Very good
・Good presentation slid is a easy understand
・Very interesting useful and stimulating presentation. Has wide application.
・The lecture was interesting. The slide were easy to understand. Thank you for Otsuki sensei for the support us.
・This lecture emphasizes on the importance of water on bio-industries-agriculture, forestry & fisheries through which 9 get
chance to strengthen my knowledge on hydrological cycle.
・It’s very easy to understand.
・Speaker speaks English well. Presentation was interesting, clear, and easy to understand. Lecture is too long, enough.
・Everything was good for understand.
・I can understand about the many environmental problems from this lecture.
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・Attractive speech and clear slides I really enjoyed the prof. Otsuki’s speech.
・The topic is very interesting. Thank you very much.
・Very interesting presentation and discussion.
・Very good and interesting and informative lecture.
・It was a nice presentation.
・This lecture was interesting because it’s correlated with my research.
・Interesting give some suggestions are better.
・Excellent introduction. Very gentle professor.
・I learned and acquired much knowledge.

セミナーＦ
回答者
ほぼ理解出来た
almost all
半分程理解出来た about half
理解出来なかった Didn't

６９名（８５％）
２３名（３３％）
３０名（４４％）
１６名（２３％）

（意見）
・専門用語が多く英語も難しかった。
・新しい知識が勉強でき見聞を広める。
・聞き取れなかったかもしれないですが、先生の「OK」が多いような気がしました。スライドにもっとイラスト
をつけてほしいです。
・高等数学の知識が必要。話が長すぎる。
・非常に理解するのが難しかったです。ただ他分野の内容を聞けたのは良かったと思う。
・少し言葉（くり返し）が多くて、内容を忘れそうになった。ＯＫの乱用も気になります。説明に抑揚が欲しい。
・英語で数学を理解するのが難しかった。なんとなくしか解らなかった。あまり興味がもてなかった。
・スライドを何回も前後しすぎで話は止まるし目はカチカチした。
・Ｅと同様、巨視的な内容で良かったです。
・ぼんやりとだが講義の内容を理解できた。
・数式が多く理解しにくい。
・全く、分からなかった。
・The knowledge on sediment transport from mountain to a near shore zone through a river is important to researchers
engineers in field of agriculture and fishes.
・The contents of the speech is easy to understand and it is interesting.
・Informative
・It could have been better if it was well organized it prepared.
・The lecture not related with my topic/knowledge, but the lecture was interesting and can be understand.
・An ecosystem in near shore zone is dependent on amount on nutrients and other physical parameters.
Informative presentation.
・very good
・I commend the speaker for using English as medium of instruction. Introduction is too long. The whole lecture is too long.
Topic is boring and uninteresting as the speaker is monotonous.
・Good to know about this subject.
・Very clear explanations and illustrations. The lecture is very useful for me. Many details have been illustrated during
the lecture.
・very good and interesting and informative lecture.
・It was a nice presentation.
・More clear about the content is better.
・Nice research field. Doing this research can visit many beautiful sea and shores.
・It was interesting
・It is nice subject of presentation transport in modeling.
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２．セミナーの企画・運営等について About planning and management.
日程（時期）について
回答者
良いGood
悪いBad
その他Others

６３名（７８％）
４６名（７３％）
７名（１１％）
１０名 （１６％）

（意見）
・学会等とも重ならずよい時期だった。
・涼しい時期です。
・学会の時期と重なり大変だった。
・特に問題なし。
・8〜9月の方が良いです。
・もう少し早めの10月下旬で支障等がないのでしたら(準備，企画，学会関係)の方が良い。
・気候的に寒すぎず暑すぎずよい時期だと思う。次もこの時期でよい。
・ただし、分野によって、毎年同時期に学会（研究会）がある。病理関係
・学会に出席できない。
・学会と日程が重なって忙しすぎる。
・年度末前は忙しいので時期的には良い。
・学会と重なって困った。
・研究で参加が難しい人もいると思うので、何か対策を考えるべきであると思います。たとえば参加が不可能
ならレポートのみにするなど。
・このままで良いと思う。
・I think this time is little bit early if we start this class time from 9pm everybody can join within right time.
・The break time is a little short.
・Good timing
・The time was early, maybe we can start at 9:00.
・But it will be better to have few free hours to visit some places of organizing Univ.
・Time of schedule is good.
・First seminar in the morning is too early. 60mins per seminar topic is enough, 90mins is too long. Please manage the time
during question portion. Question are taking too long.
・Good enough.
・90mins without break is not good enough for both speaker and audients. Time is good. November is very good. It will be
better if there would break during each speech.
・Air Ticket for student from University of the Ryukyus, should be one day after the third day of seminar.
・It was on time.
・The schedule is good.
・Lectures are long. Poster presentation too long.
・Lunch break need to increase time.
・Lunch time is so short. Long time to cost on the way, need rest at the first day.
・There is one short-coming. The lunch time is a little short, and I am sorry I felt sleepy in the afternoon.
・first day is O.K. But the 2nd and 3rd day. I was little bit earlier.
・The schedule goes on time, very good.

日程（日数）について
回答者
７４名 （９１％）
良いGood
６５名 （８８％）
悪いBad
６名 （８％）
その他Others
３名 （４％）
（意見）
・余裕のある日程にしてほしい。8：30開始は早い。
・１泊２日がよい。
・半日ぐらい他の名所の見学をしたいです。
・特に問題なし。
・2日間の方が有難いです。
・スケジュール的にまとまっていて効率的で良いと思う。
・少し長い。同じ内容でも、もう少し日程を短くできる気がする。
・多すぎ。ありえない。ムダ。
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・２泊３日ではなく１泊２日などの短期間で行ってほしいと思います。
・このぐらいが良い。
・講義よりもそれぞれの研究についてフリーディスカッションの時間を増やしてほしい。
・The days was enough.
・3 days for seminar is appropriate to me and I think it should be followed.
・Number of days (3days, 2nights) is good enough. If it can be shortened more, then the better.
・2days is enough.
・Number of seminar days is relatively good.
・Easy for us to a just the experiments.
・Enough days
・Enough
・Actually this seminar into purpose is to exchange research from each other to improve our power of knowledge.
・The days was enough.
・3 days for seminar is appropriate to me and I think it should be followed.
・Number of days (3days, 2nights) is good enough. If it can be shortened more, then the better.
・2days is enough.
・Number of seminar days is relatively good.
・Easy for us to a just the experiments.
・not too long period days
・2 days are enough.
・nice
・O.K
・I made many friends in this seminar, so from this viewpoint, I think the number of days is few.
・It’s good enough.
・The number of days is enough time too covered all new information in Agricultural sciences.

会場について
回答者
７４名（９１％）
良いGood
６７名（９１％）
悪いBad
１名（１％）
その他Others
６名（８％）
（意見）
・適度な会場スペースが確保されていたと思います。
・昼食に配慮してほしい。
・静かなところです。講師の位置はもう少しスクリーンに近づいた方がいいと思います。
・会場のまわりにホテルが多くて良かった。
・佐賀駅に近く非常にわかりやすい位置にあったのでよかった。
・昼食がとれる店の多いところがいい。昨年の鹿児島はよかった。
・総合的には問題ないが、メイン会場のスクリーンが小さすぎる。
・もっと他にお金を使うべき。
・駅に近くていいと思う。
・交流会の飲食が少ない。会場はきれいだった。
・会場を借りて行うぐらいなら、学生の滞在費などの負担を考えてほしいと思います。
・特に問題なし。
・昼食の手配をして欲しかった。昼休みが短いので。
・Easy to find and strategic (we can find cafeteria)
・Place of seminar is very nice, very near to station, easy to communication.
・Very good and convenient, nice,organized
・Space is very big. Perfect ambiance. Place is convenient. Place is old.
・It is better to hold in university campus.
・Saga prefecture is the transportation for non than Kyushu .by land saga is only about an hour from Fukuoka I think his place
is good transportation.
・Excellent environment
・Easy accessible conducive environment for the seminar
・very comfortable
・Very nice and convenient place for seminar.
・nice
・Comfortable and clear.
・Very good and comfortable place.
・It is really a wonderful idea to move the seminar place in every year.
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３．専攻・情報交換セミナーについて About the workshop
グループの分け方（専攻別）について
回答者
７３名（９０％）
良いGood
５８名（７９％）
改善すべきである。
１５名（２１％）
Needs some improvements
（意見）
・人数が偏っている。第１会場では司会をまかされた学生は何も知らされず突然言われたようで準備ができてい
なかった。
・お互いを知り合う機会でしょう。
・水産だけになったので専門的な話が可能になった。
・少人数の方がコミュニケーションもとりやすくていいと思う。
・４班は大まかすぎるような気がしました。
・他の専攻の内容も聞いてみたい。
・類以した分野で集まって行うのは良いと思うが、博士課程の研究内容を他の研究室の人が理解するのは
不可能である。以上のことからこのプレゼンにさほどの重要性を感じない。
・水資源環境科学は全員鹿児島大学所属なので他大学とも交流ができたほうがいい。
・他の１年生の研究内容も知りたいので、オープンにしたらどうか？
・Every year many rendai students attend this seminar . so if we could make small groups for each events it should be easier
to complete program.
・Received new ideas
・Time allocation for each presenter was extremely short.
・It’s useful. Through this, it possible to understand various field in the same course.
・Dividing the students according to their courses made the presentation more personal, shorter, and more interesting.
It also saved time compared to having all the students present in one group only.
・The group discussion is dynamic.
・Four group system was good.
・Similar major researchers were divided into the same group is very good for discussions and comments.
・Especially in group 3 , please revise!
・The group division was good.
・The group discussion more focus, so we can discuss about some same researches that we already done or we will do.
・There should be specific lectures for each specialization. More student presentation.
・nice
・There wasn’t time for discussion.
・Good way to exchange information.
・I think this grouping system is good enough for understanding.

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝについて
回答者
７２名（８９％）
意義がある
４５名（６３％）
It was very useful.
少しは意義がある
２１名（２９％）
It was somewhat useful.
その他 Others
６名（８％）
（意見）
・（プレゼンテーションとは１年の行う研究発表のことでよいのだろうか。）様々な分野の学生がおり、５分程
の短い時間しか発表ができないのなら、なんらかの形式があって良いのではないか。
・時間が短すぎてこの場での討論ができない。
・分野が異なりすぎあまり意義を見いだせなかった。
・１年生の研究内容が知ることができて、それについての交流しやすくなります。
・日本人も英語で発表するように改善する必要がある。議論が日本語だと盛り上がらない。
・個人の自己紹介・研究内容がきけるのはいいと思う。もう少し時間が長くてもよいのではないかと思う。
・良い経験
・上記のように意義がないと思います。（類似した分野で・・・・）
・各専門の深い研究はひじょうにおもしろいと思う。専門の人以外にはわかりにくい内容も多い、わかりやすい
内容も含めてほしい。
・ストップウォッチ・ベルなどを用意して５分経過時には発表者に知らせる必要がある。時間厳守で進行した方
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がいいと思われる。
・上にも書いた通り、専攻別のプレゼンではなく、ポスターなどにしてオープンにしたらどうか？（他の1年生
の・・・）
・From the presentation everybody could improve their power of knowledge and it is a great opportunity to exchange research
from one to another.
・Lots of information
・The presentation was very useful but the control of time for presentation was poor. For example, there was student presented
more than 5 minutes.
・Nice, wonderful
・The presentation was somewhat interesting, as students learn about the different studies of fellow colleagues.
Presentations are too long. Why are some presentations only in Japanese? Students should be given choices on the topics.
・All participants participated actively and lots of feedback we have attained from the discussion.
・I learned a lot from the presentations although the time of each presentation was a little short. (5min)
・If all provided in English it will be very help full.
・because the presenters could have another view point by comment and opinion that they got from the question and
discussion session.
・By presentation of 1st year student, all of another student can understand about the newest research that will be done by
another student.
・Lectures should be in English.
・Some presentation is to basic (specific of the field)is be better if there is a application example so we can easy to understand.
・Nice chance to exercise oneself.
・Very good chance for us to know each other.
・I think this type of presentation is useful for the students. Because by this presentation we become to know what type of
research is going on.
・All presenters are so expert to their field research. The professors are so excellent at this general seminar.

ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝについて
回答者
７１名（８８％）
意義がある
５５名（７７％）
It was very useful.
少しは意義がある
１４名（２０％）
It was somewhat useful.
その他 Others
２名（３％）
（意見）
・時間が長すぎる。１時間半程で十分だと思う。
・研究の進捗度を整理出来、論文の構成をイメージ出来るため有意義だと思います。他の学生の研究手法が自分
の実験のヒントを得られる機会になると感じました。
・分野が異なりすぎあまり意義を見いだせなかった。
・ポスターを通じていろんな討論やアイデアが話せると思います。
・ポスターの規格も各々で異なり、投票を行う意義がよくわからない。
・互いの研究の情報交換ができ、自分の知らない分野の研究もわかるため非常に有意義である。また、専門外の
人に研究を説明する訓練にもなるため意義がある。
・もう少し短め時間でもよいのではと思います。(2時間)
・専門外の人に自分の研究を理解してもらう難しさを知ることができた。
・時間が長すぎると思う。もう少し広いスペースがあるとこでやった方がいいと思った。
・長過ぎる。
・時間が長すぎる。最後の５０分は茶話会としたらどうか。
・個人的に気になったことを詳しく聞ける。
・必要
・時間が長過ぎる。
・上記のように意義がないと思います。（類似した分野・・・）
・興味がある研究同士話すきっかけとなるもので意義はあると思う。
・研究を通して、話すきっかけができるので、いいと思う。
・We can learn the ideas and information from other researchers.
・Interesting
・Time is too long.
・Could have useful if a panel has evaluated each poster and vote according to the grade which they sensed.
・This session gives way to a more clear understanding of students’ research. It is also a way to integrate and mingle with
other students. Nonetheless, the poster session is too long. one hour is enough for the poster session.
・Poster presentation is very long. Some time could be spent in educational tour.
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・It is a chance for students to show their works and practice in both poster production and presentation.
・Very good and with the kindly explanations of the author, almost all of the posters were able to be understood.
・The choosing of best presentation by voting doesn’t show the best quality, because if can depend on the composition of
student, so maybe it we have judge to decide it, then the poster award will be fair.
・By see and show our poster we can understand what is another student do in their researches, and we can discuss about our
researches and make new relationship with another students.
・ useful
・Takes a lot of time. Should be done during the break.
・The poster session was also important. We can discuss to another student to repair my research.
・Nice chance to learn and to discuss, important.
・This session is so important for student to exchange their ideas and opinions. First year students can learn something from
second or third year students.
・I think poster session has good impact to the students. Because by this session we can collect /acquire knowledge more
about different researches in short time.

交流会について
回答者
７１名（８８％）
意義がある
３６名（５１％）
It was very useful.
少しは意義がある
２２名（３１％）
It was somewhat useful.
その他 Others
１３名（１８％）
（意見）
・今回は簡素すぎた感がある。
・全体でのまとまりがない感じ。例えば、佐賀大の紹介や院生の様子など紹介されたらよいと思う。
・分野が異なりすぎあまり意義を見いだせなかった。
・ゆっくり話せて、名刺交換ができます。
・今回は規模が小さく時間が短すぎた。
・時間が長い。食事の量が少ない。
・他の国の方々とふれあうことができたのが自分にとって非常によい経験になったと思う。
・無料で、全員参加がいい。お茶と菓子くらいでいいのでは。
・料理が少なかった。
・とても必要だと思います。
・さまざまな国の人々と交流できるので少しは意義があると思う。
・ポスターやプレゼンなどで興味をもった方と交流を深められる良い場だと思います。
・料理が残念だった。今回の交流会程度ならポスターと一緒にやったほうがいいと思う。
・It was really enjoyable. We took various kinds of delicious food and drinks. it is one kind of bridge to communicate with
each other.
・It is necessary for refreshment of the attendance.
・Enjoyed Khnpai!!
・is lonely party
・The food in the reception party is not enough (a little of menu)
・Very nice.
・good
・Reception party serves as a break for the students. It is an easy and worry-free interaction among students, organizers, and
professors as well. The reception party is too early. The food is not enough for everyone. The food doesn’t taste good.
・It would be more better, if the ingredients of the dishes are known for all.
・It was also good.
・The party was not good.
・According to the reception party the students were getting closer and closer, knowing each other better.
・The amount of food it wasn’t enough, because it was already finished in the minute. The reception party also not so well
organized such as the “kanpai” moment and the end of the party was not cleared.
・Food was nice, however, there was not enough food for everyone.
・not good needs to change.
・Compare to kagoshima need to improve.
・We could have change to share opinion or discuss with other students and the professors.
・It’s also an important time for communication with each other, including with professors.
・So nice party, the relationship between participants
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４．セミナーの在り方等について どのようなことでも結構ですので、意見、感想等を記入して下さい。
（意見）
・互いに情報交流ができるのは良かった。普段知らない人と話し合った上で知り合いになっていることが良かっ
た。自分の研究に様々な意見とアドバイスを得て今後の研究分野に役立てると感じた。口頭説明の方が日本語
でパワーポイントの方が英文でいいだろう。
・もっと生き生きした声で講演していただいたら集中しやすくなると思います。
・レクチャーの内容について分子や遺伝子レベルでの講義が多く、内容にやや偏りを感じた。生産現場レベルに
近いような研究についても講義があると有難いと思った。基礎研究の大切さは伝わった。また、講師の先生方
の研究に対する姿勢や熱意が講義より感じられ、刺激になった。動物資源生産科学開講講座でなぜイネ中タン
パク質のレクチャーだったのかがわからない。
・講義が分子生物学に偏りすぎている気がする。分子生物以外の分類学、生態学、形態学、生物地理学を専攻し
ている人や漁具や漁方の研究をしている人もいるので講義の偏りをなくして欲しい。少なくとも分子生物学の
話は１つにし、皆が感心できるような実学的な講義を入れてみるのもよいと思う。
・同時通訳をしてほしい。時間設定について、午前の時間を少し遅くするか、午後の時間を少し早く終わるか。
お昼の時間をもう少し長くとってほしい。
・専門性が極めて高く内容も高度なので、PPは英語、口頭発表は日本語、あるいは、その逆にしてほしい。外国
の方が多いこと国際性から英語としているのは理解できますが、せっかくの機会なのでもう少し内容を理解し
たいと思います。
・専攻セミナー(1年グループ)での提出データ(内容)を5分以内というだけではわかりにくい。研究経過報告は(計
画書とも書かれていて)計画書だけと勘違いすると思います。もっとはっきり、内容構成〔(背景story,何字とか,
区分けなど)〕を示してほしい。
・ポスター発表は英語で作成するように事前に指示してはどうでしょうか？
・留学生からは日本語の発表には質問がしにくいようです。
・全体を英語で進行しても良いのではと思った。また、日程が長いと感じた。もう少し内容を増やすか、
日程を短くして欲しい。連大では本当に色んな分野を研究しているのだなととても勉強になった。
それだけに、ポスターセッションでは賞を選択するのが難しかった。みな同様に素晴らしいと感じた。
公平をきすのであれば、賞を選ぶ選択基準を明記してほしいと思った。印象で選ぶのは難しすぎると思っ
たし、人によって注目している点が異なるのではないかと思った。
・ポスターの最後を全員参加の茶話会にする。
・３日目の講義を２つにへらす。２日目を４つにする。３日目を早く終了する。
・２日目は全員宿泊しているのだから夜まで予定を入れこみ、３日目を午前中で終わるようにする。
・３大学が合同でセミナーを開くことはいいと思う。各大学で特徴のある研究をしている学生との交流は開放的
で刺激を受ける。一方、専門が違いすぎると理解し難い印象もある。外国からの学生が実質半分以上いるのだ
から、講演内容、説明はもう少し気を配るべきだと思う。もしくはフォローの仕方。逆の立場なら絶対困惑す
ると思う場面がいくつか見られた。講演者の英語力の差は重要です。同様に学生の英語力の（特に会話）向上
は必須課題。ニュアンスや区切りのつなぎ方も不慣れというか不自然。専攻内容が違いすぎると背景理解が難
しい。講演（セミナー）を受けても消化不良でした。
・研究の妨げでしかない。
・目的不明。
・カタチだけのセミナー。
・多くの人は興味がない。
・３日間を返せ。
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・こんなに大々的にやらなくても大学の教室ではいけないのか。
・講義もよかったが様々な国の留学生とふれ合う機会があってよかった、少しでもいいので、宿泊費の補助が出
ると助かります。
・自分の所属する専攻以外の講義について、参加者が（先生方も含めて）どの程度理解できているのか、気にな
るところです。せっかく連大生全員が集まる機会なので、講義内容を他の専攻の先生にもチェックしてもらう
などして、できるだけ全員が理解できるものにしてはいかがでしょうか。刺激を受けるという意味では非常に
良かったです。
・大学院の博士課程は講義よりも博士論文における研究が重要であると思います。特に実験系のような各自の研
究室で行う研究のほかに、野外や海外へ調査を行っている人のことも考えてほしいと思います。ただでさえ、
野外の調査にはお金も時間もかかるため、正直なところこのセミナーの開催をやめてほしいと考えています。
また、まったく異なる分野の講義を英語で行われても理解は難しいです。全てのことにおいて再考して頂きた
いと思います。現時点では、このセミナーが研究の障害になっていることは事実です。
・他県からの場合宿泊費も出してほしい。
・大槻先生のように英語での説明の合間に日本語での説明を入れて頂けるとより理解しやすかった。また、今回
は全体的に講義された内容の分野が偏っていると感じた。日本の農業や畜産に触れるような解説や、もう少し
マクロな講義が多いとよかったと思います。発表に用いるスライドを配布して頂きたい。
・バックグラウンドのない講義を英語で９０分超聞くのは苦痛だった。プリントなどで補足資料（スライドのコ
ピー、日本語）などの配慮をしてほしい。講義も選択制にしてほしい。学年や大学の異なる連大生と交流し、
情報交換できるのは良い。そのため交流の部分をもっと充実させてほしい。
・Seminar have great opportunity to exchange research from each other. and every students could improve their power of
knowledge skill by communication each other during seminar every student should be attentive to archive new research
experience.
・In my opinion, maybe it is better if in the future time, the lecture presentation session can be held separately based on the
course of study to assure the understanding and concerning of the student forward the lecture topic, in the other word. the
audience of seminar is separated into the smaller or many group.
・The seminar was very useful to me. However, I would have loved to go around the city and visit some places also.
Due to tight schedule this was not possible. It would be a great idea if from next year an execution we held to the students.
Of course schedule will pay for that. if interested. Anyway, saga management did a excellent job.
・Selection of the lecture topics should be able to consider the general field of research of rayon of the participants others
many of us end up understanding few of the lectures and even where we do. It is of knowledge rule esp. for doctor course
students who already specialist in various fields hence if the lectures are completely off-target, their use to rest of us are
almost not.
・The seminar is very good in almost all aspects. Such seminar should continue as it now.
・The topic of the lecture in this seminar is very interest. I’m enjoy in this seminar.
・I think this seminar is very good, not only to share our knowledge, but we can know each other between “Rendai” student.
I have suggestion: it is better, if the lecture gave us the copy of their slide presentation.
・I would like to request the organizing committee to put some hours among these days and fined at least one beautiful place
to visit. Because that three days program is very compact and no time even to visit the organizing University.
・Thank you for making our transportation to Saga for free, but may I suggest that free accommodation would also be
provided next seminar? First seminar in the morning is too early. Can there be more topics for discussion, where in
students can choose a topic 1 seminar they want to attend? Not all seminar topics can be understood by all students.
Giving us more choices would be better. Making the report would also be easier if we were given a choice which seminar
topics to attend.
Some seminars are too long, finishing at about 90mins. It made the seminar a bit boring.
Next time, a tour should be included in the seminar.
Bus trip going to Saga was difficult, tiring and long. Isn’t there any other easier way than taking the bus?
Presentation should be prepared both in English and Japanese. One can do English orally while having Japanese in the
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visuals or rice-versa.
・Day1- Session rooms separated the students. Pea field of specialization. This one day activity could have been done in our
respective university ray to shorter this into 2-day. The 5-minute presentation is too short to show out proposal I progress
of study.
Day2-3 comment above
・The seminar was very good for improvement of knowledge, but it will be applicable if prints of slides could be distributed
to students to understand more poseur all in the anteroom when it is different to follow because of tiredness.
・The poster of the seminar is really interesting and helpful. As well as a great opportunity to communicate with others.
I acquired a lot during the three days. Everything in Saga is interesting and I really enjoy my time here.
I hope I could have an opportunity to come here again and if there is another change I would like to join the conference
once more.
・I hope the seminar can give more variety of major.
・All first day was about the bio-molecular science, so that I cannot understand at all. I hope the seminar can provide more
topic about, agricultural engineering, Global warming, bio-energy, agricultural resource management in the Future.
・Presentation time for each student in the 1st session should be extended to ten (10) minutes in dueliny questions and
answers. There was not enough time for discussions. All lectures should be given in English. At least one lecture of
Fisheries subjects should be induced. Statistics lecture should also be considered.
・About the lecture, If it possible, may the lecture class is divided to some groups depends on the field/major, so all of the
audience more focus to the lecture. But the wide class (with many field) may be can give new knowledge also to the
audience from the different field.
・The poster evaluation method by voting is not appropriate at all. The evaluation should be done by a group of professors
from the UGSAS, Kagoshima University. Otherwise, there is absolutely no meaning in selecting the best poster by the
current method.
・Lecture are good and subject of matter included are informative.
・In the poster session, need to divide the students and teachers into some groups those will visit the every poster. Because
students are going only for their interesting, subject and who is familiar with the presenter. Some poster do not visit by
the student and teacher, so the distribution of posteing knowledge to the new comer should involve more by making
groups, visiting posters, making understandable to every new comer every poster.
・The topic about lecturer did not distribute.
・For the next seminar, I hope, the seminar will extend more one day to-field study at Japanese company or agriculture aria.
・Well held this time, thanks for all who did preparation work for the conference ,English need more widely used especially
the General seminar. In summary well organized and warmly enjoyed.
・It’s a pity this seminar only hold one time per year.
・At first I would like to express my heartfelt thanks to those people who arrange this seminar. I think this type of seminar is
very useful for students. Because we become to know different researches, many teachers from various universities and
also we can make friendship with different countries students, by this type of seminar.
I have a request to you about the 2nd and 3rd day class system. My request is, if possible please arrange the classes
regarding the faculty like the group division. In this case nor like the faculty grouping just on the basis of same field, for
example all the nutrition related student do the class do the related field. I think by this way we can acquire more
knowledge about our field and also we can ask different questions to the teacher.
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平成２２年度 「人材養成学生支援セミナーⅠ」を終えて

佐賀大学農学部
井上

興一

小林

恒夫

渡邉

啓一

平成２２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
平成２２年度の「人材養成学生支援セミナーⅠ」は、佐賀大学農学部の担当で８月１９日〜２０日の
２日間佐賀大学農学部で開催し、各大学へは多地点制御遠隔講義システム（サイネット）で配信しまし
た。参加者は４１名でした。
このセミナーの目標は社会において自己の能力を十分に発揮して活躍できる人材の育成にあります。
そのためには研究能力の向上は言うまでもなく、社会性、国際性、リーダシップ、責任感、倫理観

なども身につけなければなりません。このセミナーはそうした能力を身につけるため、企業、大学、
公共の研究所などでの第一線で活躍する講師により実践的な集中講義を行うものです。具体的にど
のような講義にするか代議委員会で議論した結果、平成２２年８月１９日と２０日に８コマの講義
を佐賀大学で集中して行い、SINET3 遠隔講義システムを利用して鹿児島大学と琉球大学に配信する
ことになりました。日本語で講義は行われましたが、留学生に配慮して講演要旨に英訳も付けまし
た。第一日目の講義終了後、７人の講師すべてに在席いただいて、プロフェッショナルとしての研
究者のあり方についてパネルディスカッション形式で討論を行いました。今回の講師陣は企業の第
一線で研究開発や企画を行っている研究者や採用人事を担当する管理者、それに大学での人材養成
を推進する教授で構成され、さまざまな立場から語られる研究者像について聴講できるように配慮
しました。連大学生だけでなく、研究者を目指す修士課程や学部の学生の参加も認めましたので、
佐賀大学会場は満員となり、質問も多く活気に満ちたセミナーとなり、出席学生からはとても高い
評価を得ることができました。研究現場で活躍する人たちからのメッセージが学生達の今後の研究
者としてのあり方の参考になり、励みにもなったと思われます。
講師の方々には、通常の研究発表とは異なる人材養成のための講演を快く引き受け、貴重な時間
を割いてこのセミナーのために準備してくださり、頭が下がる思いでありました。また、このセミ
ナーを準備していく際は、事務方、特に連大の野村総務係長には多大なるご協力をいただきました。
ここに厚くお礼申し上げます。
２３年度は鹿児島大学農学部が担当で本講義が行われます。さらに実りの多い講義となることを期待
し、２２年度の実施報告を終えます。
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Intensive Lecture
SINET
(Organizer: Saga University)
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Credit

Required/Elective

Lecturer

1 Credit (8 sessions of 90 minutes)

Elective

Prof. Watanabe (Saga University)

Key Words

Career training

Lecture Aim

Intensive lecture for training specialists.

Lecture Outline

Grading

It is necessary for doctor course students to acquire ethics, the sociality,
internationalism, the social experiences, the leader ship, and the sense of
responsibility, etc. as well as the improvement of the research competency. Practicing
lecture will be done by professors of university, researchers of public laboratory and
the persons in the enterprises, etc.

Evaluation is based on attendance and written assignments.
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Powerpoint, Print etc.
Message
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Leadership Training
Koji Yamada
Faculty of Agriculture, Kyushu University
While university education focuses on the provision of opportunities to develop
expertise in specialized fields, this alone does not guarantee that graduates will lead a
smooth social life. To be successful in the working world, it is necessary to acquire a
wide range of knowledge and skills and enhance one’s human quality. This lecture
introduces specific cases of developing leadership qualities that are necessary in leading
a more healthy social life.
Using “Leader Education and Scientist Education” as the textbook, the lecture will
focus on Chapter 2 “Quality required for a leader” and Chapter 3 “To become a leader.”
In Chapter 2, the necessity for leadership ability, determination, farsightedness, human
qualities, ability to appraise people, problem-finding and problem-resolution abilities,
imagination

and

creativity,

information-handling

ability,

persuasiveness,

expressiveness, and ability of implementation as well as methods to improve these
abilities will be discussed.
In Chapter 3, attitude as a leader and specific method of work processing will be
discussed. These include “Take interest in the work you do,” “Schedule management,”
“Don’t be afraid of hardships,” “A wise man changes his mind,” “Listen to others’
opinions,” “Daily reflection and improvement,” “Acquire the habit of writing,”
“Development as a proponent,” “Development of logicality and creativity,” “Building
human network,” “Have foresight,” and “Have your own opinions.”
The lecture will be conducted in an interactive style, giving basic information first
and then answering questions from students, thereby giving additional information.
This method is used for the students to acquire important knowledge that is widely
applicable. When answering questions from students, it is also possible to provide them
with various types of information from other chapters of the textbook.
Through questions and answers, the students will be able to acquire practical
experience for improving their thinking ability and expressiveness. One of the purposes
of this lecture is to have students understand that acquisition of knowledge is
impossible without practical experience.
The textbook is a compilation of my own experience in education and is intended to
develop individuality in many students, but not intended for all students to acquire all
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abilities. I hope this textbook will give students an opportunity to think about their own
abilities, discover their strengths and weaknesses, and find a path for future growth
that best suits their individual capabilities. The primary purpose of the lecture is to
provide students with information that is useful for becoming an independent thinker
and actor at the start of becoming a social leader.
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Advanced Research at a Business Enterprise
— From my own experience —
Satoru Mizutani
Central Laboratories for Frontier Technology
Kirin Holdings Co., Ltd.
Since I joined the research institute, a corporate function where I am presently
working, after completing a doctoral program at a graduate school, I have always
been trying my best to lead the forefront of corporate research through research
and development of cutting-edge technologies. By introducing some of the
researches I conducted in the past together with historical backgrounds, I hope
that my own experience will serve to provide you, as graduate students, with an
opportunity to contemplate your view of and attitude toward research as well as
your future, employment, occupation, and career path as a researcher. Moreover,
it would be my great pleasure if you understand some of the fun of conducting
research. Specifically, I plan to speak about the following topics as much as time
allows:
1. Development of a bioreactor for manufacturing pharmaceutical drugs
using animal cell culture
2. Computer simulation of the beer brewing process
3. Technology development concerning bioinformatics and application to drug
discovery
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Structure and Function of Water-soluble Soy Polysaccharides Extracted from Soy Pulp (

)

Fuji Oil Co., Ltd.
Food Science Institute
Akihiro Nakamura
Introduction
Research and development (R&D) of foods in enterprises are targeted either at the marketing
products (commercial goods) that are ordinarily displayed for sale or at the ingredients (raw
materials) of commercial goods. In this lecture, I report the R&D (including basic research, the
development of application, and market development) of functional carbohydrates, namely,
“water-soluble soy polysaccharides,” conducted at Fuji Oil Co., Ltd. This report is a good example for
the R&D of raw materials in the enterprise. I also mention the roles of the researchers in the various
phases of the development of the water-soluble soy polysaccharides.
Background of the studies on water-soluble soy polysaccharides
While developing marketing products, particularly in the food industry, great care must be taken
to ensure environmental protection. Soy pulp (

) is a typical waste material in food industries. It

is formed as residues during tohu production or soy-protein extraction. However,

contains

various useful compounds, such as water-soluble or water-insoluble polysaccharides. They are
constituents of the cotyledon cell walls of soybean (

Merrill), which are known to have

notable physiological activities, such as the control of either the intestinal function or cholesterol
more effectively, we first tried to extract

concentration in the blood. In order to use
water-soluble fibrous polysaccharides from

, because they would be more useful as food

additives than its insoluble cellulose fibers. By the treatment of

at high temperature and high

pressure under weak acidic conditions, we could obtain the water-soluble polysaccharides with a
yield of about 40% of the total polysaccharides and were the first to succeed in its production on a
commercial basis.
Basic research on water-soluble soy polysaccharides, the development of their applications, and
market development
1. Structure and physical properties of water-soluble soy polysaccharides
Since polysaccharides function as gellants, suspending agents, or emulsifiers, they can be widely
utilized in various foods in order to improve either the mouth-feel or processibility of foods. The
physical properties of polysaccharides depend on their molecular structure; hence, the modification
of their structure is expected to bring about a new function. Therefore, we first analyzed the
molecular structure of the water-soluble soy polysaccharides, in parallel with their commercial-scale
production. The water-soluble soy polysaccharides originate from cell-wall polysaccharides. The
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molecules are composed of galacturonic acids, similar to pectin, and are
connected with proline-rich proteins. However, polysaccharides have a unique
globular-shaped structure with a spheroidal diameter of 40 nm, which is
different from the linear-chain structure of the conventional cell-wall
polysaccharides. The image acquired by using an atomic force microscope
Water-soluble soy
polysaccharides

revealed that the molecules of the water-soluble soy polysaccharides have a
star-shaped globular structure, which is clearly different from the linear-chain
structure of pectin (Fig. 1). Thus, the viscosity of the water-soluble soy
polysaccharides is as low as that of gum Arabic (hardened sap from the acacia
tree), which probably has the lowest viscosity among natural polymers. A 50%
(w/w) water solution of the water-soluble soy polysaccharides can be prepared,
probably because of its unique globular structure, which causes the relatively

Pectin molecules

low viscosity.
Fig. 1 Microscopic images of
polysaccharides
determined by an atomic
force microscope
(horizontal and vertical,
200 nm)

2. Application of the water-soluble soy polysaccharides in foods as a potent additive
We have found many characteristic functions of the water-soluble soy polysaccharides as a food
additive. Table 1 shows their typical functions with the corresponding uses; some of them are
detailed below.
Table 1 Function and main use of the water-soluble soy polysaccharides
Function
Controlling intestinal
function

Use
Foods containing dietary fiber

Indigestive properties
Protein-dispersing
ability at low pH
Emulsification
Stabilizer of emulsion

Milk-based acid-drinks, icy acid-sweets,
acid-desserts, acid-resistant creams
Emulsified or powdered flavorings,
dressings, whiteners, sauces, dispersion
of fats in foods boiled down in soy,
various cleaners

Prevention of
adhering and ageing
in boiled rice or
noodles

Raw and dried noodles, various kinds of
boiled rice, frozen foods, breads, sponge
cakes, waffles, doughnuts, rice cakes,
Chinese-style steamed buns

Foam stabilizer

Meringues, various surfactants

Adhesive ability

Film-coating reagents, edible films,
granulation agents, agents to protect
printing rolls

Membrane formation
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Oil emulsion prepared with 4.0%
SSPS and 20% oil at pH 4.0.
Fig. 2 TEM micrograph of oil
emulsified with water-soluble
soy polysaccharides

2.1. Discovery of the protein-dispersing ability and its application in beverages
The water-soluble soy polysaccharides have the ability to homogeneously disperse milk proteins,
while these proteins are coagulated and precipitated during lactic fermentation. Therefore, the
water-soluble

soy

polysaccharides

can

be

added

to

various

milk-based

acid-drinks

or

lactic-fermenting beverages as a stabilizer of dispersed proteins. The polysaccharides can also be
used in soft drinks in polyethylene terephthalate (PET) bottles. The water-soluble soy
polysaccharides have negatively charged acidic carbohydrate chain (polymer of uronic acid), which
adhere to the positively charged surface of milk proteins by electrostatic interaction. Thus, the
globular proteins layered by the polysaccharide molecules (with a thickness of 40 nm) repulse each
other, resulting in the stable dispersion of milk proteins in the suspension. The Brownian movement
of the protein particles effectively stabilizes their dispersion even in a low viscosity solution. This
mechanism of stabilizing the dispersed system is quite different from that of pectin. The pectin
molecule has a linear-chain structure and acts as a cross-linking reagent to produce bridged
compounds by electrostatic interaction between the milk proteins under acidic conditions, leading to
the increase in the viscosity that stabilizes the dispersed system.
2.2. Discovery of the emulsification ability and its application in flavors in a beverage
The water-soluble soy polysaccharides, which bind the protein at the reducing terminus, act as a
surfactant, with the protein part acting as a hydrophobic domain and the polysaccharide part acting
as a hydrophilic domain. Therefore, this molecule can be used to emulsify high molecular compounds,
similar to gum Arabic. The application of the water-soluble soy polysaccharides is now in progress,
intended for flavors emulsified with essence oils, such as orange oil and lemon oil, or flavors
powdered with essence oils by a spray dryer. Fig 2 shows the transmission electron microscope
(TEM) micrograph of an oil-in-water emulsion prepared with the water-soluble soy polysaccharides.
2.3. Adhesion prevention and disintegrative ability and its application in boiled rice or noodles
In the processing of boiled rice (fried rice, rice balls, etc.) or cooked noodles (chilled Chinese
noodles, buckwheat noodles, etc.), the addition of the water-soluble soy polysaccharides is effective to
prevent the adhesion of rice or noodles. The water-soluble soy polysaccharides are now widely used
in Japan, since their application to foods results in cutting down free oil (lowering the calorie content
of foods), improving the mouth-feel of the foods, and furthermore, reducing labor and increasing the
yield from raw materials, especially in large-scale food processing, e.g., in cooking centers.
Concluding remark
The water-soluble soy polysaccharides were discovered as a result of the studies on the utilization
of unused resources (

). The high ideals of researchers to develop studies on polysaccharides,

such as discovering novel products by studying the past, not mimicking other studies, and setting
higher goals, has resulted in an enormous increase in the production of polysaccharides (2,000

114

tons/year) 15 years after the commencement of commercial-scale marketing.
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Expectations for Graduate Students
Human Resources Development Office, Personnel Department
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
Kenji Iwata

Outline of lecture
1) Present situation of the paper industry
- Products in the paper industry
- Quantity of paper consumption in the world
- The paper industry and the environment
2) Future prospects of the paper industry
- Trend prediction of the domestic market
- Trend prediction of the global market
- Markets expected to grow in the future
3) Future potential of Nippon Paper Industries
- Competitiveness in the domestic market
- Strategies for overseas operations
- Introduction of original technologies
4) Careers of researchers working at Nippon Paper Industries
- Introduction of career paths
- Research supporting systems
- Other job assignments for graduates with a major in agriculture
5) Requirements for future core human resources
- Skills required for core human resources
- Requirements for researchers
- Conclusion
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Comprehensive development of sugarcane industry
Mitsui Sugar Co., Ltd.
Development Division, Toshikazu Kawai
1 Overview
I present an overview of our study on “Comprehensive development of sugarcane industry” The
aim of this study is to promote and optimize development on the basis of three aspects: (i) main
products, (ii) by-products, and (iii) environment. Thus, we can take advantage of the potential uses
of sugarcane. I also present our observations on the important role of human resources in this
development.
2 Comprehensive development of sugarcane industry
(1)Overview of the sugarcane industry
Sugarcane is a major agricultural crop, and 1.2 billion t of sugarcane is produced worldwide every
year. The sugarcane industry includes sugar factories (whose main product is raw sugar) that are
located adjacent to farming industries. Thus, an integrated industrial structure consisting of
primary and secondary industries exists. This is probably the reason for the economic ripple effect
of the sugarcane industry being 4.3 times that of other industries in the Okinawa prefecture. Thus,
the sugarcane industry has a high impact on the local economy. Globally, many of the countries
producing sugarcane are developing nations, and the use of by-products of the sugarcane industry is
limited in these countries.
(2)Main product (sugar)
I present the following: a brief summary of the method of manufacturing raw sugar and white
sugar, methods for increasing the value of sugar products, various types of products of raw sugar,
white sugar, and secondary sugar, and research results that show the variation in the properties of
even 99.9% pure sugar obtained from different factories.
(3)By-product
Brown sugar can effectively deodorize meat. We took advantage of this feature and
commercialized brown sugar as a taste-improving agent as well as an air freshener. Apart from its
use as food, sugarcane has also been used around the world in traditional folk medicine. We found
that the animal feed prepared from its rough extract can prevent infections and improve animal
productivity; therefore, this extract could be commercialized.
(4)Environment
Bioethanol is produced from sugarcane, and the by-product molasses obtained are used worldwide.
In Japan, bioethanol production from Japanese domestic molasses has been tested in the city of
Miyakojima, Okinawa. The results of this test are also presented. In addition, a test on the
production of methane from molasses by fermentation that has been carried out by a novel method
is presented.
(5)Comprehensive development of sugarcane industry
Case studies that were part of our study on the “Comprehensive development of sugarcane
industry” (e.g., bioethanol production at Miyakojima) combined with the elemental techniques
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mentioned above are presented.
3 Human resources for Comprehensive development of sugarcane industry
Considering the structure of organization of the comprehensive development of sugarcane
industry as a case study, I present our findings on the type of human resources required to
undertake large projects such as the production of bioethanol at Miyakojima.
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First decade of my research life
— From developmental biology to gene therapy —
Tomohide Kidokoro
Center for Cell and Gene Therapy, Takara Bio Inc.
Research is fun. However, it is also true that this only represents the tip of the
iceberg—in fact, there are a lot more hard times than fun moments. As Thomas
Edison, the master of invention, said, “Genius is one percent inspiration and 99
percent perspiration.” If I borrow his words, I would say, “Research is one percent
pleasure and 99 percent torture.”
In this seminar, I want to talk to you about the pleasure and torture of research
as I look back on my ten years as a researcher (at graduate school, research
institute, and company) so that you can explore the simulated experience. I also
want to answer typical questions of graduating students as they think about their
career options; these were my own questions as a graduate student, such as
“What kind of a life will I have if I become a researcher?”; “How does research at
universities and institutes differ from that at business enterprises?”; and “Can I
survive as a researcher?”
It is a significant turning point in your life when you graduate from school to go
out into the world. It will be my pleasure if this seminar can be of any help to you
as you go through this important stage of your life.
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My Research on Agricultural Sciences and Future Perspectives
for Good Utilization of My Experience at the United Graduate School of Agricultural Sciences
Nagasaki International University, Faculty of Pharmaceutical Sciences
Department of Pharmacognosy
Assistant Professor, Uto Takuhiro
After receiving my Ph.D. in March 2006 from the United Graduate School of Agricultural
Sciences, Kagoshima University, I have gained experience as a postdoctoral fellow at the Medical
University of South Carolina, USA, and then as a assistant professor in the Faculty of
Pharmaceutical Sciences, Nagasaki International University. I strongly feel these experiences could
not have been acquired if I had not received my doctoral education at United Graduate School. My
doctoral thesis was focused on the molecular analysis of anti-inflammatory and anti-cancer
functions of 6-(methylsulfinyl)hexyl isothiocyanate, which is a pungent component in Japanese
horseradish. At the Medical University of South Carolina, I performed studies on abnormalities in
lipid metabolism caused by neurological diseases by using mouse models of various diseases. Aided
by my experience in analysis techniques for functional molecules at the United Graduate School
and for disease-related factors during the time I was a postdoctoral fellow, I am currently
performing studies on the analysis of the functions of natural compounds and identification of their
target molecules in animal cells or tissues by using specific monoclonal antibodies against these
natural compounds.
In this seminar, I shall present my current research and the developments expected to occur in this
field in the future. Information about the present situation of some of my friends, who have recently
received their Ph.D. from United Graduate School, is also included for future references to graduate
students of this school.
Recently, natural remedies or medicinal foods have become popular around the world and many
researchers are now actively studying the functions of various natural compounds. Although many
studies have reported the mechanism of action of natural compounds at the molecular level, it is
still difficult to identify the target molecules or to elucidate their actions at the cellular or tissue
level. At our laboratory, we succeeded in preparing about 30 types of specific monoclonal antibodies
against natural compounds. By using these antibodies, we are currently trying to identify target
molecules or to elucidate their actions either at the cellular or tissue level. Here, I describe a new
method for analysis of the functions of natural compounds by using specific monoclonal antibodies
against them, and a new method for cultivation of herbal plants, which has also been developed at
our laboratory.
1) Identification of target molecules by using a monoclonal antibody against a natural compound
(Studies on baicalein, the main component in

“Oh-gon”)
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Scutellaria root (“Oh-gon”) is described in the Japanese Pharmacopoeia as the root removed
periderm of
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; it is one of the most important herbal medicines used in Kampo

prescriptions. Oh-gon has been proven to have anti-inflammatory, antiallergic and diuretic activity.
The main medicinal components in Oh-gon are the flavonoids baicalin (BI) and baicalein (BE). The
results from experiments in animals or cultured cells suggest that BI and BE have pharmacological
activities, such as anti-inflammatory, antiallergic, anticarcinogenic, antiarteriosclerotic, and
antibiotic activities. In addition, many studies have suggested that flavonoids such as BI and BE
affect the expression and transcription factors of related genes, and also affect the signaling
cascades, thereby exerting anti-inflammatory or anti-cancer effects. However, the target molecules
of these flavonoids have yet not been identified.
By using macrophage-like cells (RAW264) prepared from LPS-stimulated mice, which is one of
the inflammation-model cells, we recently found that BE suppressed the production of
inflammation markers (prostaglandin E2 (PGE2) and nitric oxide (NO)) more strongly than BI. BE
also inhibited the expression of cycloogygenase-2 (COX-2) and inducible nitric oxide synthase
(iNOS) (PGE2- and NO-synthesizing enzymes) more strongly than BI, at both the protein- and
mRNA-level. By using human liver cancer cells (HepG2), we found that BE suppressed the cell
proliferation more strongly than BI, possibly due to the higher activation of p53 and p21 by BE.
Thus, we determined the uptake of BI or BE by these cells with antibodies against BI or BE.
According to the results of the ELISA assay, we found that BI was difficult to be taken up by the
cells, while BE was taken up by the cells in a time-dependent manner; the concentration of BE
reached a maximum after 2 h in HepG2 cells or after 6 h-in RAW264 cells. Furthermore, western
blotting of the primary antibodies against BE to the protein extract of BE-treated cells revealed the
presence of a BE-binding protein of about 70 kDa. These results suggest that BE is stabilized by
binding to a 70 kDa protein in the cells. We are now trying to elucidate the function of this target
protein towards BE.
2) Interaction among natural compounds by using the knockout extract (Studies with
glycyrrhizin-knockout licorice extract)
The interactive and multiplicative reactions among constituents in foods are quite important
and always discussed in the fields of the food-function research. The action of natural compounds in
foods or herbal medicines is not simple, but broad and complex, and different from the usually
simple action of artificial compounds. This is probably due to the interactive and multiplicative
reactions between several constituents, which may cause unique and prominent actions.
Licorice (“Kan-zo”) is one of the most important herbal medicines, and used in about 70% of all
Kampo medicines. It is well known to be effective against tumors, inflammation, and allergies. The
main physiologically active component in licorice is glycyrrhizin (GC), which has been proven to
have an anti-inflammatory, anti-allergic, or anti-viral action, and is clinically applied to hepatitis
remedies. It is reported that licorice contains about 360 constituents, including GC, and that some
of them have a strong anti-inflammatory or anti-carcinogenic action. We succeeded in preparing a
glycyrrhizin-knockout licorice extract (GC-KO extract), where only glycyrrhizin is lost in the
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original licorice extract, using an immunoaffinity column coupled to GC-specific antibodies.
The licorice extract suppresses the production of LPS-induced NO in macrophages, or induces
apoptosis in various cancer cells. We found that suppression of the LPS-induced NO production and
the induction of apoptosis were not observed with the purified GC solution, and, interestingly, only
weakly observed with the GC-KO extract. The full activity was recovered by the concomitant
addition of the purified GC solution and the GC-KO extract to the cells. These results suggest that
GC could not directly induce apoptosis or iNOS suppression, but could enhance the action of some
other constituents in the licorice extract.
3) Molecular breeding by single chain Fv (scFv) against natural compound (Cultivation of
glycyrrhizin-enriched licorice)
There are many natural compounds that are difficult to be artificially synthesized. Due to the
recent development of isolating and analyzing techniques, many new glycosides could be isolated
and some of their structures could be elucidated. A few of these glycosides were reported to have
useful pharmacological actions. However, their contents in the source organisms are generally quite
low. Nowadays, only cardiac glycosides and GC are used for medical treatments. GC has been
mainly produced from the wild licorice plants, which is naturally grown in China. Recently, China
prohibited the collection of wild licorice, for the reason of protection of the exhausted natural
resources and the prevention of desertification, which raised our awareness. Thus, the cultivation of
GC-enriched licorice is strongly desirable because the problems regarding exhaustion of the wild
licorice plants as well as desertification could be solved.
In our laboratory, by introducing the scFv gene, we have already succeeded in the enrichment of
solasodine glycosides, which are the main effective constituents in

. The

content of solasodine glycosides increased up to 3 times of that in the original plant. We have also
succeeded in the construction of the scFv gene against GC by manipulating the monoclonal
antibody against GC. We are now trying to generate GC-enriched licorice by expressing the scFv
gene in licorice.
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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「海洋環境と生物資源」

平成 22 年 12 月 7 日
鹿児島大学水産学部 不破 茂

1.
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8.

洋上セミナーの開催趣旨および内容
乗船学生並びに指導教員
活動記録
講演
洋上実習
参加学生による本セミナーの評価
総括
謝辞
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1.

洋上セミナーの開催趣旨および内容

鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程大学院生を対象に、鹿児島大学練習船かごしま
丸（1297 ﾄﾝ）を利用して、洋上セミナー「海洋環境と生物資源」を開講した。本セミナーで
は、鹿児島大学大学院連合農学研究科人材養成学生支援セミナーとして実施されたもので、
海洋環境並びに海洋生物資源に関する研究調査手法をフィールドで実践的に学習させるとと
もに、海洋生物資源の管理と利用について体系的な理解を形成することを目的としている。
実習を行う東シナ海は韓国、北朝鮮、中国、台湾に囲まれた国際水域であり、海洋基本法で
も重要視されている。本セミナーでは国際的な視点から水圏に関する総合的な理解を持つ人
材養成の一翼を担うことを目指した。
2.

乗船学生及び指導教員

乗船学生
松沼瑞樹

農水圏資源環境科学専攻・水産資源環境科学連合講座・Ｄ1

Mulyila Esther Japhet
Lusia Manu

農水圏資源環境科学専攻・水産資源環境科学連合講座・Ｄ2

農水圏資源環境科学専攻・水産資源環境科学連合講座・Ｄ2

Tommy Jansen

農水圏資源環境科学専攻・水産資源環境科学連合講座・Ｄ2

指導教員
不破

茂

鹿児島大学水産学部教授・講演及び実習指導

特別講演
熊沢泰生

ニチモウ株式会社下関研究室課長 博士（水産学）

11 月 16 日午後、谷山港接岸中のかごしま丸で実施した。
その他の乗船者
鹿児島大学水産学部 2 年生 7 名（漁業乗船実習）
、4 年生 7 名（洋上特別実習）
宮崎大学農学部
3.

大学院生・学生 13 名（乗船実習）三浦知之教授他 3 名

活動記録

11 月 16 日（火）
9：30

連大生・鹿大学生

水産学部発（スクールバス）

10：00 連大生・鹿大学生かごしま丸乗船,
11：30 宮大学生かごしま丸乗船
乗船後は船内見学、乗船中の諸注意（かごしま丸首席一等航海士）
11：30

昼食

12：00-12：30

実習スケジュールの確認

鹿児島大学教員、宮崎大学教員、船長、首席一等航海士、甲板長
13：00-14：30

船内講義

（ニチモウ株式会社

熊沢泰生）

「漁業の必要性と新しいデザイン ― 未利用水産資源の産業的活用の事例」
14：40-15：40

船内講義

（鹿児島大学水産学部 不破

「トロ-ル漁業」
129

茂）

17：00

夕食

18：00-19：00

教員学生交歓会

連大生・鹿大学生・宮大学生・教員の自己紹介
11 月 17 日（水）
06：30 体操、清掃
07：00

朝食

09：00

谷山港出港

10：00 救命艇操練
11：00

昼食

13：00

サンプリング（St.1

水深 180ｍ）

採泥、プランクトンネット垂直引き（50ｍ-表層）
稚魚ネット（20 分びき）
17：00

夕食

17：40

サンプリング（St.2

水深 120ｍ）

プランクトンネット垂直引き（50ｍ-表層）
稚魚ネット（20 分びき）
18：30 稚魚ネット（20 分びき）
観測作業終了後

トロール漁場向け航走開始

11 月 18 日（木）
06：30 体操、清掃
07：00

朝食

08：30 船内講義（鹿児島大学水産学部 不破

茂）

「海洋生物資源の持続的利用」
10：00

CTD 観測、採泥

11：00

トロール NO.1 投網

11：30

昼食

14：00 揚網、漁獲物選別・計測
14：50

トロール NO.2 投網

16：20 揚網、漁獲物選別・計測
18：00

夕食

11 月 19 日（金）
06：30

体操、清掃

07：00

朝食

稚魚ネット取り込み

08：30-11：00 漁獲物加工（フィッシュミール、干物）
11：00

昼食
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13：30-15：30 漁獲物加工（フィッシュミール、干物）
16：30 指宿沖に錨泊
17：00

夕食

11 月 20 日（土）
06：30

体操、清掃

07：00

朝食

08：30 山川港かごしま丸専用ブイに係留
08：30-11：00
11：00

カツオ節工場見学、自由行動

昼食

13：00-16：00 グループ発表準備
17：00

夕食

11 月 21 日（日）
06：30

体操、清掃

07：00

朝食

08：30

山川出港

09：00-11：00
13：00-15：30

操船体験、船内清掃
グループ発表

15：30

谷山港入港

17：00

夕食
投網準備

網繰り出し

11 月 22 日（月）
06：30

体操、清掃

07：00

朝食

09：00 連大生・鹿大学生かごしま丸下船（スクールバス）、宮大学生下船
09：30 連大生・鹿大学生水産学部着、解散
4.

講演

熊沢泰生氏

「漁業の必要性と新しいデザイン ― 未利用水産資源の産業的活用の事例」

まず、世界人口の増加と食糧供給のアンバランス、わが国の食料自給率の低さやタンパク
資源としての水産物の重要性を指摘した。食料自給率向上の一助として太平洋中部公海域に
おける未利用資源であるサンマ資源の産業的利用について解説した。まず北太平洋公海域に
おけるサンマ資源の調査方法を詳細に説明し、このサンマ資源は量が膨大で栄養価は季節に
より異なっていることを示した。サンマ魚群の特性に応じた漁具の開発を行い、有効性を海
上実験で実証した。次いで、日本から遠く離れた海上の資源を商品として流通させるための
ビジネスモデルを構築し、実証化の過程について説明した。季節による異なる栄養価を有効
利用するために食品や養魚飼料などの商品開発が行われた。日本から遠く離れた公海上の資
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源利用効率的に行うサンマ工船の設計し、実用化への方策が提示された。
この講演を通じて受講生は食糧自給の重要性を認識し、フードビジネスの一端を垣間見て
衝撃を受けていた。
不破

茂

「トロール漁業」

トロール漁業についての知識を持たない受講生に対して、同漁業に関する基礎的事項を紹
介した。トロール網、オッターボードの縮小模型やトロールウインチを含む船体模型を使っ
て漁具構造や操業方法の理解が促された。漁具に関する構造の歴史的な変遷と漁獲機構につ
いて概説し、漁獲において主要な役割を果たすオッターボードについては飛行機の主翼と原
理が同じであることを説明し、漁業になじみのない受講生への理解を促した。
いずれの講義でも 10-15 分の質疑時間が設けられ、受講生からは専門外の講演にもかかわ
らず活発な質問が出て、講演者から丁寧な説明がなされた。
5.

洋上実習
1) 航跡ならびに観測点の位置

図 1.

本航海の航跡、観測点並びにトロール操業の位置

航海期間中の航跡図を図 1.に示す。救命艇操練は鹿児島湾内で、プランクトンネット
と稚魚ネットは鹿児島湾口部で、採泥は鹿児島湾口部と東シナ海で、CTD 観測及びトロー
ル操業は東シナ海で、それぞれ実施した。
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2)

救命艇操練（緊急時避難訓練）

救命艇操練は法令に基づく緊急時の避難訓練であり、練習船教員の指導によって実施し
た。受講生は救命胴衣を装着して甲板に集合し、搭乗する救命艇や救命筏を確認すると共
に船という特殊な環境を認識した。
3) 採泥及びベントス調査実習
スミス・マッキンタイヤー採泥器を用いて採泥し、泥は篩に取り出して流水をかけなが
ら泥の中からベントスを採集して目視観察した。標本はアルコール固定して持ち帰った。
4) プランクトンネット及び稚魚ネットによる生物採集実習
表層の生物採集を昼間と夜間で行い生物相の違いならびに日周鉛直運動について学習し
た。採集した生物は受講生により室内で顕微鏡観察し、種の同定を行った。この実習では
多様な生物が採集されて、受講生は高い関心を示した。
5)

CTD による海洋観測実習

東シナ海のトロール漁場（水深約 130m）で CTD を表層から 120m まで沈降させて、塩分
濃度及び水温の鉛直変化を観測した。首席一等航海士から CTD 観測機器の説明を受けた後
に、観測を行った。CTD には採水瓶を装着して受講生が機器を操作して採水信号を発信し
た。観測結果は画面に表示され、塩分濃度及び水温の鉛直変化について受講生からは、水
温躍層や水温分布と塩分分布が異なる理由などについて質問がなされた。
6) 底びき網による生物採集実習
東シナ海（水深約 130m）で 2 回のオッタートロール網による底棲性生物の採集実習を行
った。受講生はオッタートロール網の操業過程を理解すると共に、漁獲物の選別から計量、
漁獲物の収納に至る過程、並びに種の同定を実地に体験し、生物採集の実務と漁獲データ
の整理を学習した。
7)

漁獲物処理実習
今回の漁獲量は 2 回の操業で約 700kg であった。
このうち商品価値が低いヒラツメガニ、

カナガシラ類（カナド、ドゲカナガシラなど）や小型魚類と、漁獲量が少量の魚類ならび
にスルメイカを加工処理した。魚類（約 200kg）は頭部と内臓を除去して脱鱗・水洗して
ミンチマシンでフィシュミールに加工して急速凍結した。ヒラツメガニ（約 300kg）は甲
羅をはがして 2 つ割にして急速凍結した。スルメイカ（約 10kg）は胴部を切り開き内臓を
除去して水洗い後、乾燥スルメとした。受講生は漁獲物の有効利用について学習した。
6.

参加学生による本セミナーの評価
1）アンケート結果
鹿児島大学水産学部が講義及び実習終了時に実施している学生による授業評価アンケート

項目を利用して、本セミナーを評価した。アンケートは乗船学生全員に対しておこなった。
12 項目の質問事項は、高く評価する「非常にそう思う」から全然評価しない「全くそう思う」
までの 4 段階とし、これらに加えて、①実習全般、②熊沢氏の講演、③トロール漁業の講演
のそれぞれに対する意見や感想を自由に記述してもらった。アンケートの集計結果と受講生
の自由記述を表 1 と表 2 に示す。
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表 1.

各質問事項に対する連大生・宮崎大学修士の回答数（
質

問

）は宮崎大学修士学生
非

ま

あ

全

常

あ

ま

く

に

そ

り

そ

そ

う

そ

う

う

思

う

思

思

う

思

わ

わ

な

な

い

う

い
1

船舶の設備は実習に対して適していた。

4（3）

2

シラバスには、実習の目的、内容が分かりやすく示さ 1（1） 3（2）
れていた。

3

実習内容はシラバスに沿っていた。

4（3）

4

実習に関する乗船時の説明は十分であった。
（緊急対応 4（3）
時、危険個所、航海予定、船内生活など）

5

使用機器の取り扱いは理解可能な範囲であった。

4（2）

（1）

6

この実習は知識や経験、技術、考える力を深めるのに 4（2）

（1）

役立った。
7

乗船日数は予定通りであった。

3（3）

1

8

教員の声、話し方は聞き取りやすかった。

1（3）

2

9

説明はわかりやすかった。

3（3）

1

10

教員の機器・計器類、データ、サンプルの取り扱いは 3（3）

1

1

適切に行われていた。
11

配布資料は実習の履修に効果的であった。

1（3）

12

実習中または時間外に質問する機会が設けてあった。

4（3）

2

1

自由記述事項（連大生のみ記載した）
① 実習全般
This on board practice is really well organized everything on scheduled. Also
the professor is really helpful to explain in English all subjects. The crews and
all students were work together.
This is a chance to improve the knowledge of fisheries. I can get many experiences
to improve the scientific knowledge especially on a ship.
The practice was very good and very important to help students to understand how
to practically deal with fish/sample. For students studying Fisheries related
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sciences it gives a strong understanding of their study.
For Life safety in the fishing vessel the practice was good even for those students
boarding the vessel for the first time.
At least all students participated in every aspect form how to collect sample
(plankton, trawl fish, fish meal etc) through to the point of analyzing, commenting
and presenting their findings. This is strong positive impact.
All staff and professor were ready to practically help and explain. Good work
relation between crews, professor and students.
② 熊沢氏の講演
It a little bit difficult to understand the content, since it in Japanese and
he talked to fast and moreover the subject is new for me.
This practice is very useful and interesting even to improve of general knowledge
of science and equipment especially on a ship.
The presentation was well prepared with a lot of information needed as per
objectives.
However, it could be better if it could be understood by all participants, i.e.
the communication media (only Japanese language).
講演を興味深く聞きました。
③ トロール漁業の講演
It is really fantastic. I am interested. It easy to understood because the slide
is in order with many explanation on it, so I can easily grasping the idea.
Presentation is very good and clearly, many knowledge for fishery field especially.
Presentation base knowledge of control is very practice and useful. Trawl control
is very interesting.
This was good and well planned presentation. Aided by visual aids i.e. model of
trawl, it was easy to understand the mechanism and have a picture of what will be
done. I understood it well.
講演を興味深く聞きました。
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表 2.

各質問事項に対する学部学生の回答数
質

（

）は宮崎大学学生

問

非

ま

あ

全

常

あ

ま

く

に

そ

り

そ

そ

う

そ

う

う

思

う

思

思

う

思

わ

わ

な

な

い

う

い
1

船舶の設備は実習に対して適していた。

5（6） 1（3）

1

2

シラバスには、実数の目的、内容が分かりやすく示 3（1） 4（7） （1）
されていた。

3

実習内容はシラバスに沿っていた。

3（1） 4（7） （1）

4

実習に関する乗船時の説明は十分であった。
（緊急対 6（8） 1（1）
応時、危険個所、航海予定、船内生活など）

5

使用機器の取り扱いは理解可能な範囲であった。

4（6） 3（3）

6

この実習は知識や経験、技術、考える力を深めるの 6（9）

1

に役立った。
7

乗船日数は予定通りであった。

7（9）

8

教員の声、話し方は聞き取りやすかった。

5（7） 2（2）

9

説明はわかりやすかった。

5（4） 2（5）

10

教員の機器・計器類、データ、サンプルの取り扱い 4（2） 3（6） （1）
は適切に行われていた。

11

配布資料は実習の履修に効果的であった。

2（3） 5（3） （3）

12

実習中または時間外に質問する機会が設けてあっ 6（6） （1） （2）
た。

自由記述事項は省略した。
評価結果に基づくと、本セミナーはほぼ良好に実施されたと判断できる。受講生は練習船
の設備や本セミナーの内容について満足し、新たな知識・経験・技術を得て、今後の研究に
役立つものであると高く評価している。これは彼らの意欲を満たすのに十分な練習船が有す
る卓越した研究施設や、船舶教員がそれらの機器の優れた運用技術を持って懇切丁寧な指導
を行ったことによると考えられる。しかし、シラバスや配布資料については、低い評価をし
ている。これら資料は一部を除いて日本語で書かれており、説明は必要に応じて英語で行っ
たが外国人留学生が理解しにくかったためと考えられる。
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7．総括
受講生は少数であったが、彼らが高いレベルの知的好奇心と積極性を持っていたことで、
練習船スタッフの協力を得て、セミナーをスムーズに実施できた。乗船中の受講生と乗船指
導教員との日常会話を通じて、他大学の教員や大学院生と知り合えたこと、お互いの研究内
容についてよく知ることができたなど、練習船での集団生活ならではの効果が得られたこと
などが、聞き取れた。かごしま丸は主として水産学部学生の乗船実習指導を担当しているが、
修士課程ならび博士課程学生の指導にもなんら問題がないことを再確認した。これからも修
士以上の学生の教育指導にかごしま丸を有効に活用してゆきたい。
本セミナーに対する受講生のアンケート結果ならびに自由記述から、新たな知識や経験、
技術を得て、今後の研究に役立つものであると、受講生からほぼ満足しているとの評価を得
られた。一方では、事前に配布する資料や乗船後の計画などの文書情報が不十分だった、英
語で表記されていなかったなどの問題点が明らかになった。平成 19 年に開催した洋上特別セ
ミナーの経験や記録を参考として、かごしま丸とも連絡を取り合って乗船前の配布資料を準
備したが、不十分な点があった。英文の説明資料など外国人留学生に対する情報伝達は今後
の改善点である。
今年度は募集人員 10 名に対して 5 名が履修登録し、4 名が受講した。この人数は想定した
よりも少なく、連大生に対する広報活動が十分でなかったことや、手続き期間が短かったこ
と等が少ない受講者数の理由の一つと考えられる。23 年度は実施要綱を早期に発表して十分
な募集期間を確保したい。また、航海では韓国の済州島に寄港して済州大學校と鹿児島大学
連合農学研究科の共催でセミナーを開催して学生が講演する機会を提供することを計画して
おり、これによる受講者の増加を期待している。
8．謝辞
本セミナーの計画と実施に際してご協力頂きましたかごしま丸 東 政能船長、幅野明正首
席一等航海士ならびに乗組員の方々に深く感謝します。本セミナーに対して特別の配慮を頂
きました、鹿児島大学連合農学研究科 研究科長 菅沼俊彦先生ならびに諸手続きを実行して
いただきました事務職員の方々へお礼を申し上げます。
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船内講義２
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入学試験検討委員会報告

平成22年度委員長
津田

勝男

平成22年度の入学試験検討委員会は、津田勝男(鹿児島大農)、大富 潤(鹿児島大水産)、砂川勝徳(琉
球大農)、渡邉啓一(佐賀大農)、杉元康志(鹿児島大連)の5名のメンバーで構成され、6回開催された。今
年度は平成20年度の改組から3年目となり、前年度までに確定した手順にのっとり学生募集要項の作成、
入学試験の実施に向けた準備を行った。
今年度も、平成22年9月に実施した平成22年度10月入学者選抜試験と平成23年2月に実施した平成23年
度4月入学者選抜試験のいずれもトラブル無く実施することができた。
委員会では、前年度(平成21年度)に引き続き入学試験に関連する問題点の洗い出しとそれに対する対
応策についても議論してきた。現在もっとも大きい問題は、入学者の定員超過である。定員23名に対し、
平成22年度は4月入学者34名と10月入学者9名の計43名で20名の超過、平成23年度は4月入学者35名で既に
12名の超過である。一般的には定員超過による教育(指導)の質の低下が懸念されるところであるが、定
員超過の状態は本学設立3年目の平成2年から生じており、定員超過に起因する教育上の問題は見られな
い。一方、定員超過の状態が将来に渡って持続するのかは予想できないため、定員変更などの対策を取
ることは難しい。
前年度(平成21年度)委員会からの申し送り事項として、入学試験における口頭試問の採点に連合講座
間の格差が存在する問題が挙げられていたが、今年度も同様の傾向が認められた。また、口頭試問を主
宰する代議委員の担当者数も連合講座間で格差が生じている。今年度は受験者が多かった水産資源環境
科学連合講座の主宰者を2名にして分割し代議委員の負担を軽減した。今後もこのような措置が必要にな
ると考えられる。
以下に平成22年度の本委員会の開催日時と議題を記す。
第1回委員会 平成22年5月21日(金)

14時00分〜14時20分

・平成22年度入学試験検討委員会日程及び主な議題等について
第2回委員会 平成22年6月11日(金)

14時00分〜14時10分

・平成22年度10月入学試験について
小論文問題作成の担当と手順確認
・平成23年度4月入学試験について
4月入学試験スケジュールの検討
募集要項案の検討
第3回委員会 平成22年7月16日(金)

14時00分〜14時33分

・平成22年度10月入学試験について
小論文試験監督者の大富委員から津田委員長への変更
・平成23年度4月入学試験について
募集要項の｢外国人登録済証明書等｣についての表記の一部修正
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第4回委員会 平成22年12月17日(金)

14時00分〜14時22分

・平成23年度4月入学試験について
小論文問題作成の担当と手順確認
・平成23年度10月入学試験について
10月入学試験スケジュールの検討
募集要項案の検討
・その他
平成23年度4月入学試験の入学試験説明会のＳＩＮＥＴによる実施
第5回委員会 平成23年1月14日(金)

9時32分〜9時42分

・平成23年度4月入学試験について
入学試験説明会の実施方法の確認
入学・進学試験要項案の審議と確認
・平成23年度10月入学試験について
10月入学試験スケジュールの検討
募集要項案の検討
第6回委員会 平成23年3月4日(金)

14時00分〜14時20分

・平成23年度4月入学コース入学試験の反省について
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計

琉球大学(農)

鹿児島大学(水)

鹿児島大学(農)

宮崎大学(農)

佐賀大学(農)

計

他大学

構成大学

国籍別入学者

構
成
大
学
別
学
生
数

入
学
者
数

年 度
入学定員
志願者数
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(13)
日本
12
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
3
ﾀｲ
2
韓国
1
中国
4
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 2
西ﾄﾞｲﾂ
1

25

18
25
16
(8)
9
(5)
25
(13)
7
(4)
8
(3)
4
(3)
6
(3)

63

(12)

日本
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
韓国
中国
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ﾏﾚｰｼｱ

18

18
18
14
(9)
4
(3)
18
(12)
6
(4)
4
(3)
3
(1)
5
(4)

元

6
3
2
4
1
1
1

(17)
日本
13
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
3
ﾀｲ
3
韓国
2
中国
3
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
2
ﾏﾚｰｼｱ
2
ｴｼﾞﾌﾟﾄ
1

30

18
30
21
(9)
9
(8)
30
(17)
10
(4)
7
(4)
9
(5)
4
(4)

2

25 (3)
(14)
日本
11
ｽﾘﾗﾝｶ
1
韓国
2
中国
7
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 2
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
2

18
25
15 (3)
(6)
10
(8)
25 (3)
(14)
5 (1)
(1)
8 (2)
(4)
8
(7)
4
(2)

3
22
40
23 (5)
(9)
17 (1)
(14)
40 (6)
(23)
7 (1)
(2)
9 (1)
(6)
9
(7)
11 (3)
(6)
4 (1)
(2)
40 (6)
(23)
日本
17
ｲﾝﾄﾞ
1
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
1
ﾀｲ
3
韓国
4
中国
5
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 4
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
1
ﾐｬﾝﾏｰ
1
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ
1
ｸﾞｱﾃﾏﾗ
1
ｽﾍﾟｲﾝ
1

4
22
39
28 (1)
(15)
10
(9)
38 (1)
(24)
6
(5)
10
(5)
6 (1)
(4)
10
(7)
6
(3)
38 (1)
(24)
日本
14
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
1
ﾀｲ
1
韓国
2
中国
6
ﾈﾊﾟｰﾙ
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 2
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
5
ﾏﾚｰｼｱ
1
ｷﾞﾘｼｬ
1
ｽﾍﾟｲﾝ
1
ｴｼﾞﾌﾟﾄ
1
ｶﾞｰﾅ
1
ﾅｲｼﾞｪﾘｱ
1

5

年 度 別 入 学 者 数

22
58
45 (4)
(24)
11 (1)
(10)
56 (5)
(34)
10
(7)
16 (1)
(9)
14
(10)
10
(7)
6 (4)
(1)
56 (5)
(34)
日本
22
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
9
ｽﾘﾗﾝｶ
1
ﾀｲ
2
韓国
2
中国
5
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 6
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
2
ﾐｬﾝﾏｰ
1
ｺｽﾀﾘｶ
1
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
1
ｴｼﾞﾌﾟﾄ
1
ﾅｲｼﾞｪﾘｱ
1
ｾﾈｶﾞﾙ
1
ﾁｭﾆｼﾞｱ
1

6

（

22
55
44 (2)
(25)
11 (1)
(9)
55 (3)
(34)
4
(3)
26 (1)
(16)
9 (1)
(6)
10 (1)
(6)
6
(3)
55 (3)
(34)
日本
21
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
7
ﾀｲ
1
韓国
3
中国
10
ﾊﾟｷｽﾀﾝ
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 7
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
1
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
1
ｴｼﾞﾌﾟﾄ
1
ｶﾞｰﾅ
1
ｻﾞﾝﾋﾞｱ
1

7

10

平成23年4月1日現在

22
47
34 (5)
(13)
13 (1)
(10)
47 (6)
(23)
9 (1)
(5)
17 (3)
(7)
5 (1)
(2)
6
(4)
10 (1)
(5)
47 (6)
(23)
日本
24
ｲﾝﾄﾞ
1
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
3
ﾀｲ
1
中国
6
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 5
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
2
ﾎﾞﾘﾋﾞｱ
1
ｶﾞｰﾅ
2
ｹﾆｱ
1
ｾﾈｶﾞﾙ
1

9

22
62
43 (2)
(25)
17 (2)
(12)
60 (4)
(37)
8
(5)
21
(16)
12 (3)
(5)
12 (1)
(7)
7
(4)
60 (4)
(37)
日本
23
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
7
ｽﾘﾗﾝｶ
1
ﾀｲ
4
韓国
2
中国
8
ﾈﾊﾟｰﾙ
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 5
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
1
ﾍﾞﾄﾅﾑ
1
ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ
1
ｴｼﾞﾌﾟﾄ
2
ｶﾞｰﾅ
1
ｹﾆｱ
1
ﾀﾝｻﾞﾆｱ
1
台湾
1
）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

22
46
36 (1)
(11)
9
(8)
45 (1)
(19)
13
(3)
12
(7)
7 (1)
(2)
8
(3)
5
(4)
45 (1)
(19)
日本
26
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
2
韓国
3
中国
8
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 4
ﾏﾚｰｼｱ
1
ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ1

8

宮崎大学(農)

佐賀大学(農)

計

他大学

構成大学

年 度
入学定員
志願者数

国籍別入学者

計

連携大学院

構
成 鹿児島大学(農)
大
学
鹿児島大学(水)
別
学
生 琉球大学(農)
数

入
学
者
数
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43 (3)
(26)
日本
17
ｲﾝﾄﾞ
1
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
8
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
ﾒｷｼｺ
1
ｲﾗﾝ
1
ﾀﾝｻﾞﾆｱ
1

22
44
31 (2)
(16)
12 (1)
(10)
43 (3)
(26)
13 (2)
(9)
7 (1)
(1)
7
(6)
8
(6)
8
(4)

11

49 (7)
(25)
14 (2)
(7)
63 (9)
(32)
11
(5)
19 (3)
(9)
12 (2)
(7)
12
(7)
9 (4)
(4)

37 (4)
(23)
18 (3)
(8)
55 (7)
(31)
11 (1)
(6)
12 (1)
(8)
13 (1)
(8)
11 (2)
(7)
8 (2)
(2)

63 (9)
(32)
日本
31
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
中国
8
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 2
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
ﾙｰﾏﾆｱ
1
ﾖﾙﾀﾞﾝ
1
ｲﾗﾝ
1

22

22
55

55 (7)
(31)
日本
24
ｲﾝﾄﾞ
1
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
7
ｽﾘﾗﾝｶ
1
韓国
3
中国
9
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 6
ﾌｲﾘﾋﾟﾝ
1
ﾏﾚｰｼｱ
1
ｺﾛﾝﾋﾞｱ
1
ｴｼﾞﾌﾟﾄ
1

13

12

50 (7)
(23)
日本
27
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
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
ﾒｷｼｺ
1
ﾓｰﾘﾀﾆｱ
1

22
55
37 (2)
(19)
13 (5)
(4)
50 (7)
(23)
7
(5)
10 (2)
(3)
17 (5)
(7)
9
(5)
7
(3)

14

64 (8)
(34)
日本
30
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
ﾀｲ
2
韓国
3
中国
9
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
3
ﾍﾞﾄﾅﾑ
2
ﾐｬﾝﾏｰ
2
ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ
2
ｲｴﾒﾝ
1
ﾄﾙｺ
1
ｹﾆｱ
1
ﾏﾗｳｲ
1

22
67
46 (4)
(22)
18 (4)
(12)
64 (8)
(34)
10 (1)
(5)
21 (4)
(7)
11 (1)
(7)
12 (1)
(9)
10 (1)
(6)

15

67 (7)
(23)
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
中国
7
ﾊﾟｷｽﾀﾝ
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
3
ｸﾞｱﾃﾏﾗ
1
ﾄﾙｺ
1
ﾖﾙﾀﾞﾝ
1
ｶﾞｰﾅ
1

22
67
62 (6)
(20)
5 (1)
(3)
67 (7)
(23)
17 (1)
(8)
15 (2)
(5)
13 (2)
(4)
8
(4)
14 (2)
(2)

16

38 (5)
(17)
日本
21
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
2
ﾀｲ
2
韓国
1
中国
6
ﾊﾟｷｽﾀﾝ
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 2
ﾏﾚｰｼｱ
1
ｴｼﾞﾌﾟﾄ
1
ﾀﾝｻﾞﾆｱ
1

23
39
31 (3)
(12)
7 (2)
(5)
38 (5)
(17)
10 (1)
(5)
5 (1)
(1)
7 (1)
(4)
5
(4)
10 (2)
(3)
1

17

49 (6)
(25)
日本
24
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
1
ﾀｲ
1
韓国
1
中国
6
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 4
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
1
ﾍﾞﾄﾅﾑ
2
ﾏﾚｰｼｱ
1
ﾐｬﾝﾏｰ
2
ｺﾛﾝﾋﾞｱ
1
ｵﾏｰﾝ
1
ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ 1
ﾅｲｼﾞｪﾘｱ
1
ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ
1
ﾘﾋﾞｱ
1

23
50
36 (2)
(19)
13 (3)
(6)
49 (5)
(25)
13 (1)
(6)
8 (2)
(3)
13
(7)
4
(4)
10 (3)
(5)
1

18

28 (2)
(15)
日本
13
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
4
ｽﾘﾗﾝｶ
1
ﾀｲ
1
韓国
1
中国
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 2
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
2
ﾍﾞﾄﾅﾑ
1
ﾐｬﾝﾏｰ
1
ﾀﾝｻﾞﾆｱ
1

11 (2)
(6)
4
(4)
6
(3)
0

23
30
25 (3)
(13)
3
(2)
28 (3)
(15)
7
(2)

19

40 (4)
(22)
日本
18
ｲﾝﾄﾞ
1
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
1
ｽﾘﾗﾝｶ
3
ﾀｲ
2
中国
3
ﾊﾟｷｽﾀﾝ
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 4
ﾌﾞｰﾀﾝ
1
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
1
ｷｭｰﾊﾞ
1
ｹﾆﾔ
1
ﾀﾝｻﾞﾆｱ
2
ﾁｭﾆｼﾞｱ
1

13 (2)
(6)
7
(6)
10 (2)
(4)
0

23
40
30 (2)
(16)
10 (2)
(6)
40 (4)
(22)
10
(6)

20

40 (5)
(26)
日本
14
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
9
ｽﾘﾗﾝｶ
2
ﾀｲ
1
韓国
1
中国
2
ﾈﾊﾟｰﾙ
2
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
1
ﾍﾞﾄﾅﾑ
2
ﾐｬﾝﾏｰ
2
台湾
1
ｹﾆｱ
1
ﾀﾝｻﾞﾆｱ
1

5 (1)
(3)
12 (1)
(9)
11 (2)
(6)
0

23
40
29 (5)
(16)
11
(10)
40 (5)
(26)
12 (1)
(8)

21

宮崎大学(農)

佐賀大学(農)

計

他大学

構成大学

年 度
入学定員
志願者数

国籍別入学者

計

連携大学院

構
成 鹿児島大学(農)
大
学
鹿児島大学(水)
別
学
生 琉球大学(農)
数

入
学
者
数
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日本
17
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
1
ｳｶﾞﾝﾀﾞ
1
ｽﾘﾗﾝｶ
1
ﾄﾝｶﾞ
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 2
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
2
ﾍﾞﾄﾅﾑ
3
ﾏﾚｰｼｱ
1
ﾐｬﾝﾏｰ
2
ﾓｰﾘﾀﾆｱ
1

32 (5)
(15)

43 (5)
(22)
日本
17
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
2
ｾﾈｶﾞﾙ
1
ﾀｲ
1
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 6
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
2
ﾍﾞﾄﾅﾑ
2
ﾐｬﾝﾏｰ
1
中国
2

45
24 (4)
(9)
8 (1)
(6)
32 (5)
(15)
8
(3)

45
28 (3)
(10)
15 (2)
(2)
43 (5)
(12)
14 (1)
(8)

7 (3)
(3)
11
(7)
6 (2)
(2)
0

23

23

10 (2)
(3)
11 (1)
(7)
8 (1)
(4)
0

23

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

(
(

)( )
( )
(

( )
(

(
)
( )

)

( )
(
)

( )
(

)

)( )

)( )
( )
)

Md.Mijanur Rahman
)( )
(

( )

Rocky Franky Roring
)( )
(

( )

( )
(
)

( )

( )
(
)

(

Wang Peng
)( )

(

( )
(
)

( )

Siti Irma Rahmawati
)( )
(

(
Han Yuzhe
(

(

)

(

)

)
(

(
(

)

)( )

)( )
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)
(

)

( )
(

(
( )
( )
( )
(
( )

( )
(

)( )
(

(

)

)

)( )
( )
(
)

( )
(

)

)( )

)( )
( )
(
)

( )

Mst. Nasrin Nahar
)( )
(

( )
(
)

( )

Junayed Uddin Ahmed
)( )
(

( )
(
)

Nambooze Joweria
)( )
(

( )

Tran Minh Hai
)( )
(

(

)

)
( )

Nguyen Thi Thuy
)( )
(

(

)

(
)
( )

(

(
(

Salome Vistasio Tupou Taufa
)( )
(

(

( )

)
(
( )
( )

( )

( )
(

)

(

)

)( )

Buddhika Niroshie Perumpuli
Arachchige
)( )
(
Trieu Thanh Tuan
)( )
(

(

)

(

)

(

)

)( )

(

)

(

)

(

)
(

( )
(

)( )
( )

Yonathan Asikin
)( )
(
(

Phyu Phyu Khine Zar
)( )
(

( )
(

( )

)( )
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)

(

( )
)
(
)
( )
( )
( )

( )
(

)( )
( )

(

( )
( )

)( )
(
(

(

(

(

)

)

( )

)( )
(

)

(
)
( )

(

)

(
)
( )

)( )

)( )
( )
(
)

( )
(

)( )

(

)( )

(

)

(
(

(
(

( )
)

(

)
)

(

)( )
(

Saw Mya Linn
)( )
(

(
(

)

)
)
(

(
(

Niang Mohamed Oumar
)( )
(

)

(

(

)

Nurulnadia Binti Mohd Yusoff
)( )
(

(

)

Bacolod Eugene Tan
)( )
(

(

)

(
(

)
(
(

Nunal Sharon Nonato
)( )
(

)( )
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)

)
)

(

)
)
)

(
(

)

(

)

(
(
(

)
)
)

平成２２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

私費外国人留学生学習奨励費

５名

５名

平和中島財団外国人留学生奨学生

１名

１名

国内採用による国費外国人留学生

４名

０

共立国際交流奨学財団奨学生

１名

０

川口静記念奨学生

１名

０

旭硝子奨学会外国人留学生奨学生

１名

１名

財団法人米盛誠心育英会奨学生

６名

０

財団法人ｱｼｭﾗﾝ国際奨学財団外国人留学生奨学生

１名

０

財団法人日揮・実吉奨学会第二種給与奨学金

１名

１名

種村完司私費外国人留学生奨学金

２名

２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）

９名

９名

２年次（第二種）

１名

１名

平成２２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

６名

０名

１名

５名

１０月入学

１名

０名

０名

１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

３２名

１０名

１３名

９名

後期

３２名

１０名

１５名

７名
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攻

名

攻

合

名

水産資源科学

合

生物環境保全科学

生物資源利用科学

生物生産科学

専

水産資源科学

生物環境保全科学

生物資源利用科学

生物生産科学

専

Ⅰ．課程博士

147

6
2
1
9
2
3
4
9
4
7
11
3
6
9
38
(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(5)
(6)
(1)
(1)
(2)
(18)

(5)
(2)

12

4 (2)
12 (9)

1 (1)
4 (2)

3 (3)
1 (1)

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(11)

2
2
3
3
10
3
4
1
8
4
4
8
6
4
10
36

(2)
(1)
(2)
(2)
(7)
(1)
(4)
(1)
(6)
(3)
(4)
(7)
(5)
(1)
(6)
(26)

13

1
1
1
2
4
2
6
14

5 (4)
1 (1)

(2)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(5)
(14)

7
4
4
1
16
6
6
2
14
5
1
6
6
5
11
47
(5)
(2)
(1)
(3)
(3)
(2)
(5)
(23)

(4)
(2)
(3)
(1)
(10)
(2)
(3)

14

2
3
3
6
6
1
7
19

4 (4)
1 (1)
1 (1)

2 (2)
1 (1)
1 (1)

4 (4)
1

2 (1)
1 (1)
1 (1)

4 (3)
1 (1)
2 (2)

4

3

2

熱帯資源生物学・生物機能開発学：平成4年度増設講座

連合講座名
植物生産学
動物生産学
農林資源・経営学
熱帯資源生物学
小
計
応用生物化学
資源利用化学
生物機能開発学
小
計
生物環境保護学
生物生産工学
小
計
海洋生産環境学
水産資源利用学
小
計
計

年度

連合講座名
植物生産学
動物生産学
農林資源・経営学
熱帯資源生物学
小
計
応用生物化学
資源利用化学
生物機能開発学
小
計
生物環境保護学
生物生産工学
小
計
海洋生産環境学
水産資源利用学
小
計
計

年度

(1)
(3)
(2)
(5)
(5)
(1)
(6)
(14)

4
10
2
3
19
3
3
1
7
4
1
5
5
5
10
41
(2)
(3)
(4)
(7)
(26)

(2)
(7)
(2)
(1)
(12)
(1)
(3)
(1)
(5)
(2)

15

4
4
2
6
5
2
7
20

3 (2)
3 (1)
1

3 (2)

5

学位記授与状況

(1)
(1)
(3)
(1)
(4)
(6)
(1)
(7)
(17)

(3)
(1)
(1)
(5)

7
3
6
9
44

5
3
9
5
10
4
19
7

1

(4)
(4)
(24)

(3)

(7)
(2)
(9)
(3)

(5)
(3)
(8)

16

3
1
1
5
1
2
1
4
5
1
6
8
1
9
24

6

(3)
(1)
(1)
(2)
(6)
(2)
(8)
(20)

(2)
(2)
(1)
(2)
(7)
(1)
(2)

6
6
5
3
20
3
2
4
9
2
4
6
7
3
10
45

(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(5)
(1)
(6)
(26)

(2)
(5)
(5)
(2)
(14)
(1)

17

2
3
1
3
9
3
4
1
8
1
1
2
7
3
10
29

7

(7)
(7)
(4)
(11)
(4)
(3)
(7)
(33)

1
4
5
2
12
5
4
1
10
6
3
9
4
5
9
40

(1)
(5)
(2)
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
(3)
(4)
(7)
(21)

18

10
7
8
15
4
3
7
46

14 (8)
3 (2)
7 (5)

4 (3)
8 (3)
2 (2)

8

(9)
(2)
(6)
(2)
(10)
(4)
(6)
(10)
(3)
(2)
(5)
(34)

(7)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(5)
(1)
(2)
(3)
(18)

(3)
(1)
(3)

(3)
(19)

(5)
(5)
(3)

(2)

(1)
(2)
(3)
(3)
(9)
(2)

16
3
6
1
10
6
4
10
1
7
8
44

小

(399)

(19)
(37)
(14)
(70)
(47)
(43)
(90)
(62)
(36)
(98)

(141)

(36)
(44)
(42)
(19)

計

(4)
(22)

(1)
(1)
(4)
(5)
(9)
(4)

(3)
(3)
(2)
(8)

11
3
3
5
3
14
2
1
4
7
5
7
12
7
3
10
43

60
66
55
27
(9) 208
57
70
(1)
27
(1)
(2) 154
74
(3)
65
(3)
(6) 139
92
(1)
63
(6)
(7) 155
(24) 656
3 (3)
5 (3)
8 (3)

20

7
1
5
6
4
1
5
32

4
4
3
3
14
3
4

10

※（ ）内数字は、外国人留学生で内数

5
1
6
1
13
4
4
1
9
3
3
6
3
4
7
35

19

12
5
6
2
13
5
10
15
5
2
7
47

7 (5)
4 (4)
1

9

H22.4.1現在

専

攻

名

水産資源科学

合

生物環境保全科学

生物資源利用科学

生物生産科学
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年度
連合講座名
植物生産学
動物生産学
農林資源・経営学
熱帯資源生物学
小
計
応用生物化学
資源利用化学
生物機能開発学
小
計
生物環境保護学
生物生産工学
小
計
海洋生産環境学
水産資源利用学
小
計
計
(2)
(2)
(2)
(3)
(5)
(1)
(3)
(4)
(16)

9
4
5
9
3
3
6
33

(4)
(1)
(5)

3
4
2
9
3
6

21
2
1
3
6
3
1
3
7
4
4
8
3
2
5
26
(2)
(2)
(3)
(1)
(4)
(11)

(1)
(2)

(1)
(1)
(1)
(3)
(1)

22

23

24

25

26

27

29

(36)
(44)
(46)
(20)

60
69
59
29
217
60
76
27
163
78
70
148
95
66
161
689

(102)
(415)

(19)
(39)
(14)
(72)
(49)
(46)
(95)
(63)
(39)

(146)

計

合

※（ ）内数字は、外国人留学生で内数

28

289

ｱﾒﾘｶ

1

ﾖﾙﾀﾞﾝ

2

人数

国名

人数

国名

人数

人数

2

2

4

1

7

2

2

9

3

5

8

年度

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

61

8

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

1

15
16
17
18
19
20
21
22
合計

日本・ﾏﾚｲｼｱ・韓国・中国

中国

日本・米国・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾀｲ

日本・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

日本

日本・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本

日本

年度

日本

日本

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

25

ﾀｲ

129

0

12

10

9

17

8

5

18

3

人数

2
3
ｺｰﾄｼﾞﾎﾞ
ｻﾞﾝﾋﾞｱ
ｱｰﾙ
1
1

14

名

3

ｹﾆｱ

1

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

11

ｽﾘﾗﾝｶ

日本

国

5

ｶﾞｰﾅ

2

ｺｽﾀﾘｶ

4

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ｸﾞｧﾃﾏﾗ

7

ｲﾝﾄﾞ

Ⅱ．論文博士

日本

国名

【国別内訳】

149

国

2

ｽﾍﾟｲﾝ

3

ﾈﾊﾟｰﾙ

日本・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

日本・ｱﾒﾘｶ

日本・ｱﾙｼﾞｪﾘｱ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本･ｴｼﾞﾌﾟﾄ・ｽﾍﾟｲﾝ

日本

日本

日本・ﾍﾞﾄﾅﾑ・中国

名

1

ｷﾞﾘｼｬ

1

台湾
ﾄﾞｲﾂ

4

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

1
ﾏﾀﾞｶﾞｽｶ
ﾀﾝｻﾞﾆｱ ﾁｭﾆｼﾞｱ ﾅｲｼﾞｪﾘｱ
ﾙ
5
2
3
1

1

ﾒｷｼｺ

105

中国

日本・ﾀｲ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

2

ｾﾈｶﾞﾙ

1

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ

29

韓国

1

ﾏﾗｳｲ
1

ﾓｰﾘﾀﾆｱ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ﾃﾞｼｭ
59
27
ﾊﾟﾌﾟｱ
ｲｴﾒﾝ
ﾆｭｰｷﾞﾆｱ
1
1
1

ﾘﾋﾞｱ

2

ﾄﾙｺ

10

ﾍﾞﾄﾅﾑ

715

合計

2

ｲﾗﾝ

11

ﾏﾚｰｼｱ

1

ｵﾏｰﾝ

10

ﾐｬﾝﾏｰ

(
22

9

17

22

9

17

22

9

17

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

23

3

14

)(

( )(

)

( )(

)

( )(

)

( )(

)
( )
( )
(
( )

)

( )(

( )

)

George Msalya ( )(

(

)

Hafeza AKTHER ( )(
( )(

)

( )(

)

( )(

(

)

)

( )(

)

( )
)

(

)

( )
)
( )

)

( )(

( )

)

Abdulsudi ISSA ZACHARIA
( )(

(
( )

)

( )

)

)

Soomro Anila Naz ( )(
Harold Modoc Monteclaro ( )(
( )(

)

)

Khwantri Saengprachatanarug ( )(
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(

( )

Poramba Liyanage Nilantha Lakshman
( )(

( )(

)

)

( )(

( )(

)

)

Leila El Bassi ( )(

( )(

)

)

)
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(
23

3

14

23

3

14

23

3

14

)(

Md. Abdul Kader ( )(
( )(
( )(
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)
)

(

)

)
)

( )

平成２２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

5 (19.2%)

研究所・団体等研究員

5 (19.2%)

民間企業研究員（職）

3 (11.5%)

その他（含む研究生等）

8 (30.8%)

自 営

0 (0.0%)

未定（含む調査中）

5 (19.2%)

計

26 (100.0%)

就職先等
佐賀県有明水産振興センター,佐賀大学産学官連携推進機構,ソコイネ大学,Eden Girls College,
Dhaka,東京農工大学

ポスドク研究員,（株）新穂花,日本学術振興会特別研究員,Center of

Research and Water Technologies (CERTE), 薩摩酒造株式会社,琉球大学農学部協力研究員,
University of Ruhuna,株式会社

旬材,独立行政法人森林総合研究所,SOKOINE UNIVERSITY OF

AGRICULTURE,university of Sindh,University of the Philippines Visayas,鹿児島大学医歯学
研究科 ポスドク研究員,佐賀大学学術特定研究員
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代議委員会委員名簿
Ａ
Ｂ

専

任期
任期

攻

生 物 生 産 科 学

平成２３年４月１日〜平成２５年３月３１日（新任）
平成２２年４月１日〜平成２４年３月３１日（継続）

連 合 講 座

所 属 大 学

氏

熱帯資源・植物
生産科学

鹿児島大学（農）

Ａ

動物資源生産
科学

琉球大学（農）

Ｂ

地域・国際資源
経済学

こばやし

つ ね お

佐賀大学（農）

Ｂ

小

恒 夫

みつ

とみ

まさる

生物機能化学

佐賀大学（農）

Ａ

光

富

勝

食品機能科学

琉球大学（農）

Ｂ

高
まつ

お

とも

あき

先端応用生命科学

鹿児島大学（農）

Ａ

松

尾

友

明

生物環境保全科学

鹿児島大学（農）

Ｂ

津
ちよう

ひろ

ゆき

地域資源環境工学

佐賀大学（農）

Ａ

長

裕

幸

しげ

ひろ

りつ

お

水産資源環境科学

鹿児島大学（水産）

Ａ

重

廣

律

男

つじ

みず

き

琉球大学（農）

Ａ

辻

瑞

樹

鹿児島大学（水産）

Ｂ

山

さ

名
さ

き

おさむ

佐 々 木

修

すながわ

かつのり

砂

勝

川

林

た か の

応 用 生 命 科 学

つ

農水圏資源環境科学

講

座

りよう

野

だ

田

德

良

か つ お

勝

男

外
やまもと
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本

あつし

淳

平成２３ 年度 年間行事予定表
（鹿児島大学大学院連合農学研究科）
年

月

日

平成２３年
４．１５(金)
〃
〃

行

事

備

考

連合農学研究科入学式（１１：００）
連合農学研究科オリエンテ−ション
代議委員会（第９０回）
履修登録（Web）
｢Newsletter 第31号」原稿依頼

５．２０(金)

代議委員会（第９１回）［琉球大学担当］

６． ２（木）
〜
３（金）
６．１０(金)

平成２３年度第１回全国連合農学研究科協議会（当番

６．１５（水）
〜 １７（金）

７．１５(金)
７．２８（木）
〜 ２９（金）
８

研究科教員候補者推薦依頼(Ｄ准教授を含む)（〆切
前期学位論文（論博含む）提出
（〆切
秋季入学出願資格認定申請受付→審査→報告→通知

7. 5）
5.31)

東京農工大学）

代議委員会（第９２回）［鹿児島大学水産学部担当］
学位論文の受理及び審査委員会委員の選出
平成２３年度前期連合一般ゼミナール（日本語）（当番 鹿児島大学）
学位論文審査委員会
学位論文「公開審査会」・・・１週間前までに公示
代議委員会（第９３回）
［佐賀大学担当］
人材養成学生支援セミナーⅠ（予定）

秋季入学願書受付

（6.20〜6.24)

学位論文審査・最終試験等結果報告
授業料免除（後期）申請

（〆切

8.22）

月

９．

１(木)
〃
〃
〃
〃
〃

９．

２(金)
〃

９． ６(火)
９．１３(火)
９．１６(金)
１０．

秋季入試説明会
入試実施方法
秋季入学試験・入試委員会
入試合否判定
代議委員会（第９４回）
教員候補者資格審査の付託(Ｄ准教授を含む)
専攻教員会議（第１回）
教員資格審査委員会の設置(Ｄ准教授を含む)
教員資格審査委員会(Ｄ准教授を含む)
専攻教員会議（第２回）
教員候補者資格審査結果（報告）
代議委員会（第９５回）
研究科教授会（第１５回）

学位論文審査結果
教員資格審査判定
入試合否判定
学位論文の合否判定
教員資格審査判定

学位授与申請→授与の可否決定（学長）

秋季合格発表
秋季入学手続き（入学料免除申請等）（〜１５日）
学位記授与式

７(金)
〃
〃
１０．２０(木)
〜２１（金）
１０．２１(金)
〜２８（金）

秋季入学式
オリエンテーション
代議委員会（第９６回）
平成２３年度第２回全国連合農学研究科協議会（当番

秋季合格通知書・入学手続き案内の発送
「Newsletter 第31号」発行予定

後期学位論文（論博）提出

（〆切10.21)

人材養成学生支援セミナーⅡ（洋上セミナー）

学生募集要項発表

（下旬）

１１． ７（月）
１１． ７(月)
〜 ９(水)
１１．１６（水）
〜１８（金）

代議委員会（第９７回）
農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）実施

研究科教員(Ｄ准教授(特例))候補者推薦依頼（〆切 1. 6）

１２．１６(金)

代議委員会（第９８回）

岐阜大学）

［鹿児島大学（農）担当］
［鹿児島大学（農）担当］

平成２３年度後期連合一般ゼミナール（英語）（当番

岩手大学）

学位論文の受理及び審査委員会委員の選出
次期代議委員の調整

後期学位論文（課程博）提出

（〆切12.5）

出願資格認定申請受付→審査→報告→通知
平成２４年

※

学位論文審査委員会
学位論文「公開審査会」・・・１週間前までに公示

学位論文審査・最終試験結果報告
入学願書受付

１．１３(金)

代議委員会（第９９回）

教員候補者(Ｄ准教授(特例))資格審査の付託

２．

代議委員会（第１００回）

学位論文審査結果
次期代議委員の決定
入試実施方法

３(金)

授業料免除（前期）申請

２． ７(火)
２．１６(木)
〜１７(金)
２．１７(金)
〃

入試委員会
研究科教授会（第１６回）

２．２１(火)

合格発表

合格通知書・入学手続き案内の発送

３．
３．
３．

代議委員会（第１０１回）
学位記授与式（午後）
入学手続き（入学料免除申請等）（〜７日）

兼職申請書等作成
秋季入学募集要項発表
（中旬〜下旬）
教育研究指導計画書・職務内容調書等の作成依頼

２(金)
( )
５(月)

入試説明会
入学試験

（〆切 1.31)
（1.4〜1.10)

合否判定 （午前）
合否判定 （午後）
学位論文の合否判定

学位授与申請→授与の可否決定（学長）

委員会等の日程については、都合により変更することがあります。
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平成２２年度連合農学研究科活動記録
4 月 12 日(月)
〃
5 月 21 日(金)
〃
〃
〃
6 月 3 日(木)〜4 日(金)
6 月 11 日(金)
〃
〃
6 月 16 日(水)〜18 日(金)
6 月 25 日(金)
7 月 16 日(金)
〃
〃
〃
7 月 23 日(金)
9 月 2 日(木)
〃
〃
〃
9 月 3 日(金)
〃
〃
9 月 7 日(火)
9 月 17 日(金)
〃
10 月 1 日(金)
〃
〃
10 月 22 日(金)
11 月 4 日(木)〜 5 日(金)
11 月 10 日(水)〜12 日(金)
11 月 11 日(木)
〃
11 月 12 日(金)
11 月 17 日(水)〜19 日(金)
12 月 1 日(水)
12 月 17 日(金)
〃
〃
〃
1 月 14 日(金)
〃
〃
1 月 20 日(木)
2 月 4 日(金)
〃

平成 22 年度連合農学研究科入学式
第 74 回代議委員会
第 1 回入学試験検討委員会
第 1 回ファカルティ・ディベロップメント委員会
第 1 回教務委員会
第 75 回代議委員会（琉球大学農学部で開催）
平成 22 年度第１回全国連合農学研究科協議会（東京農工大学担当）
第 2 回入学試験検討委員会
第 1 回自己点検・評価委員会
第 76 回代議委員会（鹿児島大学水産学部で開催）
平成 22 年度前期連合一般ゼミナール(日本語) (愛媛大学)
第 6 回連合農学研究科構成大学事務会議
第 3 回入学試験検討委員会
第 2 回教務委員会
第 2 回自己点検・評価委員会
第 77 回代議委員会
平成 22 年度連合農学研究科構成大学事務連絡会（琉球大学で開催）
秋季入学試験説明会
秋季入学試験
入学試験委員会
第 78 回代議委員会
第 79 回代議委員会
第 80 回代議委員会
第 13 回研究科教授会
秋季合格発表
第 10 回(平成 22 年度)鹿児島大学大学院連合農学研究科運営会議
平成 22 年度連合農学研究科学位記授与式(前期)
平成 22 年度連合農学研究科秋季入学式
第 81 回代議委員会
第 3 回教務委員会
第 82 回代議委員会（持ち回り会議）
平成 22 年度第 2 回全国連合農学研究科協議会（岩手大学担当）
平成 22 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)（佐賀大学担当）
第 4 回教務委員会
第 3 回自己点検・評価委員会
第 83 回代議委員会
平成 22 年度後期連合一般ゼミナール(英語) （当番校：鹿児島連大）
第 84 回代議委員会(メール会議)
第 4 回入学試験検討委員会
第 5 回教務委員会
第 4 回自己点検・評価委員会
第 85 回代議委員会
第 5 回入学試験検討委員会
第 5 回自己点検・評価委員会
第 86 回代議委員会
第 87 回代議委員会(メール会議)
第 6 回教務委員会
第 6 回自己点検・評価委員会
156

〃
2 月 17 日(木)
2 月 18 日(金)
〃
2 月 22 日（火）
3 月 4 日(金)
〃
〃
〃
3 月 14 日(月)
〃
3 月 15 日(火)

第 88 回代議委員会
平成 23 年度 4 月入学コース入学試験
入学試験委員会
第 14 回研究科教授会
合格発表
第 6 回入学試験検討委員会
第 7 回教務委員会
第 7 回自己点検・評価委員会
第 89 回代議委員会
平成 22 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 22 年度鹿児島大学大学院連合農学研究科後期学位記授与式
鹿児島大学大学院連合農学研究科外部評価委員会
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退職・転出等教職員名簿（２２．４．１〜２３．３．３１）

異動年月日

氏

名

２２． ９．１６

川原

学

佐賀大学農学部

准教授

転

出

２３． １．２０

鈴木

信彦

佐賀大学農学部

教 授

死

亡

２３． ３．３１

石黒

悦爾

鹿児島大学農学部 教 授

定年退職

２３． ３．３１

林

國興

鹿児島大学農学部 教 授

定年退職

２３． ３．３１

藤井

信

鹿児島大学農学部 教 授

定年退職

２３． ３．３１

秋永

孝義

琉球大学農学部

教 授

定年退職

２３． ３．３１

舘野隆之輔

鹿児島大学農学部

准教授

転

出

２３． ３．３１

中川

鹿児島大学農学部

准教授

転

出

啓

在職時の職名
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異動内容

◇事務局だより

鹿児島大学農学部連合大学院総務係長
川添 隆子

平成２３年４月１日付け異動で、学生部学生生活課学生企画係から連合大学院総務係に
まいりました。
長年鹿児島大学に勤務しているにもかかわらず、連合農学研究科の事情を何も把握して
おらず、４月に着任してから初めて認識することが多く、常に仕事に追いかけられている
ような感じで、今も走り続けております。他の学部等とは趣が異なり、構成大学との連携
も含めて、多岐にわたる業務をこなさなければならないため、毎日が日々勉強の連続です。
また、連合農学研究科は、行事も多く、いろいろな新しいことに出会います。それは、
ある意味楽しみでもあり、新しい出来事との出会いが今後の自分にとって有意義なものに
なればいいと思っております。
これからも、周りの方々にはご迷惑をおかけすることと思いますが、一日も早く仕事に
も慣れ、少しでも皆様のお力になれますよう頑張りたいと思いますので、今後ともよろし
くお願いいたします。
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代議委員会委員・連合大学院事務職員メールアドレス一覧表

所

属

連合農学研究科長
連合農学研究科長補佐

氏
すがぬま

としひこ

すぎもと

やす し

菅 沼

大

学

つねお
ひろ ゆき

裕

長

みつ

とみ

つ だ

勝

かつお

田 勝

ささき

おさむ

修

お

とも

尾

松

やまもと

山

鹿児島大学水産学部

廣

琉

球

大

学

すながわ

かつのり
みず

瑞

連合大学院事務長代理
連合大学院総務係長
〃

総務係員

連合大学院学務係長
〃

学務係員

みうら

ともゆき

いな ば

なる と

なかぞの

中 園

かわ そえ

川

添

き

樹

ふくのうえ

よういちろう

陽 一 郎

こ

隆 子

て よ こ

天代子

こおりやま

しげる

いしかわ

石 川

tsujik@agr.u-ryukyu.ac.jp

aochief@farm.agri.kagoshima-u.ac.jp

福之上
郡 山

shige@fish.kagoshima-u.ac.jp

miurat@cc.miyazaki-u.ac.jp

成人

たか

tomomatu@chem.agri.kagoshima-u.ac.jp

b986094@agr.u-ryukyu.ac.jp

知 之

稲葉

sasaki@agri.kagoshima-u.ac.jp

takano@agr.u-ryukyu.ac.jp

勝 徳

砂 川

三浦

お

男

良

辻

鹿児島大学農学部事務長

律

りよう

野

つじ

宮崎大学農学部(連絡員)

りつ

たかの

高

mitsutom@cc.saga-u.ac.jp

ayam@fish.kagoshima-u.ac.jp

淳

ひろ

重

明

あつし

本

しげ

あき

友

choh@cc.saga-u.ac.jp

ktsuda@agri.kagoshima-u.ac.jp

男

佐々木
まつ

幸

まさる

富

光

鹿児島大学農学部

kobatune@cc.saga-u.ac.jp

恒夫

ちょう

津

yasushi@chem.agri.kagoshima-u.ac.jp

康志

杉 元

小 林

賀

rendean@ml.agri.kagoshima-u.ac.jp

俊 彦

こばやし

佐

E-Mailアドレス

名

rendairi@kuas.kagoshima-u.ac.jp
rensome@kuas.kagoshima-u.ac.jp
rensome@kuas.kagoshima-u.ac.jp

茂

rengaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

まゆみ

rengaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp
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◇編集後記

Newsletter 編集長
杉元康志
鹿児島大学大学院連合農学研究科ニューズレター３１号を刊行することが出来，執筆に
ご協力頂きました，先生方々，学生諸君に感謝申し上げます。特に，退職された先生，新
旧の代議委員の先生方々には連大への思いを綴って頂き，内容ある３１号になっています。
また，編集にあたり，連大事務職員の方に多大なるご協力を頂きました。
改組後３年目ということで本年度は完成年度になりますが，カリキュラムを整理し，多
地点遠隔講義システム SINET 3 を使った各連合講座の講義を行い，構成大学の学生が共通
して同じ講義を受けることになりました。昨年開設した人材養成学生セミナーは 7 月末に
開講し，７名の講師によるバラエティ豊かな講義となりました。こうした機会を生かして，
学生諸君が是非，将来の方向性に生かして欲しいものです。
第二期中期計画・中期目標も２年目に入り，目標に立てた計画を着実に実行することが
要求されます。連大の維持・発展のために，皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
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鹿児島大学大学院連合農学研究科
鹿児島市郡元 1 丁目 21 番 24 号
電話（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）市外局番 099
研究科長

285-8780

研究科長補佐 285-8781
事務長

285-8510

事務長代理 285-8791
総務係

285-8792

学務係

285-8795

FAX

285-8799

URL

http://homeugs.agri.kagoshima-u.ac.jp/

E-Mail

rensome@kuas.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島大学大学院連合農学研究科を構成する4つの研究を4枚の羽根で表現し、連合農学研究科が今後ます
ます活躍するようにという意味が込められている。青は水産学研究科、緑は農学研究科をイメージし、デザインを
取り込む円の部分は緑の大地を表現している。

