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挿絵：久保下芳郎 
鹿児島市出身，横浜市在住。東京都庁退職後，学生時代趣味だった美術を始める。 
陶芸 2 年，銅板を 4 年習い，現在水彩画を始めて 5 年，まだまだ勉強中ですとは本人談。 

   横浜市に住んで 15 年，暇をみては，みなとみらい地区，元町，港の見える丘公園，外人墓地，中

華街を散策。静物，写真の中の風景，また自然と向き合いながら絵を描く日々を過ごしている。 
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◇学長挨拶 

 挨 拶 

 

 

鹿児島大学長  

前田  芳實 

 

この4月、鹿児島大学長に就任致しました前田芳實です。浅学非才の身ではありますが、鹿児島大学連合

農学研究科が教育・研究・社会貢献において個性と明確なカラーを打ち出し、新たな飛躍を目指す事ができ

るよう、その環境作りに力を注ぎたいと思います。特に本年度は第二期中期目標・中期計画の後半に差し掛

かる年であり、目標達成に向けての一層の努力が求められています。 

鹿児島大学連合農学研究科は、1988 年 4 月に設置され今年で 25 年目の年を迎えています。すでに、900

名を超える学位取得者（課程博士、論文博士）を輩出し、この数年以内に間違いなく1000名を超す数になり

ます。これは構成大学・研究科ならびに教職員諸氏の見事な連携による素晴らしい成果であり、東アジアに

おける農学系教育研究の中核を担うものと高く評価されます。本研究科を支えてこられた歴代の研究科長、

代議員並びに学位論文の指導にあたられた多くの指導教員、さらに当連大の円滑な運営に多大なご尽力を下

さいました事務部職員の皆様方に心からの敬意を表します。 

本研究科は，その設置目的と役割を下記のように掲げています。 

１） 日本の食料生産基地である九州・沖縄において，環境と調和した安定的な食料生産および技術革

新を担う指導者を養成する。 

２） そのために、佐賀大学，琉球大学と鹿児島大学が連合し，多彩な教員組織を構築して，研究施設

及び設備も連合しながら教育研究体制を作る。 

３） 温帯から熱帯資源の生産・利用を中心に地域・国際農水産学，環境農水産学及び先端生命化学に

関する高度の専門的能力と豊かな学識をそなえた研究者を養成する。 

４） 関連科学の進歩と農林水産業および地域の発展に寄与し、留学生を積極的に受け入れ，東アジア

における農学の教育研究の中核となる。 

これらは、アジアに門戸を開く九州・沖縄地域の農水産系大学並びに研究者に向けられた重要課題であり、

本研究科の行動指針でもあります。 

我々は今、様々な課題に直面しています。温室効果に由来する地球環境の変化や自然災害、地球人口の急

増と食料資源の創出、新たなエネルギー社会の構築や資源節約のための革新的技術開発、さらに、震災から

の復興と再生の取り組みや、国土強靱化のための防災・減災対策などが挙げられます。 

本研究科で学び育つ研究者がこれらの課題に果敢に挑戦し、技術革新を担う指導者として活躍されんこと

を期待し、併せて、鹿児島大学連合農学研究科のさらなる飛躍を祈念いたします。 
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◇連合農学研究科長挨拶  

 

 

ご挨拶 

 

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

                                杉元  康志 

 

 ２０１３年４月１日をもって連合農学研究科長に就任しました。もとより微力でありますが、一意専念そ

の職責を果たしたいと存じますので何卒ご支援ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

 これまで連大は 1989 年に設立され、２６年間の歴史を経て今日に至っております。多くの修了生が国内

外での生産、教育、研究、行政等の領域で指導的役割を果たしています。これも先輩教員、現教員、修了生、

連大に関係した職員方々のご尽力の賜物と感謝申し上げます。 

 昨今の大学および大学院教育は大学改革・差別化などこれまでにはない厳しい岐路に立たされております。

また、日本・国際社会も競争が激しくなり、なかなか協調して相互に発展すると言う訳にはいきません。連

合農学研究科は真の高度な人材養成を達成するためには意識改革をなし、教員の協力を得ながら、この厳し

い環境の中で大いに活躍する次世代の研究者、教育者の養成に努めなくてはなりません。 

 学生諸君にとっても依然と厳しい状況が続いております。日本での就職難、留学生にとっては母国でもポ

スト、学位を取得した後の問題が大きくのし掛かってきます。グロバール社会なのに素晴らしい業績を上げ

ても希望の就職や業種になかなか着けません。連大では教員の尽力はもとより人材養成学生支援セミナー、

インターンシップ制度、若手支援プログラムなどでサポートしていますので、大いに活用して頂きたいと思

います。在学中に多くの情報を得、幅広い視野を身に付け、的確な判断を持って学位取得後のことを考えて

ください。そのためには学生諸君は大いに研鑽を積み、ここで学んだことを糧に社会、世界に羽ばたいて行

くという意識と情熱を養ってください。 

 最後に、連大はこれからも構成大学および多くの参加する教員の協力の基に維持・発展していくと思い

ます。そのためにはさらなる教員組織の充実、教員の研鑽、適正な世代交代、若手教員の成長や刺激をもた

らす新しい教員の参加が欠かせません。教員は教育・研究以外に多く時間を取られていますが、次世代の研

究者、教育者、指導者となる有望な学生達の育成に今以上に力を注いで頂くことを心よりお願い申し上げま

す。 
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◇連合農学研究科副研究科長挨拶  

 

まさかの出戻りです 

 

 

 

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

                                           山本   淳  

 

昨年発行の本誌第32号で代議員退任のあいさつが掲載されたのですが、本年5月1日付で副研究科長を拝

命し、早速新任のあいさつを書くことになりました。 

代議員任期中に、当時研究科長補佐であった杉元先生の膨大な業務量とご努力を拝見し、他人事ながらそ

の重責を痛感していたので、いったい私が研究科長の業務を補佐できるものか、今でもかなり不安です。と

はいえ、今年度中に連大が対応しなくてはならない膨大な業務の一つに、平成26年に受審する認証評価のた

めの報告書の原案を作成する作業があり、これが私の任務のほとんどであろうと思っています。幸い代議員

任期中の平成22年度に自己点検・外部評価報告書の作成に関わったので、うっすらではありますが、当時の

記憶が残っています。早速、最新の自己評価書の様式を入手し、1次原案の作成に取り掛かる予定です。 

今回の認証評価では「教育の内部質保証システム」という基準が新たに加わったことが特徴で、22年度の

評価報告書とを照らし合わせて、今の連大に何が不足しているのかを秋までに明らかにしたいと思っていま

す。この業務には3年間出入りした総務部企画評価課とのつながりが役立てられると期待していますが、最

近2年間の実績、資料の収集、内容の訂正などに代議員の皆さんのご協力が必須です。どうかご協力をお願

いします。 

 

代議員の任期中に失った、釣り人としての運気をようやく挽回しつつあると実感し、釣具のモニターに応

募していた矢先の出来事で、大事なものをまた失うのではと不安ではあります。 
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◇退職の挨拶 

 

 

退職にあたって 

 

                                                              佐賀大学教授 農学部  

井上 興一  

 

 佐賀大にきたのが、2001年8月で、連大の資格審査時期に間に合わず、主指導教員になったのは約1年遅

れの2002年7月でした。爾来11年間連大にお世話になり、おかげさまで課程博士5名、論博1名を出すこ

とが出来ました。 

 連大では、中間報告会や学位審査会が学生の所属する大学で行われるので、他大学の指導教員は移動を強

要されますし、日程調整も大変です。何と効率の悪いシステムと当初思っていたのですが、他大学の先生と

意見交換ができ、時には異分野の先生から新鮮な考えを聞くことも出来ます。さらには、夕食会などで親交

を温めることもあり、何回かすると、これはこれで良いシステムだと思うようになりました。連大ならでは

の特徴あるシステムなので大事にしてもらいたいと思います。 

 また、数年前に代議員もさせて頂きました。代議員の就任当初は、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。当時、佐賀大からの代議員として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

の二人に代議員の仕事をお任せして、私は代議委員会修了後の夕食会には欠かさず出席し、専ら酒を飲む楽

しい仕事をしていました。2年目に入って講座外から講座担当になり、入試のお世話やFD委員会で、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。当時の

研究科長である菅沼先生, 副研究科長の杉元先生および代議員の先生方には大変お世話になりました。 

 教授会の運営システムで改善して欲しいなと思うものがあります。学位審査に関する投票です。2 月の教

授会は、審査人数が多く、主指導教員が2分以内（ほとんど守られていない）で申請者の学位内容や審査報

告をするわけですが、申請者の多い年には2時間近くを費やします。分野の少しでも異なる内容について、

少なくとも私個人は判定する能力がありません。申請書類について学会（レフェリー）, 審査委員会および

代議委員会が教授会の前にチェックしているので、主指導教員の説明なしに一括審議をしては如何かと思っ

ています。申請内容について、意見のある方のみ発言すれば5分程度で終わるのではないかと思っています。 

  最後に、学位審査会でご協力を頂いた先生方ならびに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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連合大学院に感謝・感謝 

 

 

 

佐賀大学教授 農学部    

藤田 修二 

 

 

修士課程を出てすぐ佐賀大学の助手として奉職して41年、佐賀大学の化石といわれているが、あと退職ま

で20日余りとなり、大学生活でのいろいろな出来事が思い出されてくる。国家公務員(助手)として就職した

当時には現在のように独立行政法人化され、公務員ではなくなるとはだれも思っていなかったと思われる。

定年に当たり、“定年退官”から“定年退職”といわれることに、その感慨を深くする今日この頃である。法

人化されると雑用が減るという人もあったが、研究業績や社会貢献などと評価に追いまくられ、大学での各

種委員会等も法人化前よりも増加し、かえって多忙化したと考えるのは私だけだろうか。このような多忙化

により、まさにだまされたという感じが否めない。そうはいっても他の大学の先生方と知り合いになり、お

互い切磋琢磨して、学生を指導することができたのは連合大学院のおかげであり、この面では多くの楽しい

思い出を作らせていただいた。私と連合大学院との関係は発足する1年以上前にさかのぼる。鹿児島大学(萬

田先生ほか)、宮崎大学(藤原先生、山内先生ほか)、佐賀大学(佐古先生、岡本先生ほか)の先生方が3大学の

中間点ということで、熊本駅前のホテルの会議室に集まり、会合が持たれ、それに参加させていただいたこ

とに始まる。それから、25年余り、琉球大学の参加もあり、一時は4大学5学部という大所帯になったもの

の、宮崎大学が離脱したことは残念である。しかし、連合大学院のおかげで、５名の課程博士、3 名の論文

博士を主指導教員として輩出できたことはこの上もない喜びである。そのうちの一人はプトラ大学（マレー

シア）の若手教授として、一人は広西農業職業技術学院の副院長(教授)として活躍している。また、代議員

会の折には、温泉めぐりと称して、鹿児島市内の銭湯を巡ったこともよい思い出である(多分、鹿児島大学の

先生よりは鹿児島市内の銭湯の情報はたくさん持っている)。酵素的褐変という基礎研究を行っており、企業

との共同研究にはほど遠い私が曲がりなりにも研究者の一人として退職できるのはまさに連合大学院から学

生の指導経費等をいただいたおかげである。まさに感謝・感謝である。退職後はこれまで未発表の研究結果

を論文としてまとめ、ボケないように過ごすつもりであるが、どうなることやら。 

これからは外から連合大学院を見守り、応援団としてやっていくつもりである。どうも、長い間、有難う

ございました。 
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任期満了に臨んで 

 

 

鹿児島大学教授 農学部 

菅沼 俊彦 

 

 

 2期4年間の連大科長としての任期をなんとか無事終えられることとなりました。4年前の科長選挙の時の

所信表明を読み返してみると、達成ができなかった項目の方が多く赤面してしまいます。思い出としては、

10年ぶりの外部評価委員会を平成 21年 3月に計画したものの、直前に東日本大震災と原発事故が突発し、

関東地方でも計画停電など交通の混乱が続く中、中止すべきかどうかぎりぎりの判断が迫られました。結果

としてつくば市からの中川仁先生も含め全国から5名の委員が震災4日後無事そろって集まって頂いたとき

は実にほっとしたことを思い出します。 

 自分の運営方針としては、連大を支えて頂いている構成大学各部局の末端にまで､予算も含め連大のメリッ

トが「公平」に分配されるよう、そして代議員会では「透明性」を確保するために問題点を明らかにして活

発に審議して頂くことを心がけてきたつもりでした。幸い連大には科長裁量経費が他部局に比べて多く確保

するのを認めて頂いているために、21年度からは連大在学生向けに外部資金獲得訓練として若手研究者支援

プログラム（目的・方法・特色・効果等の記述と必要経費を含む申請書作成）や、教員も対象としたＩＦの

高い学術誌への論文投稿支援や、構成大学間研究交流の強化という目的で研究会発足・開催支援などいくつ

かの施策を開始することができました。また、24年度の学長裁量臨時経費では、各構成大学代議員自身で部

局の活性化策を計画して頂くようお願いした所、それぞれの専攻分野の連大間で連大生と教員が研究交流で

きるようなセミナーを企画実施して頂き、構成大学間の交流が益々活発になり嬉しく思います。 

連合大学院の強みの一つは留学生比率がとても高いことです。連大構成員の日頃の国際的な学術活動のお

かげと感謝しています。そのおかげで、今まで入学定員を満たす心配はしてきませんでした。むしろ超過を

抑えるのが継続的な課題でした。従来、博士課程の定員管理に関して文科省から明確な回答がありませんで

したが、今年度かなり明確な基準が示されました。留学生の入学数は特別な算定方法で計算するので、鹿児

島連大の場合ほぼ23名の定員に近くなり基準内に納まります。近年、盛んに大学の国際化とかグローバル化

ということで世界に通用する研究や人材を生み出すことが期待されていますが、課程博士 800余名のうち 6

割近くを留学生が占めています。この実績をもっと有効活用する方法が､海外ＯＢのネットワークづくりだと

思います。鹿大の国際交流課で修了留学生の連絡先調査が数年前にありましたが、部局にフィードバックさ

れていません。現在、鹿児島連大では中国や韓国からの留学生は減少傾向が続いています。連大独自の海外

ＯＢのネットワークをつくり、各国政府の要人や大学の部局長などになったＯＢを通して留学生を確保しな

いといけない時代がくるように思います。ここのところを手つかずのままやり残してしまいました。 

京都大学で学生時代を10年過ごし、鹿児島に昭和53年5月に助手として赴任してきて最初に覚えた言葉
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が「テゲテゲ」と「飲ん方」でした。代議委員会がほぼ月１回鹿児島であり、皆さん遠くからせっかく来て

頂いているので、昼間の議論の疲れを癒すために夜の「ダレヤメ」をもっと計画したかったのですが、下戸

な方なので言い出しっぺになれずに申し訳なかったと思っています。４月からは放送大学鹿児島学習センタ

ーに再就職することになっています。旧県庁跡の鹿児島交流センター内にありますので、近くに来られる節

は立ち寄って頂けばと思います。 

 最後になりましたが､連大教育活動を直接担って頂いている構成員の諸先生、連大運営に並々ならぬご尽力

を頂いた30余名に渡る代議委員の先生、各 1々30名以上に渡る学生と担当教員の毎年のお世話をして頂いた

連大事務の皆様に心より感謝申し上げます。そして、鹿児島連大がアジアの農水産学の高等教育・研究拠点

としてグローバルにプレゼンスを一層高められることを祈念しております。 

 

 

連大院生の存在の大きさについて 

 

 

 

                                                    鹿児島大学教授 農学部     

                                                                 松尾 友明 

 

 

  研究室にドクターコースの院生がいるかいないかは、雲泥の差である。まず、楽しい。色々な実験結果を

日々産出してくれて、その都度あ〜だこうだと実験結果について議論するのは日々大変楽しい。次に、楽であ

る。研究室の教育や運営に参画してくれて、仕事を分担してくれる。特に、教員と学部生や修士課程の院生の

間に入ってくれて、バッファーアクションとしての機能を果たしてくれるのは、若い学生さんとの年齢差を感

じる今日この頃には大変貴重な存在である。加えて、セミナーの時はライバルである。文献紹介の時には、彼

には負けないぞと思いながら、内容の理解や問題点、今後の展開などを議論する。 

私にとってこれほどいい頭の体操はない。連大生は神様です、仲間です。 

  できるだけ継続して次々と入学、あるいは進学してくれることを希望しているが、なかなか現実は厳し

い！ １つは鹿児島大学大学院連合農学研究科の宣伝が十分為されているとは思わない。また、博士になるこ

とのメリットデメリットも学部生や修士課程の院生に情報提供する場も少ない気がする。大学は研究する場だ

という前に、就職が大変だから、云々ヌカンヌン、キャリア教育が云々カンヌンが先に始まってしまっている

気がする。日本の未来を支える、新技術開発には大学の研究に触発された若い人材が必要であり、優秀な連大

生の輩出は不可欠のような気がするが、もっともっと博士誕生へのプロパガンダが必要かと思う。学部、修士、

博士の一貫教育システムもできると面白いと思う。 

  どこかの段階で、研究へのスイッチがオンになって、研究室の連大生になった彼、彼女にはできるだけ安

心して研究に専念できる環境を与えてあげたいと思うが、これまた必ずしも現状は良くない。連大生には、学

位取得の長い期間にわたって、精神的、経済的、技術的、学術的な４つのサポート、加えて健康面でのアドバ
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イスなどが必要かと思われる。特に、経済的には相当大変で、国費留学生と比べると人によっては大きな格差

がある。アルバイトもさほどできない、年はとる、結婚もする年齢である。国内外の学会への参加、論文の校

正にも費用がかかる。日本人の修士課程の院生や私費留学生に博士課程におけるサポートが提示できれば、も

っと優秀な学生の進学が期待できる。大学や連大独自に知的財産の所有権を持ち、ライセンス契約や特許の譲

渡などで稼ぐのも１つ、多くの企業から寄付金を募り、独自の奨学金制度を作ることも１つの方策かもしれな

い。精神的サポートも重要だと思われる、日々の研究生活の中で個人的にどう息抜きをしながら、気分転換を

しながら、継続的に最大級の研究をし続けられるか、研究に見通しが立たない、研究が進まない、思ったデー

タが出ない、論文が書けないなどなど時として不安はいっぱいである。本人からの申し出を待つだけでなく、

定期的な相談やアドバイスができるシステムや機会が作れればいいと思う。実験研究者は体力もいる。健康で

なければならない。おざなりのセミナーや講演会をするだけでなく、生身の人に対する、効果的な支援が必要

であり、これらの問題点に対する構成員全体の共通認識、意識改革と一致協力が不可欠である。 

  それらの結果、明るくって楽しく生産的な博士課程の院生を受け入れてくれる、連大のシステムは大変あ

りがたい。連大なしでは、私の研究生活は成立しなかったと言っても過言ではない。更に、退職前の２年間は、

代議員を仰せつかって、月々の代議員委員会や色々な行事に参加したが、これも貴重な体験であった。学部や

大学の垣根を越えて、色々な先生と様々なお話ができたのは大変興味深い経験だった。異分野の教員や院生と

話し合うと、やはり、違った視点、発想、考え方に触れて非常に刺激となった。このような機会を与えていた

だきましたことを深く感謝しております。今後の一層の御発展を祈りながら、ペンを置きたいと思います。有

り難うございました。 

 

 

自然環境と農業 

 

 

 

                                                  鹿児島大学准教授 農学部       

                                                               望月 博昭 

 

 

 地球の温暖化がいわれるようになっており、鹿児島でも30～40年前には積雪が年に数回はあったように記

憶していますが、近年はほとんどないようです。しかし鹿児島は温暖多雨の気候のためか顕著な影響はあま

り感じないように思います。しかし高山地帯に行くとかなりはっきりと影響が表れているようです。ネパー

ルの自然環境を調べに行ったときのことです。ネパールはインドとチベットに囲まれた人口約2700万人で、

北海道の約1.8倍の面積を持つ国です。首都のカトマンズは高度も低く、日本よりも南にあるためかかなり

蒸し暑く過ごしにくくて、街中からヒマラヤの山々を見ることは難しいところです。このカトマンズから30

人乗りくらいの小型飛行機に乗って40分くらいでポカラという小都市に行くと、周囲はどこを見ても高い

山々に囲まれており、ヒマラヤ山中にいるという実感を受けます。このポカラ市の聖山と言われているマチ
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ャプチャレ山は標高6993ｍで桜島の約6.3倍の高さがあります。宿泊したホテルから5～6 km 先にあります

ので、鹿児島市紫原から桜島くらいの距離の所に桜島の約6.3倍の高さの山があるのですから、その威容が

想像いただけるかと思います。このマチャプチャレは三角形の形をしており、頂上から麓までかなり急峻な

山です。この山のはるか遠くには7000～8000ｍのアンナプルナ連山が遠望できます。この山々のかなりの部

分は万年雪に覆われており、昔とあまり変わらない風景だそうです。しかし地球温暖化の影響か、山々に積

もった雪が融ける量が増えており、盆地から水が流れ出す川が無いところでは、盆地の水かさが増していき

盆地から溢れ出しそうになっているところがいくつもあるそうです。このせき止められた水が溢れ出して洪

水となり、低地にある田畑や家などを破壊しているそうです。この濁流が流れ下る両側の小高い傾斜地に

段々畑があり、作物栽培をしているところがホテルの庭から望遠鏡で見ることができました。日本の段々畑

よりもかなり急坂なところにありますので、作物を収穫するまでの難儀さは並大抵のものではないようです。

またホテルから1kmくらい先に比較的平らな土地がたくさん並んでいましたが、さほど広くはないと思われ

る水田で多くの人が苗をばら撒き栽培しているところが見えました。日本のような田植え機を使っての栽培

ではなく、多くの人が協力して苗を植える方法が採用されているようでした。機械を使っての栽培だと小人

数で、短時間で作業できて効率的なようですが、ネパールでは機械を使っての農業をすると人々が働いて収

入を得る機会が少なくなる可能性があるためでしょうか、機械の導入はなかなか難しいのではないかと感じ

ることでした。日本で農業をするときのやり方を開発途上国でやろうとするときには、現地の自然環境、生

活環境、経済状況などを考慮しないと成果が上がりにくいようです。 

 また北アフリカのチュニジアのサハラ沙漠の中にあるドーズ市で国際沙漠学会があったときのことです。

温室で植樹用の苗作りをしていましたが、温室は沙漠からの砂が風によって運ばれ苗木を埋めないようにな

っていました。水はとても貴重なため根元だけに注水されていました。このようにして作られた苗が 50cm

くらいに生長すると、平坦にされた砂地に植樹されます。この植樹により、数十年前は砂沙漠だったところ

が、日本の協力もあって地平線の果てまで果樹園になっており、人々の雇用にとても貢献していると聞きま

した。世界の人口は70億人になり、これからますます増えることを考慮に入れるとき、沙漠の緑化と農地化

をすればまだまだ多くの人口を養えるだけの土地が地球に残っており、沙漠の緑化の重要さを再認識させら

れました。最後に、鹿児島大学連合農学研究科がますます発展しますことを祈念しております。 

 

 

連大との関わり 

 

 

                                                     鹿児島大学教授 農学部   

                                                                   八木  史郎 

   

 H８年に教授にしていただいたので、その頃から連大に係わったという記憶がありますが、正確かどうかは

分かりません。当時田寺先生が主指導教員で、中国からの留学生の黄さんとその後は周さんの副指導教員に

なったと記憶しています。二人とも理学部の有機化学研究室の中谷先生の所から連大にはいられて、黄さん

 



10 
 

はおおらかな人柄でしたが、周さんは少々神経質な感じがしました。二人とも無事学位を取得されたので、

後の学生さんも（特に外国人の人は）頑張ってくれるものだと期待しておりましたが、なかなか考えていた

ようには行きませんでした。最初があまりにも順調だったので楽観視してしまった気がします。その後何人

かの学生さんを受け持ちましたが一人体制であったり、いろんなことがあって 

学生の教育に集中できたかと問われると？？？となってしまいます。 

 今年度は学生の指導教員でなくなってしまいました、とたんに研究費が大幅に減になってしまい、その上

大学院手当てが修士の指導分だけになってしまいました。この１年は教育研究には厳しい年になってしまい

ました。何もやらないという事も考えられましたがそういう訳にも行きません。もし連合大学院が設置され

なかったらこの１５年ぐらいは惨憺たる研究室の運営であったと想像され、連大のおかげで曲がりなりにも

無事退職の時を迎えられた事に感謝いたします。 

 昔の事を思い起こせば、連大の代議員であった頃のことと、連大からの経費で西表島、石垣島、屋久島、

八丈島へ試料収集に行かせていただいたことを特に思い出します。 

 代議員になった時に、動きながら考えないといけないのではと書いた記憶がありますが宮崎大学の離脱問

題があり、宮崎大学の動きに振り回される事で終始し、この問題に関しては結局のところ代議員として何が

出来たのか分からないまま終わってしまいました。記憶としてはあまり思い出したくない部分がいくつかあ

ります。 

 調査費で多くの離島へ行かせていただいた事は非常に有り難かったです。研究のための試料をたくさん収

集させていただいたのですが、いつも経費を使わせていただくのが年明けで、せめて１１月の末にも１、２

度いければ、もう少し効率が良いのにと思った次第でした。また年明けでは南の方はあまり天候が良くない

こともあり、西表島でも危うく２ー３日帰れなくなるところでした。港で待っていると琉球大学の先生が車

で来られて今日はこちらには接岸しませんので反対側の港まで送って行きますといって、急遽送っていただ

いた事を思い出します。また八丈島では東京へ帰る飛行機が着陸せずに一泊よけいに泊ったことがありまし

た。しかし、何が幸いするか分からないもので八丈島では旅館の庭に錆び菌の１種を観察する事ができた事

などを思い出します。一昨年マレーシアへ行った時、運が良くて１日で５０種以上のきのこを観察できて、

おそらく２００は見る事が出来たと思われました。それに比べると時期的に悪いとその１０分の１ぐらいの

きのこしか観察できないという事もあり得るので、まあ何事もこんなものなのかもしれません。その経費も

後年はなくなってしまってもう少し行かせてもらえると成果の上がり方が違ったと推測されます。 

 まあ連大関連の事に限らず、いろいろな問題で、今から考えると詰めの甘い所が多々あったのではないか

と、反省しなければならないのではと思っています。 

 退職を迎えこれまで多くの先生方、学生諸君、職員の方々にお世話になりました、重ねて篤く御礼申し上

げます。 
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「博士」にかかわる2つの課題 

 

 

 

                                                     鹿児島大学教授 農学部   

                                                                    米田   健 

 

私たちが学生の頃「学位は足の裏についた米粒みたいなもので、とらないときもちが悪いが、とったから

といってなんということはない」と、冗談ぽく語られる先生がおられた。研究者数が少なかった当時は、そ

れだけ研究者間の距離が近く、活動実態をつかむことは難しくなかったということだろう。しかし、公募を

かければ全国、さらには海外からも応募がくる現在では、ほとんどの機関で博士の学位を応募の資格条件に

している。やむを得ない面もあるが、取得直前の優秀な人材を門残払いにしてしまうリスクも大きい。さて、

私が農連大で主査として担当した10年間の博士取得者は2人である。年間授与率が2割と低いが、一人の研

究者が2人の博士を誕生させたということで最低限の義務を果たしたものと納得しておこう。 

 学位取得者をめぐる環境は今も厳しい。一つは、学位はある職がないこと。もう一つは学位も職もあるが

研究できないという問題である。ポスドクで実績を積み常勤職につければ幸運で、長年ポスドクでつないで

いる人も少なくない。関係する森林・生態分野でも研究機関が統廃合でスタッフ数が減少している。他に例

を求めるまでもなく、鹿児島大学農学部にあっても退職者の後任ポストがすぐに補充できなくなって久しい。

技術立国に求められる理想と現実のギャップを否応なく痛感させられる。学位取得者の就職難は今に始まっ

た問題でないが、その絶対数が昔に比べて桁違いに多い。これは大きな社会問題であり、また社会財産の損

失でもある。富を将来への投資、人材育成にどの程度配分しているかは、国の成熟度を示す一つの指針であ

ろう。日本がまだ1級の国家になりえていないことを痛感させられる事例である。 

 もう一つの問題も深刻である。文科省からの通達がくるたびに会議と書類作りが増える過敏ともいえる大

学の対応に教員が悲鳴をあげているという身近な問題もあるが、ここでは学位を取得して帰国した留学生を

めぐる問題点をとりあげたい。というのも、学位取得と同時に研究も卒業してしまったと思える人が少なく

ないからだ。それは、研究できないのではなくて研究しないのではないかと指摘されそうだが、やはりでき

ないようだ。発展途上国の中には、本職の給与だけでは生活が苦しくサイドビジネスに忙しい人、また研究

しようにもファシリティが悪く研究費もほとんどない人も多い。これは当時国だけではなく学位を授与した

日本にとっても大きな損失である。もちろん、そんな中でもバリバリ研究を続けている人もいる。そんな人

のまわりは学生も多い。できないとしないの判断が怪しくなるが、研究へのモチベーションを高める教育の

大切さを痛感させられる。私が関係するインドネシアの大学でも数年前に博士課程が設置された。不安もあ

るが農連大出身者が母国においてその裾野を広げ、研究者育成に貢献してもらいたいと願っている。 
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 島では、朝は四時起き 

 

 

 

                                       琉球大学教授 熱帯生物圏研究センター 

                                                                   馬場 繁幸 

     

 

（筆者中央） 

 私が勤務しているのは琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設なので、西表島に住んでいます。西

表島では集中講義はしますが、日常的には講義がなく、テレビやラジオも購入していないし、つれあい（女

房）だけではなく、家族も一緒にはいません。ですから、仕事一筋（？）、夜中まで仕事をしていることが

多いのですが、どんなに遅く寝ても、四時には目が覚めます。 

夏場であれば、起き抜けにやることは、カーテンを開け、空を見上げて、雲の動きを観ることです。雲の

動きが遅いことは、風が強く吹いていない証拠、海は凪いでいます。 

海が凪いでいることが分かると、すぐに着替えて、家の前に停めてある車にトローリング用の竿二本と、

少し大きめのクーラーボックを積んで出ます。自宅から私の小さな舟（長さ25フィート）が繋留してある港

までは車で5分。舟の上で、のんびり出発の準備をしても午前5時には出港が可能になります。東の空がうっ

すらと白んできたら出航です。 

私の舟は、平成元年製造なので、最新式の船と違ってスピードは出ません。舟の上から、日の出を眺めな

がら約30分間を走らます。その間、カツオドリなどの海鳥を探すことが、一番重要な仕事です。 

遠水平線上に芥子粒ほどの海鳥を見つけたら全速力で海鳥を追いかけます（とは言っても15ノット、時速

約27kmしか出ません）。海鳥が群れ飛んでいることころが小さな魚のナブラ（魚群）で、その小魚の魚群を

空中から水鳥、水中からはカツオが追いかけているのです。 

ナブラに近づくと、リールの付いた竿を、舟の左右に一本ずつセット。釣り糸の先にビニール製の蛸の形

をした疑似餌を付けた釣り針を、50mほど出してトローリングです。カツオを釣り始めた頃は、釣り糸を手

でたぐってトローリングしていましたが、釣り糸で手の皮が切れるので、テレビの釣り番組の松方弘樹さん

のような高級な道具ではありませんが、大きめのリールとそれに合わせた竿を買い入れ、それでのトローリ

ングに切り替えました。カツオがヒットするのは夜が明けた直後の6時過ぎ頃から約1時間程度なので、8時

には帰港、8時半には勤務のとても健全な生活です。 

 二年前の五月ある日、6時を少し回った時でした。二本の竿の両方に魚がヒットしました。一人で一度に

二本の竿は処理できないので、一方の竿のカツオを取り込んでいたのですが、その間、もう一方のリールか

らは音を立て糸が出ていました。舟から150mも離れたところだったでしょうか、空中にカジキがジャンプし

ました。「カジキだ！」、「一度で良いからカジキを釣ってみたい」と思いながら、カツオを取り込み終わ

りました。糸が出ているもう一本の竿を取り上げ、リールを巻き上げようとしたら、巻き上がるどころか、

糸がさらに出ていき、その先でカジキがジャンプしているではありませんか。 
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大きくても4～5kgのカツオを釣るためにセットした釣り糸に、カジキがヒットしたのです。さぁ大変。ど

うしていいのか分かりません。糸を巻き上げると、巻いた分以上に糸が出ることの繰り返しです。カジキが

弱るのを待ちながら、少しずつ糸を巻き上げ、ようやく、本当にようやくのことで舟の下にカジキが来た時

に、ギャフ（魚を舟に引き揚げるためのフックの付いた棒）でカジキを舟に取り込みました。 

しばらく虚脱状態。落ち着くのを待って、時計をみたらヒットしてから１時間半もたっていました。舟の

上から携帯電話で知り合いに電話し、カメラと体重計を持って港で待ってくれるように頼みました。釣れた

のはカジキの中でも、小さい種類のバショウカジキでしたが、私にとっては、夢に見たカジキで体長2.5m、

重さ35kgでした。 

その後、バショウカジキが釣れたことはありません。バショウカジキが、また釣れることを夢にみて、定

年後もしばらくは西表島に住むことにしました。 

連合大学院の皆さん、バショウカジキを釣ることを夢見て遊びに来ませんか。カジキは無理でも、カツオ

は釣れるかもしれませんよ・・・・・。 
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◇旧代議委員のあいさつ 

 

 

代議委員の任期を終えて 

 

 

                               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 

 

 

ついこの間、新任の寄稿文を書かせてもらったばかりのような気がして、過ぎ去った2年の月日の速さ

にただただ嘆息するばかりです。代議委員会では教務委員や入試検討委員からはずれ、教授会報告も光富先

生にお任せすることになり、参加するだけでとりとめて何も貢献できなかったのは、本当に申し訳ないと思

っています。その分と言っては何ですが、代議委員ライフをかなり楽しませていただきました。 

まず、何といって新幹線です。代議委員就任2週間前に九州新幹線が全線開業し、その恩恵をフルに受け

たのではと思っています。まだ、乗った人も珍しい時期に、毎月飽きるほど利用させていただいたのは、あ

る意味有難い話であったかと思います。ゆったりとした空間で、短い時間ですが、コーヒーを飲みながら、

読書に専念できたのは、今思うと貴重なひと時でした。普段の会議は日帰りで済ますことができたので、帰

宅時間はいつもより早く、非常に健康的な出張でした。 

次は、やはり、年5回あった事務の方と一緒の懇親会でしょう。もちろん代議委員の先生方との話も貴重

なものでしたが、事務の方々との鹿児島弁のイントネーションで交わす会話は楽しみの一つでした。これか

ら川添係長の巨人談話が聞けなくなるのかと思うと、本当に寂しい限りです。菅沼科長の意外な美声も印象

深いものでした。 

最後は、那覇に詳しくなったことでしょうか。代議委員になるまでは、20年ほど足が遠のいていたのです

が、モノレールを乗り回して、いろいろと新しい発見をさせていただきました。昨年の一般セミナーの夜は

思い出の一つです。スナック泡盛48を紹介していただいた外山先生、どうも有り難うございました。この2

年間に、琉大の学生さんの副査を2件指名してもらえたのも、代議委員にさせていただいたお蔭だと感謝す

る次第ですし、今後とも琉大との縁を大事にしていきたいと思います。 

ということで、非常に内容の乏しい2年間で申し訳ございませんが、最後に、今後さらなる研究科の発展

を願うと共に、代議委員の間、お世話になりました関係者の皆様方に厚くお礼を申し上げます。どうもあり

がとうございました。 
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代議委員の任期を終えて 

 

 

                               応用生命科学専攻 

                                生物機能化学連合講座 

                               佐賀大学教授 農学部 

                                       光富 勝 

 

  

この3月に平成23～24年度の代議委員の任期を終えることになりました。この間、入学試験検討委員、教

務委員、応用生命科学専攻主任など色々と経験さていただきました。2年前、代議委員をお引き受けしたと

きには、私に務まるかはなはだ不安でしたが、何とか職務を果たすことができましたのは菅沼研究科長をは

じめ、杉元副研究科長、代議委員の皆様及び連大事務局の皆様のご指導とご支援のおかげであり厚く感謝申

し上げます。 

 鹿児島連大は設立25周年を迎え、教育内容は充実してきたと思います。講義形態もかなり変わってきまし

た。最初、機器のトラブルが多かったSINETを利用した講義も、学生バイトを雇うができるようになりトラ

ブルも少なくなり、定着したように思えます。しかしながら、各講義の受講生は少ないように思えます。SI

NETを利用した講義は６連大合同で行う農学部特別講義Ⅱ（日本語・英語）もありますし、この他に専攻別

特論も開講されています。私は年間の開講科目数をもう少し減らした方が良いのではないかと考えています。

学生が一堂に会する一般セミナーと人材養成学生支援セミナーは連大教育の特色ですが、私の任期中には佐

賀大学が当番校になることがありませんでしたので、私はただセミナーに参加して勉強させてもらいました。

世話された代議委員の先生方は大変なご苦労だったと思います。一般セミナーも講義数を減らして、エクス

カーション等も企画されてはと思います。人材養成学生支援セミナーは初めて参加しました。このセミナー

もSINETによる講義ですが、講義内容は非常にインパクトのある興味深いものでしたが、残念ながら受講し

た学生は僅かのようでした。今年は連大の受験者数が例年になく減少しましたが、やはり出口の問題が大き

いように思います。私は、連大の学生にとどまらず修士の学生にも是非、このセミナーを受講してほしいと

思いました。折角のSINETですから有効に使いたいものです。以上、連大の講義に関する感想を述べさせて

いただきました。 

 最後にこれからも構成員の一人として連大の教育・研究に寄与していき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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代議委員任期をふり返って 

 

 

                            生物生産科学専攻 

                             熱帯資源・植物生産科学連合講座     

                             鹿児島大学教授 農学部 

                                       佐々木 修 

 

 平成23～24年度の代議委員としての役割を，曲がりなりにも無事勤め上げることが出来ました．代議委員

になる前，一教員としての連合大学院との関係は，自分が指導する学生への日々の研究指導の他には，時折

求められる書類や報告書などを淡々と提出するといった程度のもので，とくに連大運営の一端に関わること

もありませんでした．しかし今回代議委員を務め，役割を一つ一つ果たす中で，代議委員会が運営上の大部

分の事案の決定に携わっていることを改めて認識しました．一端を挙げますと，文科省の指導への対応や６

連合大学院間の連携，ハラスメント防止対策の整備などの大きな課題，あるいは特論，特別講義，一般セミ

ナーなど教育カリキュラムの具体化，さらに教員審査や入学試験，若手研究者支援ファンドのマネージメン

トなど実に多岐に亘ります．一大学内であれば各種の委員会での分担が可能でしょうが，連合大学院が相互

に離れた大学間ネットワークであることからこのような運営形態となったのでしょう．引き継ぎ無しでスタ

ートした 1 年目は戸惑いもあり，事務の方々にはいろいろご迷惑おかけしましたが，2 年間上記のような多

くの運営事案に関わったことでむしろ博士課程教員としての視野が少しでも広がったのではないかと感じて

おります． 

 代議委員を務める中で予想していなかった収穫として，他大学の異なる分野の先生方とざっくばらんな交

流ができ，楽しく有益な話をたくさん聞く機会を得たことです．とくに年数回の各構成大学に出向いての代

議員会議後の交流会は大変楽しい思い出となりました．考えてみますと学会講演会などでの他大学の研究者

との交流はごく日常的にありますが，そこで出会えるのはだいたい同じ分野の研究者に限られますから，連

合大学院での交流はその点が大いに違うわけです． 

 遠くない将来，大学法人化に匹敵するような大きな波が押し寄せる事態がくるかもしれませんが，連合農

学研究科という旗の下で数十年にわたって培ってきた 3 大学の教職員の固い信頼と連携があれば，3 倍の知

恵を発揮することで乗り越えていけるだろうと確信しています． 小生は今年度から学生募集要項の教員リス

トから名前が消え，少し寂寞の感がありますが，これから新たに代議員の任に就かれるであろう方々には「ワ

イワイ」と大いに知恵を出し合っていただき，連合大学院がますます発展していくことを祈念いたします． 

 

 

※鹿児島大学教授 農学部 松尾友明先生 退職者の項参照  
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受け継ぐもの 

 

 

                              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 

                                       重廣 律男 

 

 

 東北の詩人である宮沢賢治が農学校の先生をやめて自活の暮らしに入ったころの作品に「セロひきのゴー

シュ」がある。多くの絵本として知られているが、筆者が好きなのは茂田井 武（もたい たけし）さんの

画である。ゴーシュが帽子をかぶってチェロを弾いている姿が稟として良い。筆者もチェロを本年の1月か

ら習い始めた。楽器は近所のバイオリン工房で製作してもらったものである。製作には１年ほどを要した。

その大半は二十回ほどの重ね塗り（ニス）作業である。その甲斐あって見事な色合いと深深しい楽器へと仕

上がっていく。この楽器は「なかなかの美人ですよ」と言われて受け取った。そう言われると初心者でも嬉

しく毎日練習に励むのである。休日の夜中、一人で練習しているとゴーシュのように猫や狸たちが隠れて応

援しているのではないかと思う時がある。3月の卒業式に研究室の学生達に迫られて廊下で「仰げば尊し」

を演奏した。途中ひっかかりながらも、わずか30秒程であったがとても長く感じた。人前で演ずることの大

変さをこの年になって思う。また、最近の学生達は「仰げば尊し」と言われてもすぐにはメロディーが浮か

ばないらしい。時代を受け継ぐ者として受け継ぐものはしっかりと教える必要があると感じた日であった。

最後に受け継ぐものとして楽譜を添付する。 
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代議委員になり学んだ連大の強み 

 

 

                      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 

 

 

 ２年間，代議員として鹿児島連大の運営に参加させていただきました．ほぼ毎月の，沖縄からだと1〜２泊

の出張になりましたが，鹿児島と佐賀の食べ物や温泉も楽しめた上，大学運営についても色々と勉強をさせて

いただきました．個人的に得られた一番重要な成果は，連大形式が地方大学のとくに農水産学系の学部が，研

究大学として生き残るためのモデルになるという確信を得た事です．ご存知のように国の財政状況から国立大

学への風当たりは強く，地方大学は道州制もにらみ統合再編さえ叫ばれています．すなわち，地方大学間の差

別化・特徴化が困難な上に若者の人口も減っているので地域毎に大学を統合してはどうか，そして研究は旧帝

大等の一部の基幹大学に委ね，地方大学は教育大学として地域で働く社会人育成に専念するようミッションを

再定義してはどうかというものです．しかし，教育や社会貢献に特化し真理の探究を放棄したような学校はも

はや大学とは呼べません．それも良しとする経営的な選択もあり得ますが，私は農水系の学部ではこれは賢い

選択ではないと思っています．なぜなら，農学や水産学は地域の自然や気候に強く依存した学問分野だからで

す．とくに鹿児島連大は島嶼・亜熱帯・火山域という，旧帝大はもとより日本の他大学にはない，というより

世界でも類い稀な自然条件を持つ環境に立地しています．想像ください．どこか一カ所に鹿児島連大所属の４

部局が全部移転したら，たちまちこの地の利は活かせなくなります．それは則ち日本の損失です．キャンパス

は分散したまま，研究教育面での連携をさらに強化すれば，鹿児島連大自体が島嶼・亜熱帯・火山域の農学水

産学の世界的研究教育センターに発展できると想像しています．農学系に限れば専門分野ごとに見れば通常の

地方大学の３倍のスタッフがいるというスケール効果は重要です．これをさらに活かす試みも必要でしょう．

その手始めに，代議委員の任期中に機会があり分野別セミナーというものを企画し開催することができました．

詳しくは報告にも書きましたので興味にある方はご覧ください。 

 上記以外にも昨年度は順番により，２つの連大セミナー（一般セミナーと人材養成学生支援セミナー）を琉

球大学でお世話をしましたが，これらを含め代議員の任期を無事終えることができたのは，菅沼研究科長，杉

元副研究科長，代議委員の皆さん，鹿児島連大および琉球大学の事務の皆さんの暖かいご協力お陰です．心よ

り感謝申し上げます．２年間お世話になりました． 
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◇新代議委員のあいさつ 

 

 

ご挨拶 

 

 

 

                  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         

                          石丸 幹二 

 

  

 このたび先端応用生命科学連合講座の代議委員になりました。よろしくお願いいたします。 

 私は平成２年に佐賀大学農学部に赴任しましたが、赴任と同時に、既に連大に入学していたタイからの留

学生をあずかることになり、短い時間の中でなんとか博士論文を作成したことを覚えています。平成６年か

らは正式に連大のメンバーになり、現在まで私の研究室から５人（日本２人、中国２人、インドネシア１人）

の農学博士を出させていただきました。また他大学ですが１人（社会人）が博士（薬学）になっています。

自分が博士号をとったときはもちろん嬉しかったものですが、自分の研究テーマで学生が博士論文を完成し

てくれるのも本当に幸せなことです。 

 学生のときから植物二次代謝成分（主としてポリフェノール類）の化学的解析と利用に関する研究を続け

ていますが、最近は特に微生物発酵茶の新規カテキン代謝成分の探索と効率的調製に関する実験をしていま

す。数年前にteadenolという新規ポリフェノールの構造解析に成功し、抗メタボリックシンドローム成分と

して特許（日、米、中、韓）も出願しています。昨年は「日本微生物発酵茶協会」（静岡県）の設立に関与し、

また佐賀大学にバーチャル研究所として「佐賀大学茶の文化と科学研究所」も立ち上げています。さらに平

成25年5月には、佐賀において「佐賀•茶学会」を設立する予定で、しばらくは茶に関する仕事に取組みた

いと思っています。 

 地方での教育研究には多元的なネットワーク基盤が重要です。アジアを中心とし、日本人だけでなく、留

学生、社会人、また地域産業等との連携（教育研究）において、連大の果たす役割は大きいと思います。連

大がうまく機能することにより、学生が時間的なプレッシャーを受けすぎること無く、のびのびと努力し、

多くの成果があがるような博士課程になればと思っています。 
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ご挨拶 

 

 

                               農水圏資源環境科学専攻 

                                生物環境保全科学連合講座 

                               佐賀大学教授 農学部 

                                     野間口 眞太郎 

 

 平成２５年度より代議員になりました野間口です．佐賀大学に赴任してから２０年になります．最初の３

年間は教養部にいましたが，全国的に吹き荒れた教養部解体を契機に農学部に移りました．元々理学部出身

で学問的興味のままに教育研究活動を続けてきた私にとって，応用色の強い農学部では異質な存在になりは

しないかと心配な気持ちもありましたが，皆さんに優しく受け入れて頂きました．専門は身近な昆虫や淡水

魚などの行動生態学です．フィールド調査と室内実験によって，身近な小動物の面白い行動の機能やその進

化プロセスを明らかにしたいと考えています．これまで教育と研究をとおして基礎生物学としての学問的価

値を高めれば良いと思っていましたが，最近は，県や市の環境への影響評価や生物多様性保全計画策定など

の会議に引っ張り出されることも多く，現実社会の要求に私の専門も直接関係し始めたかのような気がして

います．それに伴って，自分の言動にこれまでにはなかった責任を感じ始めているところです． 

 代議員の仕事は，これまで先輩の方々に完全に依存していたせいで，何も分かりません．これから一つ一

つ覚えていきながら，自分の役割を果たしていければと考えています．至らない部分も多いと思いますが，

長い目で見て頂ければ幸いです．恐らくここ１年は，佐賀大学でも２年目の先生がいらっしゃいますので，

見習い期間と捉えて，２年目から主体的に役割を果たしていこうと勝手に考えています．とくに，2014年度

の一般セミナーを佐賀大学で開く予定ですので，遺漏のないように責任を持って準備したいと思っておりま

す．一般セミナーのテーマ，講師の選定については，皆さんにご意見やアドバイスを頂ければと思っており

ます． 

 実家は鹿児島市内にあります．実家とは言っても両親は既に他界し，現在は姉の家族が住んでいるだけの

家です．ですので，鹿児島大学で開催される連大の行事のときには，たまに泊まらせてもらっています．高

校時代を最後に鹿児島からは離れて暮らしているので，当時からずいぶん変貌してしまった現在の鹿児島に

は，正直，ほとんど「お客さん」と変らない状態です．当時，高校に通っていたときに利用した「西駅」を

思い出すと，今の「中央駅」は全くの別物になってしまいました．何やら寂しさも感じますが，これが時代

の流れだとどこか納得しているところもあります．幸い，高校時代の同級生もまだ多く鹿児島市に残ってい

るので，鹿児島への出張がある度に，会って旧交を深めています．これから代議員として鹿児島に来ること

も多いでしょうから，旧友と会う機会も増えると思います．この点は個人的で申し訳ありませんが，大いに

感謝しているところです． 

 これから２年間，代議員として役割を果たしていきたいと思います．恐らくお世話になることが多いと思

いますが，よろしくお願い致します． 
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ご挨拶 

 

生物生産科学専攻 

動物資源生産科学連合講座 

鹿児島大学教授 農学部 

岡本 新 

  

 はじめまして。本年度より２年間，鹿児島大学農学部の代議委員になりました岡本です。よろしくお願い

します。 

 鹿児島大学に赴任しまして，早いものですでに３０年の時間が過ぎてしまいました。その間何をやってい

たかと問われますと，甚だ恥ずかしい限りです。 

 専門は，家畜育種学です。研究は対象動物として主にニワトリについて，その成立を調べてきました。ニ

ワトリの祖先種は，ヤケイと呼ばれるトリたちです。現存する４種のヤケイはすべて東南アジアを生息域と

しています。これまで海外学術調査で中国，インドシナ半島，インドネシア，スリランカと幾つかのアジア

国々を巡ってきました。海外調査に出かける第一の目的は，野生種および在来種の探索ですが，同時に各国

で協力して頂けるカウンターパートあるいはその国の人々と交流を深めることも重要なことであると考えて

います。調査時にカウンターパートをお願いするのは，ほとんどが大学のスタッフか公的な研究機関の方々

です。これまでの経験から海外調査の成否の九割は，カウンターパートにあると思っています。幸いにも私

のチームはいつも優れたカウンターパートに恵まれ，実り多い調査を続けてきました。また，彼らとの交流

が調査終了後も継続できているのは，私の誇りでもあります。 

 連大に話を戻しますと，彼らとの共同研究の絆が結果的に彼らの後進を留学生として研究室に受け入れる

ことになりました。先々代の橋口 勉教授のころより多くのアジアからの留学生が当研究室を巣立って行き

ました。６年ほど前に，私も主査の資格を取得しこれまで５人の学位に関わりましたが，そのうち４人は留

学生です。今後もこの研究室のスタイルは継承していきたいと思っています。また，いつか彼らにカウンタ

ーパートをお願いし，共に仕事をしたいものだと夢見ています。 

 さて最後になりますが，現在，連大のシステムや代議員の仕事については知らないことばかりです。２年

間，微力ですが尽力していきたいと思っております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 
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連合農学研究科とともに 

 

 

                               農水圏資源環境科学専攻 

                                地域資源環境工学連合講座 

                                鹿児島大学教授 農学部 

                                        西野 吉彦 

 

 鹿児島大学に赴任してから、この４月で５年と５ヶ月になりました。それまでは島根大学生物資源科学部

（旧農学部）に勤めていて、鳥取大学大学院連合農学研究科を担当しておりました。鳥取連大では主指導、

副指導を含めて２０人くらいの博士を送り出したと思いますが，連大が創設されて間もなくの頃は大変活気

があって、多くの留学生とともに研究に明け暮れた日々でした。鳥取連大は、鳥取大学農学部、山口大学農

学部、島根大学農学部が主体となって構成された大学院でしたが、私の専門は林産学で，鳥取大学農学部と

島根大学農学部にあわせて１０名の林産学関係教員が参加していました。中国からの留学生を中心に常に５、

６人の連大生を抱えており，島根大学と鳥取大学の教員が有機的に協力して多くの研究上の成果を生みまし

た。しばらくすると、インドネシアやマレーシア、ポーランド、バングラデシュなどからも留学生が来るよ

うになり，国際色豊かな雰囲気で教育・研究に勤しめる環境となりました。連大生は、それぞれ所属する大

学の学部教育にもよい影響を与えます。もちろん、連大から配分される研究経費は研究室運営に大きな恩恵

をもたらしますが，連大の留学生から外国の文化や言語について直に触れられることは、学部生や修士課程

の大学院生にとって大きな財産となります。もちろん教員とっても見識を広げるよい機会が得られることは

間違いありません。連大での指導が縁でポーランドに研修旅行に行きましたが、日本で考えられている姿と

は全く異なり、豊かな農業生産と食文化に触れることができました。ポーランド人の穏やかで知性あふれる

気質に触れ、感銘を受けたことがいまだに思い出されます。こういった例にとどまらず，連大はわれわれに

多くの恩恵をもたらしてくれるシステムといえるのではないでしょうか。その後、島根大学の改組に伴い、

林産学分野の教員の多くが他研究科へと移籍し，平成15年以降は、林産学分野の連大での活動は細々とした

ものとなりました。教員の定年退職や移籍によって、現在では林産学分野の連大生はいなくなりました。時

の経過による変化は、驚くほどめまぐるしいものであるとしみじみ思います。現在では、鳥取連大も成熟期

に入って、教育と研究の質の向上に取り組んでいるという状況でしょうか。 

 鹿児島大学に赴任して、連大を担当するようになって琉球大学の先生方と協力して連大生の指導を行なう

ようになりましたが，何分スタッフが限定されているため，華々しい活動というわけにはいきません。じっ

くりと質を重視した研究指導ということになります。それでも，３大学による連大生の研究指導体制は、交

流の場としても大いに機能していると実感できますし，このことを今後も大事にして、それぞれの大学の一

層の発展に役立てるべきであると思います。これから代議委員として鹿児島大学大学院連合農学研究科の運

営に携わっていくことになりますが，微力ながらお役に立てればと考えております。みなさま、よろしくお

願いいたします。 
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         連大入学生の皆さんに贈る魔法のことば2013☆ 
                                                

 

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 

                                         門脇 秀策 

 

連大生皆さんのご入学をお祝いして、私が目標にしている心のバランスを保つ魔法の言葉を贈ります。 

皆さんを応援するスタッフの一人として、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
☆社会が求めている人材       ☆ 心の1／ｆのゆらぎ 

ア：明るい              カ：感動・感謝 
カ：軽やかなフットワーク       キ：興味 
サ：爽やか              ク：工夫 
タ：楽しい              ケ：健康 
ナ：和やか              コ：恋をする 

 
☆就職先が求める人物像 

積極性・協調性・行動力・熱意・明るさ・元気・覇気・自分の意見を持つこと 
 
☆失敗から学ぶこと・*:.。. .。.:*・゜゜・*:.。. .。.:*・゜  ゚

どんな失敗だったのか？ そしてどの失敗をどのように反省したのか？ 
その反省をどのように活かす工夫をしてきたのか？ それを問われ続ける今がある。 

 
☆ ６Ｒ              ☆ VSOPに乾杯 

Recycle 循環           Vitality  元気 ← 感謝 
Reuse  再利用         Speciality 専門性 ← 継続 
Reduce 軽減・削減       Originality 創造性 ← 常識に執着しない 
Remediable  救済・治療                         いつも考えている 
Recipe       料理の作り方                孤独を恐れない 
Regeneration  再生・新生    Personality 個性、人柄、その人らしさ、品格 

 
☆研究について 
「やりたい研究」から「やらなければならない研究」に変わっていき、「今、何が問題となっており、 
それを解決するためにどのような研究計画を立てて、問題に取り組んでいくか」という 
「問題意識に立った研究」が、今後重要となってくる。 
☆ 一生懸命やると智恵が出る。中途半端にすると、グチが出る。いやいやすると、言い訳が出る。 
☆ 「ありがとう」は魔法のことば。自分が変われば、周囲のすべてが変わる。 
 
A person with a dream has hope                   夢のない人は希望がない 

A person having hope has an aim                 希望ない人は目標がない 
A person having an aim has an action             目標がない人は行動がない 

A person having an action has a plan           行動がない人は計画がない 
A person having a plan has the results        計画がない人は実績がない 

A person having the results has reflection    実績がない人は反省がない 
A person having reflection has progress   反省がない人は進歩がない 

A person having progress has a dream 進歩がない人は夢がない 
 「今、何があるのか、ないのか？」 



24 
 

 

 

新代議員です！よろしくお願いします． 

 

            生物生産科学専攻 

熱帯資源・植物生産科学連合講座 

                    琉球大学教授 農学部 

                         川満 芳信 

 

このたび代議員になりました琉球大学の川満芳信です．前代議員の先生方から連大の学生を実際に指導して

いる教員が良いと言われ，何が何だか分からないままお引き受けしました，よろしくお願いします． 

専門分野は農学の要，作物学です．中でも，葉の光合成と物質生産に興味があり，C3, C4, CAM型植物の

光合成特性解明を中心に研究を進めています．植物の光合成は太陽エネルギーと根から吸収した水，空気中

に存在する無味無臭のCO2の２無機成分だけで有機物，バイオマスを生産します．植物の葉この作用に魅了

され，大学３年の時から現在に至るまで，光合成装置を用いて葉の光合成速度を計測しています． 

私は，最後の秘境「西表島」出身です．戦後，開拓移民で宮古島から入植し，大自然の中で育ったせいか，

五感と観察力は野生児並みです．中学まで西表島の西部にある住吉部落で過ごし，「１５の春」に西表を離れ

高校は石垣で，大学は沖縄本島で，大学院は福岡で過ごし，現在母校に戻り学生の指導と地域社会貢献に奔

走する毎日です．在外研究は，米国デラウエアー大学に約２年，上司に無理言って行かせて頂きました．そ

の上司も来年の３月に定年を迎えます．光陰矢の如し，光陰スペースシャトルの如し，です．今思うと，あ

の米留の時間が一番楽しかった様な気がします．何事にも束縛されず，e-mailも無く，国際電話代は高くて

日本からの連絡無し，の状態でした．本当に好きな研究だけをし，年に１報以上の論文を書けば良い，その

様な素晴らしい時間が実際にあったのである． 

 光合成研究に端を発し，現在では，バイオマスエネルギーと沖縄型植物工場の開発研究に熱中しています．

海外学術研究プロジェクトとしては，ボツワナ国でバイオディーゼル生産作物であるヤトロファを栽培し，

当該国のエネルギー自給率を上げようと，JST/JICA SATREPSプロジェクトを鳥取大学，理研と共同で平

成28年度まで続けます． 

私は，大学院修士課程，博士課程修了後そのまま助手，助教授，教授と進んだため，院生の気分が未だ抜

けません．そして今の楽しみは，昼間，様々な雑用に忙殺されても，夕方に研究室の学生や院生の研究結果

についてホワイトボードを使いながらディスカッションし，そのネタで酒を酌み交わすこと，何とも言えな

い瞬間です． 

今後２年間，先輩代議委員の先生方からご指導を受けながらできる限り連大のためにお役に立ちたいと考

えております．よろしくお願いします． 
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◇新入生の素顔 

 

平成２４年１０月入学（２名） 

 

【応用生命科学専攻】 

生物機能化学連合講座 

 

 

                              時
とき

村
むら

 金
かな

愛
え

（日本）  

                             

研 究 題 目 ：        サツマイモ澱粉の高品質化と新規サツマイモ澱粉の 
利用特性に関する研究 

主 指 導 教 員 ：        北原 兼文（鹿児島大学） 

第一副指導教員：安部 淳一（鹿児島大学） 

第二副指導教員：光富  勝（佐賀大学） 

 
 この度、平成 24 年 10 月から社会人学生として入学しました時村です．母校である鹿児

島大学の連合大学院に入学することができ、身が引き締まる思いです．現在は鹿児島県農

業開発総合センターで農産物の食品加工に関する研究に従事しています． 
 今回、研究課題として取り組んでいるサツマイモ澱粉は、鹿児島県の農業を支える重要

な役割を担っています．鹿児島県のサツマイモ生産量は全国の約４割を占めており、その

約４割が澱粉原料用として生産されています．しかし、TPP などで農産物の関税が撤廃さ

れると、価格の安い輸入澱粉が台頭することが予想され、そうなると国産澱粉であるサツ

マイモ澱粉の需要が激減し、サツマイモ農家は安定経営が困難になります．このようなこ

とを背景に、サツマイモ澱粉の用途をこれまでの限られた用途（ジュースなどに使用され

る液糖原料など）だけではなく、様々な食品にも拡大できるよう、新たな特性を有した新

規サツマイモ澱粉の高品質化と用途拡大のための研究に取り組んで行く予定です． 
 限られた時間の中で期待と不安もありますが、学生生活を楽しみつつ、先生方の御指導

をいただきながら視野を拡げ、地域の農業や食品加工業の発展に貢献できる研究内容を目

指して頑張っていきたいと思います．どうぞよろしくお願いいたします． 
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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 

 
 

岡田正三
おかだしょうぞう

（日本） 
 
研 究 題 目 ： 東海地方におけるサトウキビ生産と       

その利用に関する技術論的研究 
主 指 導 教 員 ： 上野正実  ( 琉球大学  ) 
第一副指導教員： 川満芳信  ( 琉球大学  )  
第二副指導教員： 岩崎浩一  ( 鹿児島大学 ) 
指導補助教員： 平良英三  ( 琉球大学  ) 
 

この度、社会人学生として入学し、地域資源環境工学講座に配属となりました岡田で

す。 

 愛知で生まれ、育ち、愛知教育大学を卒業して、愛知県で教員をしています。２２年

間中学校でしたが、教育委員会勤務を挟んで小学校に勤務し、愛知教育大学大学院を修

了後、また、小学校に勤務しています。 

 小学校で、「あたたかい地方のくらし」の学習でサトウキビを教材に取り上げて、児童

と栽培、観察、収穫、活用などの実体験を通して、サトウキビのもつ教材性を追い求め

てきました。教材研究として始めた、サトウキビ栽培、生育状況の観察、黒糖づくり等

の実験を続ける中で、サトウキビそのもの、また、サトウキビに関連した様々なことに

関心をもつようになりました。そして、さらに学びたくなり、飛び込みました。 

 しかしながら、習得すべき知識・技術が多いだけに、今後、相当の努力が必要であり

ます。上野教授はじめ指導教員の先生方へのご迷惑を少しでも軽減できるよう、みなさ

まから多くのことを学ばせて頂きながら研究を深めたいと思っています。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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◇新入生の素顔 

 

平成２５年４月入学（２５名） 

 

【生物生産科学専攻】 

熱帯資源・植物生産科学連合講座 

 

 

ISLAM
ｲ ｽ ﾗ ﾑ

 MD
ｴ ﾑ ﾃ ﾞ ｰ

. MATIUL
ﾏ ﾃ ｨ ｳ ﾙ

（Bangladeshi） 
 

Title of research: Nitrogen accumulation and redistribution in the leaf  
and its effect on seed yield and leaf senescence in soybean 

Advisory Professor: ARIMA, Susumu(Saga University) 
First Vice-Advisory Professor: Zheng, Shao-Hui(Saga University) 
Second Vice-Advisory Professor: SASAKI, Osamu(Kagoshima University) 
 
Hello everybody! I am Matiul. I am from Bangladesh. You know Bangladesh? 
Bangladesh is the only country in the world which is named after its language! I was 
born on 23 Sept. 1980. I passed Secondary School Certificate and Higher Secondary 
Certificate exams in 1995 and 1997 respectively. I obtained the Bachelor of Science in 
Agriculture (4-year Honors) degree from Khulna University, Bangladesh in 2003. I 
completed Master of Science in Agricultural Extension and Rural Development degree 
from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Bangladesh in 
2005. Before coming here in Japan for pursuing PhD degree I was working in 
Agrotechnology Discipline of Khulna University, Bangladesh as an Assistant Professor. 
I was selected by the Embassy of Japan in Bangladesh for the Japanese Government 
Monbukagakusho Research Scholarship 2012 through a critical screening process. I feel 
myself lucky that I am now studying in the United Graduate School of Agricultural 
Sciences, Kagoshima University. My base is in Saga University. 
I am intended to conduct my research on Soybean entitled Nitrogen accumulation 
and redistribution in the leaf and its effect on seed yield and leaf senescence 
in soybean. Soybean is a very promising crop rich in protein. I would like to 
make soybean popular in Bangladesh so that malnutrition could be 
alleviated effectively among the poor coastal people through massive 
cultivation. I want to get myself among those researchers who are 
contributing notably for the building of their own nation. 
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I like reading books, making friends and watching movies. When I find vacation I like to 
go for traveling beautiful places.  
I wish all the best for you all. 
 
 

                            河 崎 俊 一 郎
かわ さき  しゅん いち ろう

（日本） 

 
研  究  題  目：低酸素環境における光合成制御に関する研究 
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：山 本 雅 史（鹿児島大学） 
 
 琉球大学作物学研究室に所属します河崎俊一郎です。学部・修士課程を琉球大学の作物

研究室で過ごし、2 年間の社会経験を経て、再度専門性を高めたいと思い、この度鹿児島大

学大学院に入学いたしました。 
 修士課程までは沖縄の基幹作物であるサトウキビをターゲットに研究を行ってきました。

博士課程では、近年話題となっている「植物工場」を用いて研究を行ってまいります。植

物工場は植物の生育に影響を与える環境を、人工的に制御することにより、効率よく、か

つ質の高い植物を栽培する新たなシステムです。効率よく植物を栽培するためには、その

植物の生育に最適な環境を明らかにすることが重要です。私の研究では、酸素や二酸化炭

素、温度や湿度、光の強さや波長など様々な環境要因を変化させ、特に酸素濃度と光合成、

光呼吸の関係に着目しています。植物の最適環境を明らかにし、栽培期間を短くすること

で生産効率をあげることが私の目標です。 
 

 

Jaiphong
ｼ ﾞ ｪ ｲ ﾎ ﾟ ﾝ

 Thanankorn
ﾀ ﾅ ﾝ ｺ ﾝ

 （Thai） 
. 
Title of Research : Effects of water stress during different sugarcane growth 

periods on photosynthesis, growth, yield and quality in 
Thai's sugarcane varieties. 

Advisory Professor : Prof. Yoshinobu  KAWAMITSU (University of the     

Ryukyus) 
First Vice-Advisory Professor : Prof. Masami UENO (University of the 

Ryukyus) 
Second Vice-Advisory Professor : Prof. : Shigeto TOMINAKA (Kagoshima University) 
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 My name is Thanankorn JAIPHONG and my nickname is TJ, before I came to 
Japan I am researcher of Kasetsart University in Thailand after that I got scholarship 
from Japanese government (Monbkagakusho 2012)then I came to Okinawa as research 
student in laboratory of Crop Science, Faculty of Agriculture, University of the 
Ryukyus for 6 months and then applied for my PhD. course to The United Graduate 
School of Agriculture Sciences, Kagoshima University. I am interesting in sugarcane 
because sugarcane is a big commercial crop in Thailand and Thailand is also big 
exporter to send sugar to the world's sugar market but during climate change and poor 
irrigation system in Thailand made sugarcane production was reduce, mainly cause 
from uncertainly of climate and water management, therefore in my research will 
study about water stress in sugarcane for their mechanism  and the methods to solve 
the problems to support growth, yield and quality of sugarcane in Thailand. This 
research will conduct at University of the Ryukyus during April 2013 to March 2016, I 
really expect to know the important mechanism inside sugarcane and  find the way to 
increase of sugar yield in sugarcane during water stress and this methods would be 
able to use in various country that have a same problem with water stress as Thailand.  
 
 

秀
ひで

 島
しま

 好
よし

 知
とも

（日本） 
 

研 究 題 目：「北部九州における糯水稲の高収量・ 
高品質栽培技術の確立に関する研究」 

主 指 導 教 員：有馬 進 （佐賀大学） 
第一副指導教員：鈴木 章弘（佐賀大学） 
第二副指導教員：佐々木 修（鹿児島大学） 
 
 皆さん、こんにちは。私は今、佐賀県農業試験研究センターに勤務しており、作物の栽

培技術に関する試験研究を職業としています。このたび、機会があってこの連合大学院に

社会人入学をしました。 
 私は、もともと佐賀県の出身なのですが、大学は山陰地方の島根大学に入学し、その後

島根大学大学院の修士課程が修了したところで、ふるさと佐賀に戻ってきました。県庁入

庁後は、農業改良普及センターでの作物担当普及員や、作物の生産振興に関する行政事務

職などを経験し、4 年ほど前から現在の職場に勤務しています。 
佐賀県の農林水産物は、タマネギや佐賀牛、有明海苔などが有名ですが、モチ米に関し

ても全国を代表する産地となっています。ところが、近年、気候変動の影響からかこの糯

水稲の収量や品質が不安定（低下傾向）になっており、生産現場では大きな問題となって
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います。そこで、私の勤務する農業試験研究センターでは、この問題について要因解明と

対策技術の開発に取り組み始めましたが、これまで糯水稲に関する研究報告は少なく、現

在でも糯品種を専門に研究をされている方がほとんどいないことから、本課題を大学院の

研究題目に選定いたしました。 
仕事をしながら、家庭生活も送りながらの研究ということで、時間的並びに経済的にも

色々と不安な点も多くありますが、できる限り大学院での研究課題と職務上の試験課題の

融合・調和を図りながら、地域の役に立つような成果を出したいと考えています。 
具体的な研究内容については、ここでは詳しく記載しませんが、幸いにして試験場に勤

務していますので、実際の圃場や設備を使って様々な実験を行いながらデータの蓄積・分

析を行っていきたいと思っています。 
今回、連合大学院においてお世話になる指導教員並びに事務担当の方々、「よろしくお願

いします」。そして新しく仲間になれた皆様、「お互いに頑張っていきましょう！」 
 

 

【生物生産科学専攻】 

動物資源生産科学連合講座 

 

 

 溝口
みぞぐち

 由子
ゆ う こ

（日本） 

 

研究題目：草食家禽としてのガチョウの特性および利用に関する研究 
主指導教官：中西 良孝（鹿児島大学） 
第一副指導教員：髙山 耕二（鹿児島大学） 
第二副指導員：尾野 喜孝（佐賀大学） 
 
初めまして，鹿児島大学所属の溝口由子です．学部時代からガチョウ（domestic goose）

について研究しています．一般にニワトリなどの家禽を飼育するにはトウモロコシなどの

穀物を与えないといけませんが，ガチョウは草を好み，草だけ飼育することのできる家禽

です．日本ではほとんど飼育されていませんが，欧米やアジアでは肉，羽毛，卵，フォア

グラの生産だけでなく，草を好む性質から果樹園などの除草家畜としても飼育されていま

す．現在の日本の畜産は穀物飼料のほとんどを輸入に依存しており，近年の穀物の高騰は

畜産農家に多大な影響をもたらしています．このような状況の中で，穀物に依存せず日本

で自給可能な草を最大限に活用する畜産が求められています．また，日本の農業は単一経

営にすることで生産性の向上が図られましたが，その中で作物の残渣や家畜の排泄物など

これまで 1 つの経営で循環されていた資源が行き場を失ってしまっています．そのため，

ただ家畜を飼育するのではなく，果樹園などに放し雑草取りそして糞を肥料として利用す
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るといった有畜複合型農業についても資源循環の観点から取り組まなければいけません．

草を好み，草だけで飼育できるという特徴をもつガチョウが，新しい日本の畜産そして農

業の在り方に一石を投じる存在になれるよう，研究に励みたいと思っています． 
 

 

【生物生産科学専攻】 

地域・国際資源経済学連合講座 

 

 

 伊村
い む ら

 達児
た つ じ

（日本） 
 

 研究題目：島嶼地域における馬鈴薯の生産・流通構造と 
生産者の販売戦略に関する研究 

主指導教員   ：内藤 重之（琉球大学） 
第一副指導教員：木島 真志（琉球大学） 
第二副指導教員：豊 智行（鹿児島大学） 
 

2010 年 7 月に会社を退職し、故郷の鹿児島県沖永良部島で農業を営んでいます。宜しく

お願いします。主な栽培作物は、馬鈴薯です。農業を始めて約 3 年、年少の頃、両親の手

伝い程度の経験はありますが、本業としての農業は初めてあり、悪戦苦闘しながら馬鈴薯

と向き合っています。 
沖永良部島は、農業を産業の基盤としている島です。農業の発展により島も経済的な発

展をしてきました。ただ、現在、農業の置かれている状況を考えると、引き続き農業の発

展を期待するには、厳しい状況にあります。海外農産物との競争激化による農産物価格の

低下、燃料費の高騰による輸送コストのアップ、農業資材のアップ、島嶼地域のハンディ

等、農業をめぐる環境はますます厳しい局面になると予想されます。 
 自由競争が進む中、農業にとってマイナス面だけでは無く、農業が産業として継続でき、

発展につながる方策を導き出していかねばなりません。日本の製造業がここまで日本経済

の発展を築き上げてきたのは、日本の製品の高機能・高品質であり、モノ創りの力です。

農業においても、高品質な農作物を生産する力が今後の農業を支える柱の一つです。大規

模農業により生産された海外の農産物との差別化をするポイントです。既存の農産物の流

通販路にとらわれず、高品質な農作物の販路の開拓し、農家にとって利益を生み出す水準

の販売価格で、農産物の出荷ができることがこれからの農業が生き残るための解決策の一

つと考えます。 
 大学院においては、馬鈴薯の流通構造及び販売戦略について研究を行います。高品質な

馬鈴薯の生産をめざしながら、農業、農家の将来について考えていきたいと思います。 
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宜しくお願い致します。 
 

 

 

前田
ま え だ

 千春
ち は る

（日本） 
 
研究題目：インドネシアにおける Agroforestry と 

農家経済に関する研究 
主指導教員：内藤 重之（琉球大学） 
第一副指導教員：木島 真志（琉球大学） 
第二副指導教員：白武 義治（佐賀大学） 
 
 はじめまして、琉球大学所属の前田千春です。出身は大阪府ですが、大学入学と同時に

沖縄に来ました。修士課程も琉球大学で学び、今年で沖縄生活 7 年目となります。 
 私の博士論文のテーマは、インドネシアにおける Agroforestry と農家経済に関する研究

です。近年は熱帯地域における森林減少が問題となっていますが、森林再生の手段として

Agroforestry の展開が期待されています。発展するためには Agroforestry が農家経済に利

益をもたらすことが重要でありますが、 Agroforestry と農家経済との関わりに焦点を当て

た研究はこれまであまりなされていませんでした。そこで私は、インドネシアのジャワ島

を事例に、Agroforestry と農家経済との関わりを明らかにすることを目的に、Agroforestry
を行う農家の収入や土地利用形態、流通形態の調査を行っていく予定です。修士課程でも

同様の研究をジャワ島の私有林を対象に行ってきました。これから博士課程では、ジャワ

島の国有林を対象に研究を行っていく予定です。 
 最後になりましたが、セミナー等でこれから皆さんと顔を合わせる機会が多々あると思

います。よろしくお願いします。 
 

 

水上
みずかみ

健次
け ん じ

（日本） 
 

研 究 題 目：モズクの生産・流通構造と産地の販売戦略に 
関する実証的研究 

主 指 導 教 員：内藤 重之（琉球大学） 
第一副指導教員：木島 真志（琉球大学） 
第二副指導教員：佐野 雅昭（鹿児島大学） 
 
 初めまして。今年度より鹿児島大学大学院連合農学研究科に入学した水上健次です。 
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 私は、学部を卒業後、沖縄県立高等学校に勤務しておりましたが、一身上の都合で退職

し、琉球大学大学院農学研究科でモズクの流通について研究していました。国内で生産さ

れるモズクのほとんどが沖縄で生産されており、沖縄県を代表する水産物の１つとなって

いますが、その流通や価格形成はあまり明らかにされていません。修士課程で納得のいく

まで研究を進めることができず、継続したいとの思いから、鹿児島大学大学院連合農学研

究科に進学しました。普段は琉球大学で研究を進めています。 
 休みの時にはたまに魚釣りやスキューバダイビングをしています。沖縄はサンゴが多く、

透明度の高い海に恵まれています。時にはカメなども見ることができます。また、現在自

転車で通学しているので、サイクリングの大会に出場したりしています。 
 入学試験や入学式で鹿児島に行きましたが、佐賀にはまだ行ったことがありません。佐

賀に行く機会もあると思いますので、よろしくお願いします。 
 特別講義やセミナーで顔を見かけたら声を掛けて下さい。洋上セミナーへの参加も楽し

みにしています。講義後にはカラオケでもしましょう。 
 沖縄は、冬季は雨天の場合も多いのですが、夏季は強い日差しに照らされた美しい海、

白い砂が見られます。食習慣を初め、沖縄独特のものも沢山あります。機会があれば、是

非沖縄にも来て下さい。 
 
 

【応用生命科学専攻】 

生物機能化学連合講座 

 

 

 I.P. Wanninaika
ｲﾝﾃﾞｨｶ ﾌﾟﾗﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾜﾝﾆﾅｰｲｶ

 (Sri Lankan) 
Title of Research  : Identification and Characterization of 

 Adipogenesis Inhibitors 
Advisory Professor : Professor Hirohide Toyama (Ryukyu University) 
1st Vise-Advisory Professor: Dr. Shinjiro Tachibana (Ryukyu University) 
2nd Vise-Advisory Professor : Professor Kau (Kagoshima University) 
 
 I am Indika Pradeep Wanninaika from Sri Lanka. I am Buddhist and my 
native language is Sinhala which are represented majority in my country. I have got 
married and now we have 7 years old son. Currently we are living in Okinawa. 
 I have completed my studies at Central College of Anuradhapura, Sri Lanka 
and joined to the Faculty of Science, University of Sri Jayewardenepura at Sri Lanka 
for my bachelor degree. There, I completed my basic degree and joined with the one of 
the leading national oriented company, Ceylon Biscuits Limited sister company, Soy 
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Foods Lanka Ltd. as a Quality Controlling Consultant. After 2 years I was appointed as 
a Quality Assurance and Laboratory Manager to the Asian Foods private Ltd., which is 
the second HACCP certified company in Sri Lanka related to food export with complete 
supervision by EU. After One year I was promoted as Factory Manager in same 
industry. 

During this time, My wife (currently Ph.D final year student at United 
Graduate School, Kagoshima) received the Monbukagakusho scholarship, Therefore I 
and son came with her to the University of the Ryukyus, Okinawa, Japan on April, 2008. 
I was also started to study as self-financed student and completed the Intensive Course 
on Japanese and my master degree on March 2013 in the Ryukyus University. My 
Master thesis theme was on ‘Studies on Water-soluble Adipogenesis inhibitor produced 
by genus Monascus’. As I am interested on completing a doctoral degree with further 
studying on Red Mold Rice, and got the chance to enter to the United Graduate School 
of Agriculture at Kagoshima University on April 2013.  
 

 

 氏名 小城
こじょう

 章
とし

裕
ひろ

（日本） 
 
研 究 題 目   ：味噌、醤油の熟成における菌叢解析と、 

味、香りへの影響の解明 
主 指 導 教 員  ：玉置 尚徳（鹿児島大学） 
第一副指導教員  ：高峯 和則（鹿児島大学） 
第二副指導教員  ：外山 博英（琉球大学） 

 
はじめまして、連合農学研究科の応用生命科学に進学しました。小城章裕です。社会人

学生で、本業は味噌、醤油を製造しております。微生物のことは何もわからないまま、 
18 年前に味噌造りを始めました。 昔から家庭で造っていた味噌造り、簡単に美味しい味

噌が造れると思っていましたが、数年間はとても満足のゆく味噌はできませんでした。味

噌醸造の本を読み返し、また焼酎杜氏をされていた方に、麹造りのアドバイスをいただい

たりしながら、試行錯誤し、10 年たってやっと、少しは満足できる味噌ができるようにな

り、味噌造り、醸造の奥深さを教えられました。 
 そして、もう少し専門的に勉強したいと思い、2 年前から鹿児島大学院の玉置先生の研究

室で、醸造微生物を学び、味噌の熟成や、菌叢変化の研究をしています。まだまだ、勉強

が足りませんが、美味しい味噌造り、味噌業界の役に立つ研究ができればと思っています。

また、博士課程では、外国の方も多く、これを機会に英語も話せるようにしたいです。 
 ところで、私の趣味は勉強や研究ではありません（笑）。体を動かすのが大好きで、マラ
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ソンやハイキング、最近では研究室の玉置先生と自転車で林道を走ったりしています。ま

た、お酒も強くないですが好きです。機会があれば一緒に飲みましょう。 
 まさか社会に出てから、大学院で勉強するとは思いもしませんでしたが、このいただい

たチャンスを大切に活かして、積極的に取り組んでいきたいです。そして夢ですが、味噌

の可能性を世界に発信していけたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。 
 
 

【応用生命科学専攻】 

食品機能科学連合講座 

 

 

井ノ原
い の は ら

 康
こう

太
た

（日本） 
 
研 究 題 目 ：        ATPによるミオグロビンタンパク質のメト化抑制 

主 指 導 教 員 ：        木村 郁夫（鹿児島大学） 

第一副指導教員：安部 淳一（鹿児島大学） 

第二副指導教員：上西 由翁（鹿児島大学） 

 

 私の生い立ちは，生まれは大分県，育ちは滋賀県，本籍は鹿児島県とバラバラです。唯

一共通なのは，両親ともに九州出身ということくらいです。 

鹿児島大学に進学したのは水産学部があったからで，水産とつくからには魚の研究がで

きると思ったからでした。幼いころから魚を「見る」ことが好きでよく琵琶湖に行っては

釣りをしたり，とってきた魚を水槽で飼育して，家は水族館のようになりました。親から

は水蒸気で家が傷むとよく言われたものです。 

入学当初，魚の生態や分類の研究を行って水族間で働きたいという夢がありましたが，

鹿児島に来て以来，焼酎が好きになり，酒の魚？の影響か刺身を食べるようになり，今の

研究分野に進学しました。当初は「水産食品の品質に及ぼす寄生虫寄生魚肉の影響」とい

うテーマを選択していましたが，担当の教授より今のテーマを「一度やってみて」と言わ

れ，やったが最後，いまに至ります。 

現在の研究テーマには，今となっては，非常に何か不思議な「ご縁」を感じます。この

テーマをしている関係で，昨年，「マグロシティいちき串木野を目指して」というシンポ

ジウムのパネラーをやらしていただける機会をもらいました。 

幼いころ，祖父が「マグロは串木野。串木野はマグロの町だ。」と言っていたのを思い

出し，実際私の本籍も，鹿児島県いちき串木野市なんです。正直驚きました。そのご縁が

つづいて，4 月の最終日は，マグロフェスティバルにボランティアとして参加しました。マ

グロもたくさん食べることができ，いい経験となりました。 
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最後に，現在の研究状況を紹介します。 

なんと論文がアクセプトされました！しかし，このために体重が 5 キロ落ちましたので、

卒業要件まであと何キロ減ることになるのか…。研究室では後輩の指導もあるので，今現

在も骨の折れる毎日です。 

 

 

                    Petros
ﾍ ﾟ ﾄ ﾛ ｽ  

 Kingstone
ｷ ﾝ ｸ ﾞ ｽ ﾄ ｰ ﾝ

 Chigwechokha
ﾁ ｸ ﾞ ｴ ﾁ ｮ ｶ

(Malawi) 

Title of Research: Molecular cloning and Characterisation of sialidase 
genes in tilapia (Oreochromis niloticus) and assessment  
of their potential use as stress induced biomarkers. 

Advisory Professor：Takao Itakura(Kagoshima University）  
First Vice-Advisory Professor: Yoshio Kaminishi (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor: Hirosuke Oku (University of Ryukus) 
Third Vice –Advisory Professor: Kazuhiro Shiozaki (Kagoshima University) 
 
I am Petros Kingstone Chigwechokha, from Malawi. I was born on the 28th October, 
1981. I did both Bachelor and Master of Science in Aquaculture and Fisheries Science 
with University of Malawi - Bunda College of Agriculture completed in 2005 and 2009, 
respectively. I am currently working as a lecturer in the Department of Fisheries at 
Mzuzu University in Malawi where I teach undergraduate students and conduct 
research in fish biology, genetics and breeding.  
Before joining The United Graduate School of Agricultural Sciences, I have been 
involved in several research activities, some of which include; the use of microsatellite 
markers in fish, spawning success of various fish species in captivity, aquaculture, and 
fish breeding and fish reproductive behaviors. I highly appreciate to be accorded this 
opportunity of pursuing a PhD under the United Graduate School of Agricultural 
Sciences. I am very positive that upon completion, I will have gained adequate 
knowledge, which will enhance my research ability and self-reliance upon returning 
home and this will enable me to conduct critical and meaningful research.  
My PhD research work will focus on molecular cloning and characterization of sialidase 
gene and various aspects of glycoconjugates in tilapia. The work will determining the 
various forms and nature of sialidase genes found in tilapia, one of the most important 
cultured tilapia in Africa. Sialidases play very critical roles in regulating 
glycoconjugates functions and have been reported to be strongly influenced by various 
endogenous and exogenous conditions and consequently, are involved in various 
diseases of mammals and fish. Sialidases are known to regulate gangliosidic 
composition, which is involved in cell proliferation and differentiation, immunity and 
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various inflammatory related infections. In fish the enzymatic properties and functions 
sialidases have not been fully understood, with partial exception of zebrafish, medaka. 
Therefore, it is with this background that the exploration of sialidase genes in tilapia, 
not only will it enrich the scientific literature on genome understanding but will also be 
the first step in the use of genomics in understanding various physiological aspects in 
the species. This study will be conducted in the Laboratory of Biochemistry – (Kazuhiro 
Shiozaki Lab.) of the Faculty of Fisheries – Kagoshima University.My coming to Japan 
has been and will always be the best experience of my life. The people are so friendly, 
very kind and I will cherish this experience forever. I wish time could slow down just 
alittle bit so that I can feel the full warmth and love of the Japanese, unfortunately, 3 
year – period is all I have to be in this wonderful country.  
 
 

【応用生命科学専攻】 
先端応用生命科学連合講座 

 
 

                             中山
なかやま

 秀
ひで

幸
ゆき

（日本） 

研究題目：食品•製薬分野における LC-TOFMS 分析の   
応用に関する研究 

主指導教員：石丸 幹二（佐賀大学） 
第一副指導教員：上野 大介（佐賀大学） 
第二副指導教員：橋本 文雄（鹿児島大学） 
 
今年の 4 月から、お世話になります中山秀幸と申します。私は、平成 5 年から佐賀県庁

に勤務しており、気が付けば社会人生活 20 年になります。子供は 3 人おり、一番上は中学

3 年生です。入学生の中でも相当なオジサンの部類に入りますが、どうぞよろしくお願いい

たします。 
私は、佐賀県衛生薬業センターに勤務しており、食品の化学分析を担当しています。主

な業務は、市場にある食品について残留農薬や食品添加物等が基準値に照らし合わせて違

反していないか理化学分析を実施しています。その他、例えばフグによる食中毒など食中

毒事例で理化学的な検査が必要なものについて、原因特定のための分析を行っています。 
私がこの道？に入ったキッカケはダイオキシンでした。薬剤師として県庁の環境課に勤

務していた平成 9 年頃ダイオキシンが大きな社会問題となり、佐賀県でも分析体制を整備

することになり何故か私はその候補となってしまい、いきなりデスクワークから民間企業

（静岡県大井川町）に 1 年間お世話になることになりました。ここから、社会人での研究
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生活が始まり、学会等を通じた沢山の先生方との出会いがあり今日に至っています。 
現在の私の研究テーマは、化学物質の質量数の小数点 3・4 桁目が相手の、何かと細かい

ところを気にする研究ですが、鹿児島駅からの雄大な 
桜島を見るたび、ギャップが面白いなと感じているところです。 
休日は専ら家の掃除ですが、そろそろ趣味である釣りや登山な 
ど再開したいと考えていますので、同じ趣味を持たれている方、 
ぜひとも錦江湾で糸を垂れましょう。 
 
 
 

                          Nilushi
ﾆ ﾙ ｼ  

 Nugara
ﾇ ｶ ﾞ ﾗ

 （ Sri Lanka） 
Title of Research: Identification of anti-obesity responsible active  

compound in Peucedanum japonicum Thunb  
and its application in vitro 

Advisory Professor: Hirosuke OKU （University of the Ryukyus) 
First Vice-Advisory Professor: Ryo TAKANO (University of the Ryukyus)  
Second Vice-Advisory Professor: Koji NAGAO (Saga University)  
                                                                                                             
Hi, my name is Nilushi Nugara from Sri Lanka. I arrived in Japan as a research 
student in 2010. I obtained my BSc. in Agriculture (Major: Animal Nutrition) from 
University of Ruhuna, Sri Lanka with First Class Honors. My MSc is from University of 
the Ryukyus, Okinawa, Japan (Major: Bioscience and Biotechnology).  
My research focuses on a traditional herb that grows on the cliffs nearby the ocean in 
Okinawa Island, namely Peucedanum japonicum Thunb (PJT). This plant is known as 
“Chomeiso” in Japanese, which means “long life”. Traditionally PJT has been used as a 
medicine for cough and cold, yet our previous investigations have found anti-obesity 
properties in PJT. Therefore, I will investigate to elucidate the active compound in PJT 
that causes anti-obesity activity and its mechanisms in-vitro.  
The significance of my study will greatly contribute to my country, since Sri Lanka is 
abundant with many natural herbs that are traditionally used, yet their actual health 
related befits have remained unexplored.  Therefore, the knowledge I gain and my 
experience will be utilized for the advantage in my country once I return back.  
I want to take this opportunity to thank my advisory professor, Prof. Hirosuke OKU, for 
his kindness, support, guidance and motivation during my stay in Japan. Moreover, the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan, for the financial 
support given for my studies in Japan. 
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 久永
ひさなが

 絢
あや

美
み

（日本） 

 

研 究 題 目：フラボノイドの抗炎症作用及び 

分子機構に関する研究 

主 指 導 教 員：侯 徳興（鹿児島大学） 

第一副指導教員：大塚 彰（鹿児島大学） 

第二副指導教員：屋 宏典（琉球大学） 

 

 今年度、応用生命科学専攻に進学した久永 絢美です。私は学部 3年生で研究室に配属さ

れた時から、鹿児島大学の侯 徳興教授のご指導の下、毎日楽しく研究をしています。 

私の所属している研究室では、野菜や果物をはじめ、様々な食品中に含まれている成分

の機能性解析をしています。その中でも、私が研究で用いているのは、ポリフェノール化

合物の一種であるフラボノイドで、抗酸化作用、抗炎症作用、抗ガン作用など、多くの生

体調節機能を持つことが報告されています。私の研究課題では、これらの機能の中でも特

に抗炎症作用に着目して解析をしています。炎症は何らかの有害な刺激を受けた時に起こ

る反応で、私たちの体内でも日常的に起こっている生体防御反応です。炎症は再生や治癒

を促進するためには不可欠な反応である一方、過剰な炎症反応は重大な病気へと深く関係

するため、適度に抑えることが重要です。そこで、この研究では適度な抗炎症作用を持つ

ものを食品成分の中から見出すことで、様々な疾患に対する予防や治療へと役立てること

を目標としています。また、ポリフェノールは直接的な作用標的分子が未だ明らかになっ

ていないため、詳細な分子機構を解析するなかで明らかにし、ポリフェノールの生体調節

機能を分子レベルで解明したいと考えています。 

研究をしていく中で未熟な点も多く、また他の分野に対する知識も少ないので、博士課

程の 3年間で他の分野の方との交流を通して色んなことを学んでいきたいと思っています。

同じ年に博士課程に入学したのも何かのご縁だと思いますので、今後セミナー等でお会い

する機会があると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 

 
 

 Phoebe
ﾌｨｰﾋﾞｰ ｻﾞﾊﾟﾝﾀ 

 Trio
ﾄ ﾘ ｵ

 （Philippines） 
Title of Research: Neuroprotective Role and Molecular  

Mechanisms of Wasabi Isothiocyanate Compounds 
Advisory Professor: De-xing Hou Kagoshima University 
First Vice-Advisory Professor: Fumio Hashimoto Kagoshima University 
Second Vice-Advisory: Koji Nagao Saga University 
 
Finding the laboratory where I am connected now happened by accident. But deciding 
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to be in this laboratory and engaging in this research was by choice.  
After completing master’s degree, I went back to the Philippines with the aim of 
contributing what I have learned abroad to the research institute where I am connected. 
Just as I thought that I am equipped enough to face the challenges of being back in a 
government research laboratory, I realized later that during the years I was away 
changes has been instilled also for the laboratory to be abreast with the ever changing 
technology. Because of the transition, I decided to further my graduate studies again 
but turned sceptical of what field to pursue. By chance, I came across a published article 
from Professor Hou’s laboratory and it caught my interest. I tried to check out at the 
laboratory’s profile in the web and at that instant it captured my interest and gave me 
an idea of what path to continue. With the thought in mind that my research 
background in food and nutrition and academic foundation in chemistry will guide me 
towards this transition smoothly, I tried to apply to Hou Sensei’s laboratory and he 
gladly accommodated my application positively. Doing molecular biology related 
experiments became a challenge for me because I don’t have the basic foundation. 
Luckily, my colleagues in the laboratory were patient in teaching and guiding with the 
experiments when I started.   
At present, I am on my first year as doctoral student under Professor De-xing Hou with 
the research focus on wasabi-derived isothiocyanate compounds and its molecular 
mechanisms towards neuroprotective function. Dealing with this research was a 
challenge for me especially that I have little background in molecular biology. But with 
passion and patience I know I can go through with this through the supervision of my 
professors. Aside from that the friendly and helpful atmosphere in the laboratory made 
my adjustment period less strenuous. 
Now, I look forward with optimism that with my research I could contribute valuable 
information in science even in a little way. And as I try to further the research I look 
forward to learning and discovering more about the beauty of Japanese culture and 
tradition. 
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【農水圏資源環境科学専攻】 

生物環境保全科学連合講座 

 

 

E l s a i d
ｴﾙｻｲﾄﾞ ﾓﾊﾒﾄﾞ ｴﾙﾅﾊﾞｳｲ ｱﾌﾞﾄﾞﾙﾌｧﾀ

 Mohamed
ﾓ ﾊ ﾒ ﾄ ﾞ

 Elnabawy
ｴ ﾙ ﾅ ﾊ ﾞ ｳ ｲ

 Abdelfatah
 ｱ ﾌ ﾞ ﾄ ﾞ ﾙ ﾌ ｧ ﾀ

 (Egyptian) 
 

Title of Resear:The true spiders as an effective biological control  
agent in vegetable field. 

Advisory Professor: Katsuo TSUDA (Kagoshima University). 
First Vice-Advisory Professor: Yositaka SAKAMAKI (Kagoshima University). 
Second Vice-Advisory Professor:  Haruki TATSUTA (Ryukyus University). 
  
     It is a great chance to introduce myself as a citizen of Egypt and my country is very 
famous by pyramids and many of ancient remains. During my master degree at 
Kafrelsheikh university, Egypt I focused on the field of true spiders, especially survey of 
spiders and insects on some crops, studying the side effect of some pesticide on spiders 
population (as a preliminary test). 
      I preferred to complete my doctor course in Japan for many reasons. Firstly, Japan 
have a huge experience in scientific research, the Japanese people very kind. Secondly, 
my study will be about DNA analysis of gut contents to some spiders, the effect of 
insectary plant on spiders population and application of chemical, and organic fertilizers 
on some vegetable crops and survey true spiders community and its response to these 
fertilizers. This activity requires advanced scientific experiences. 
       Finally, Entomological laboratory, faculty of agriculture, Kagoshima University 
considered one of the most popular laboratories in Japan in this field. Moreover, my 
laboratory has very famous Professors in agriculture  Professor: Katsuo TSUDA 
(Kagoshima University), Professor: Yositaka SAKAMAKI (Kagoshima University) and 
Professor  TATSUTA Haruki (Ryukyu University). They are popular scientists, very 
active, scholastic guidance and helpful. 
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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 

 
 

 内田
う ち だ

 圭一
けいいち

 （日本） 
 
研 究 題 目  ：機能水を利用した食品加工工程の 

衛生管理手法の開発 
主 指 導 教 員：河野 澄夫 
第一 副指導教員 ：紙谷 喜則 
第二 副指導教員 ：木村 郁夫 
 
こんにちは。内田圭一（うちだけいいち）と申します。 

出身は福岡県で、大学から鹿児島に来ました。鹿児島に来て 7 年目になり、鹿児島の降

灰などの環境にはだいぶ慣れましたが、年配の方の鹿児島弁は未だに理解が出来ずコミュ

ニケーションを取るのに一苦労をしておりますが頑張って理解が出来るようになりたいで

す。また鹿児島はおいしい食べ物が沢山あり、牛、豚、鳥、魚、野菜すべてがおいしく鹿

児島で生活できることに満足しております。 
現在、私は鹿児島県垂水市にある輸出をメインとした水産加工会社で品質管理として働

いており、4 月より二足のわらじを履いて博士課程を卒業するまでの間一生懸命頑張ります

ので宜しくお願い致します。 
私の研究は「食の安全」について行っており、これまでの研究は鹿児島県の特産品であ

る芋焼酎の製造工程での衛生管理手法の開発について行いました。芋焼酎製造での衛生管

理は、先人の経験や勘で行われており科学的根拠を基にした衛生管理がほとんど行われて

いなかったことから、製造工程の調査を行った結果、多くの問題がありました。これらの

問題に対して、機能水（：人為的な処理によって再現性のある有用な機能を獲得した水溶

液の中で、処理と機能に関して科学的根拠が明らかにされたもの、及び明らかにされよう

としているもの 【例】電解水、ナノバブル水、銀イオン水等）を利用し解決を行いまし

た。詳細については、情報交換等を行いたいと考えておりますので直接お話しできたらと

思います。 
博士課程では、鹿児島県の特産品であり、日本一の養殖量があるブリに着目し、ブリの

加工工程での衛生管理手法の開発について研究を行う予定です。この研究につきましても

詳細は直接お話しできたらと思います。 
博士課程という短い期間ではありますが、どうぞよろしくお願い致します。 
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 岡本
おかもと

 健
けん

 （日本） 
 
研 究 題 目   ：沖縄土壌の PTF を取り入れた地下水解析モデルの構築 
主 指 導 教 員：酒井 一人 
第 1 副指導教員：中村 真也 
第 2 副指導教員：長 裕幸 
 
 この度、鹿児島大学連合農学研究科博士課程に入学することになりました、岡本健と申

します。私は、12 年ほど前に明治大学の商学部を卒業しました。その後、仕事の関係で大

沖縄に移り住み、沖縄の自然環境の豊かさに感銘し、自然科学を学びたいと思い、琉球大

学の門を叩き、今に至ります。 
 土壌の水分特性を推定する PTF は国内土壌での適用性もあまり良くないことが確認され

ています。宮古島のような広域な地下水域流域では、表層の土地利用状況の影響による水

分特性を考慮した、地下水解析モデルが求められています。そこで、博士課程においては、

沖縄土壌の PTF を開発し、地下水解析モデルを構築することを目的としております。 
 これからの 3 年間は、様々な経験を積み、研究者として成長したいと考えております。

よろしくお願いします。 
 
 

【農水圏資源環境科学専攻】 

水産資源環境科学連合講座 

 
 

 魏
ｳｨ  

 弘
ﾎ ﾝ

毅
ｲ

 （中国） 

 

研究題目：光合成細菌の応用に関する研究 

主指導教員： 前田 広人 （鹿児島大学水産学部） 

第一副指導教員：吉川 毅 （鹿児島大学水産学部） 

第二副指導教員：境 雅夫 （鹿児島大学農学部） 

 

上海海洋大学二年生の時に山岡荘八の「徳川家康」を読みました。徳川家康は忍耐力、求

知心、倹約を持って戦国時代を終わらせ、天下統一をしました。研究者を夢見て頑張って

いる私は、その本を通じて、「人の一生は重荷を負うて、遠き道を行くがごとし、急ぐべか

らず。」という一言を学びました。 

そして、２００９年、私は交換留学生として日本の三重大学に一年間留学しました。担当

教員の指導の下で、三重大学伊賀研究所でバイオディーゼル製造中の廃水処理に関する研
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究を行いました。研究所はアパートから遠く、雨や雪の日でも朝早くの自転車通学は大変

でした。伊賀では留学生も少なく、時々寂しく感じられましたが、研究員や事務員の方々

が親身になって、研究や生活・健康面のお世話をして頂いたことに大変に感動し、皆様の

おかげで、期待される研究成果を達成できました。三重大学の交換留学終了時に、尊敬す

る先生が鹿児島大学に転勤されたため、私も鹿児島大学の大学院に進学することを決めま

した。 

あっと言う間に、鹿児島の生活が約三年になり、その三年間を楽しく過ごせました。その

間に、フィリピンで開催された国際学術会議で発表し、また、農業経営に大きな損害を与

えている根菜類病害の微生物活用軽減剤開発を研究テーマとして果敢にトライし、その良

好な結果は今特許申請中で、やっと研究者の道への一歩を踏み始めました。留学生の一員

として、鹿児島大学留学生会の会長を一年間させていただき、留学生会による様々なイベ

ントを計画・実施し、留学生と地域の人達との交流に貢献し、貴重な経験を積みました。

今後、更に国際交流の促進に努めていきたいと考えています。私の夢は世界に貢献できる

研究者になりたいのですが、学問の知識や経験がまだまだ充分ではありません。まず今の

研究を広く深く追求し、博士課程で頑張っていきたいと考えています。将来は、理想を求

めて、中国と日本や外国との友好を深めることに努力し、先生方を始めお世話になった皆

様に恩返しをしたいと思っております。 

 

 

 Truong
ﾁ ｪ ﾝ  

 Huynh
ﾌ ｨ ﾝ  

 Nhu
 ﾇ ｳ

 （Vietnamese） 
 
Title of research: Effect of probiotics on kuruma shrimp  

Marsupenaeus japonicus Bate. 
Advisory Professor: Manabu ISHIKAWA (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor: Shunsuke KOSHIO (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor:Takeshi YOSHIKAWA (Kagoshima University) 
 
I have been studying at Kagoshima University for 2 years for master’s course and will 
continue here for my PhD. I am doing research about the effect of probiotics 
supplementation diets on immune responses of kuruma shrimp which is considered as 
“King of Marine Species” in Japan. During first days arrived Japan, I wanted to finish 
my master’s course as soon as possible to back home because I felt so lonely, homesick. 
After 2 years living here, finishing my master’s course, I totally enjoy my study as well 
as my life in here. Thanks to the guide of my advisors in my laboratory and the help of 
my labmates, everything that I think impossible is possible. It is hard to image how I 
can finish my study if I was not being here to be one of their students. Therefore, I 
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decided continue my PhD here. I strongly believe that during the next period of stay in 
Kagoshima for my PhD course with the kindness of my teachers and helpfulness of my 
friends allow me to gain scientific knowledge and expertise. 
 
 

Benjamin
ﾍ ﾞ ﾝ ｼ ﾞ ｬ ﾐ ﾝ

 Dotto
ﾄ ﾞ ｯ ﾄ

 MAJANGA
ﾏ ｼ ﾞ ｬ ﾝ ｶ ﾞ

 (Tanzanian) 
Title of Research: Marine Debris Distribution Variation and Pattern 
Changes along the Coast, On the Sea Surface and Sea Bottom of the 
Kagoshima Bay 
Advisory Professor: SHIGERU, Fujieda (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor: OTOMI, Jun (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor: NISHI, Ryuichiro (Kagoshima    

University) 
 

I have honor introducing myself as Benjamin Dotto, a civil servant working under the 
National Environment Management Council in collaboration with the Division of 
Environment in the Vice-President’s Office of the United Republic of Tanzania. I am 
having a diverse knowledge on a number of basic aspects on human necessities. These 
skills are corroborated by studies carried out while pursuing my Bachelor degree on 
Food Science and Technology, Master degree on Fisheries Science and my ongoing PhD 
studies on Fisheries Science on Resources and Environments. Challenges encountered 
while executing on job obligations as well serves as an invaluable input to my 
knowledge resource base. 
I came to Japan April, 2010 where I pursued my Masters Degree majoring on Fisheries 
Engineering with the special focus on issues related to marine and coastal 
environments. I opted to extend my studies to a Doctor Course in order to have a 
profound perspective on matters addressing environmental problems in global waters, 
Kagoshima Bay as a case study.  
It has been a wonderful experience staying in Kagoshima ever since. Life is all 
inspiring; I find people here are endowed with an amazing working spirit, high levels of 
respect and peaceful interactions on a number of social aspects. With these regards, on 
my opinion, Kagoshima and Japan in general makes it a better place of stay by any 
human kind based on safety and security view point.  
Finally I would like to pass my special gratitude to Professor Shigeru FUJIEDA for his 
continued helpful support and supervision since then. Furthermore, lots of appreciation 
to the staff in Kagoshima University: ISC, UGSA and the Faculty of Fisheries to always 
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be available and supportive. My heartfelt recognition goes to the government of Japan 
through the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology for the 
scholarship award, an invaluable facilitation towards living my dreams.  
I would like to end up by sharing the motto that empowers my spirit towards living my 
career endeavors, “Environment is our life - Sustain and Enjoy” 
 
 

Mahmoud
ﾏ ﾊ ﾑ ﾄ ﾞ  

 Abdelhamid
ｱ ﾌ ﾞ ﾄ ﾞ ﾙ ﾊ ﾐ ｯ ﾄ ﾞ

 Omran
ｵ ﾑ ﾗ ﾝ

 Dawood
ﾀ ﾞ ｳ ｯ ﾄ ﾞ

 (Egyptian) 
 
Title of Research: Effect of Various Feed Additives on the  

Performance of Aquatic Animals. 
Advisory Professor: Shunsuke   KOSHIO (Kagoshima University). 
First Vice-Advisory Professor: Manabu ISHIKAWA (Kagoshima University). 
Second Vice-Advisory Professor: Hiroto MAEDA (Kagoshima University). 
 

During my master study I focused on the field of aquatic animal nutrition, 
especially using some feed additives in fish diets by the title of "Use of Probiotic and 
Prebiotic as Feed Additives in Fish Feeding". So that, I have a big desire to get more 
information about the real effect of these additives in diets of cultured fish by using live 
or dead species of bacteria. I preferred to complete my doctor course in Japan for many 
reasons, firstly, Japan have a huge experience in scientific research, the Japanese people 
are very kind, my field of study very popular in Japan, and Kagoshima university have a 
faculty of fisheries which related directly to my study.  

Secondly, the production of fish in Egypt coming from aquaculture represented 
about 60% of total fish production sources. This activity requires advanced scientific 
experiences.  

Finally, Aquaculture Laboratory ( Kagoshima University) considered one of the 
most popular laboratories in the world in the field of aquatic animal nutrition. Moreover, 
my laboratory has very famous Professors in aquaculture (Prof. Dr. koshio, Prof. Dr. 
Ishikawa, and Dr. Yokoyama). They are popular scientists, very active, scholastic 
guidance and helpful.  

The intensification of aquaculture and globalization of the seafood trade have led 
to remarkable developments in the aquaculture industry. The global aquaculture 
industry currently accounts for over 45% of all seafood consumed. That figure has been 
projected to increase to 75% over the next 20 years. This activity requires high-quality 
feeds, which should contain not only necessary nutrients but also complementary feed 
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additives to keep organism's healthy, favor growth and environment-friendly 
aquaculture. Some of the most utilized growth-promoting feed additives include 
hormones, antibiotics, ionospheres and some salts. Probiotics also, feed additives which 
are defined as live microbes that may serve as dietary supplements to improve the host 
intestinal microbial balance and growth performance.   

To achieve this purpose I will face a lot of difficulties, especially I am married and I 
have two kids. Unfortunately they are in Egypt now so, I feel lone less without them. 
Actually I have helpful colleagues in my laboratory trying to help me. I am planning to 
get more classes in Japanese language to communicate effectively with Japanese life. 

After returning home, I would like to contribute to the development of aquaculture, 
and also wish to cooperate and further promote the relationship of aquaculture industry 
between Egypt and Japan (Kagoshima). 
 
 

 三次
みつぎ

 充和
みつかず

（日本） 

 
研究題目：千葉県外房地域における陸水産エビ類の生物地理学および 

個体群生態学的研究 
主指導教員：鈴木 廣志（鹿児島大学） 
第一副指導教員：山本 智子（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。鹿児島大学所属の三次充和と申します。35 歳の社会人学生です。修士課

程までは東京水産大学（現東京海洋大学）に所属し、週 5 日海に潜る学生生活を送ってお

りました。現在は千葉県にある大学演習林に技術職員として勤務し、森林の維持管理・動

植物の調査研究に従事しております。 
五年程前より、千葉県外房地域の陸水産エビ類の調査を続けており、その一部を日本甲

殻類学会のポスター発表にて紹介した際に、現在の主指導教員である鈴木廣志先生にアド

バイスを戴いたのがきっかけで、博士課程に進学し研究をより深めることを決意しました。 
鹿児島県と千葉県は地理的に離れていますが、どちらも黒潮の影響を強く受ける地域を

有しており、共通して分布する生物が存在することはよく知られています。私の研究対象

である陸水産エビ類も、千葉県外房地域で見られるほぼすべての種を鹿児島県内の特に島

嶼部で見ることができます。また、外房地域では昔から食料や釣り餌として利用されてい

たようです。残念ながら、千葉県における陸水産エビ類の生息環境は悪化しつつあり、移

入種と考えられる種を除くすべての種が千葉県レッドデータブック2011年改訂版に記載さ
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れている状況です。 
博士課程では、外房地域に存在する様々な規模の河川を対象とした広域調査と、同じ場

所を 1 年間通して調査する定点調査を行い、外房地域における陸水産エビ類相の成立機構

を地域ならびに河川スケールで明らかにするほか、各種の個体群動態を記載し、その適応

的意義を考察することで、当地域の陸水産エビ類の保全に役立つ知見を提供したいと思っ

ております。 
この齢で学生生活を送るなど 20 代の頃は全く想像もしていなかったのですが、巡ってき

た縁と家族の理解（奥様ありがとうございます!!）に感謝しつつ、与えられた時間を大切に

過ごしたいと思っております。皆様、三年間どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

 Watcharapong
ﾜ ﾁ ｬ ﾗ ﾎ ﾟ ﾝ  

 CHUMCHUEN
 ﾁ ｭ ﾑ ﾁ ｭ ｳ ﾝ

 (Thailand) 
 
Title of Research: Technological Management of Tunas Fishery 

 in Tropical Waters 
Advisory Professor: Dr.Tatsuro MATSUOKA 
First Vice-Advisory Professor: Dr.Kazuhiko ANRAKU 
Second Vice-Advisory Professor: Dr.Yoshitaka NAKANISHI 
 
Greetings! My name is Watcharapong CHUMCHUEN. Please feel free to call me by my 
nickname “ケン”. I am from the Southeast Asian country of Thailand, otherwise known 
as the land of smiles. In 2011, I received a scholarship from the Agricultural Research 
and Development Agency (ARDA) in Thailand for a study abroad program on High Seas 
Fisheries Technology. During my search of universities around the world, I focused 
mainly on Japan and found that Kagoshima University would be the most suitable 
academy to study fisheries science. I arrived here in late September 2012 and began a 
six-month term as a research student. It was very surprising for me that there are quite 
a few similarities, such as the environment and kind people, between Kagoshima City 
and my hometown.  I feel very fortunate to be here and to be making new friends in 
this great city. 
Currently, I am a PhD student in Fisheries Science on Resources and Environments and 
this will continue to be my main endeavor for the duration of my three-year study 
abroad program. I am hopeful that during that time, however short it seems, I will be 
able to gain new experiences and establish lasting relationships with colleagues and 
friends.  
I am very grateful for all the advice of my professors, Dr. Tatsuro MATSUOKA, Dr. 
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Kazuhiko ANRAKU and Dr. Yoshitaka NAKANISHI and thank them for their 
continued guidance. 
Whenever you see me around town, please say hi to me. I love Kagoshima! 
ケン  
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◇学生の研究活動 
 

２０１２年度在学生の学会等発表 
 
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：村田修治郎 
・S. MURATA*, K. KAWABE, S. TAURA, T. SHIMOGIRI, S. OKAMOTO；   Relationship between 

abdominal fat content and avian uncoupling protein gene expression in the skeletal muscle of the 
Japanese quail Coturnix japonica    British Poultry Science    54(1):42-49    28-Feb-13 

 
・村田修治郎*・河邊弘太郎・田浦悟・下桐猛・川本康博・岡本新；   アジア在来鶏および改良鶏にお

ける脱共役タンパク質遺伝子変異の分布    日本暖地畜産学会報 
 

 
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 

・ *Shigeyama T, Tominaga A, Arima S, Sakai T, Inada , Jikumaru , Kamiya , Uchiumi , Abe M, 
Hashiguchi M, Akashi R, Hirsch AM, and Suzuki A；  Additional cause for reduced JA-Ile in the 
root of a Lotus japonicus phyB mutant.  Plant Signal Behav. 7 7/1-3  July, 2012 

 
学生氏名：冨永 淳 

・ *Yasunori Fukuzawa, Jun Tominaga, Kinya Akashi, Shin Yabuta, Masami Ueno, Yoshinobu 
Kawamitsu； Photosynthetic gas exchange characteristics in Jatropha curcas L.  
Plnat Biotechnology  29/155-162  2012  

 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 
 

学生氏名：大城正信 
・*大城正信、M.A.ホサイン、赤嶺光、仲村一郎 玉城政信、野瀬昭博；   沖縄における食用アマラン

サスの生育、収量および品質に及ぼす土壌の影響    第234回日本作物学会    2012.9.10-9.11 
  仙台市（口頭発表） 
 
学生氏名：富永晃好 
・*富永晃好, 井手愛子, 岩本沙耶, 八木年晴, 有馬進, 鈴木章弘；   ミヤコグサ-根粒菌共生における 

Mesorhizobium loti ビタミン B6 代謝経路の新たな役割    第22回植物微生物研究会 
  2012/9/25~ 2012/9/27   神戸大学（ポスター発表） 
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・Akiyoshi Tominaga, Aiko Ide, Toshiharu Yagi, Saya Iwamoto, Susumu Arima, Akihiro Suzuki； 
  Role of Vitamin B6 metabolic pathway in symbiotic root nodules of Lotus japonicas 
  XV International Congress of Molecular Plant-Microbe Interactions    July 19 ~ August 2, 2012 
  Japan, kyoto （ポスター発表） 
 
・*Tominaga A., Nagata M., Futsuki K., Abe H., Arima S., Uchiumi T., Kucho K., Abe M., Hashiguchi 

M., Akashi R., Hirsch A.M., Suzuki A.；    Molecular mechanism of improved symbiotic 
phenotype in ABA low-sensitive mutant enf1 (enhanced nitrogen fixation 1) of Lotus japonicus.    
The 2nd Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation    October 28~ 31, 
2012    タイ／プーケット （ポスター発表） 

 
・*富永晃好, 井手愛子, 岩本沙耶, 八木年晴, 有馬進, 鈴木章弘；    ビタミンB6代謝というミヤコグ

サ・根粒菌共生の新規メカニズムに関する研究    三学会合同大会   2012年5月19~20日 
  佐賀（口頭発表） 
 
学生氏名：冨永 淳 
・*冨永淳，諏訪竜一，上野正実，川満芳信；    ソルガム群落光合成と土壌呼吸の関係    日本農業気

象学会九州支部 日本生物環境工学会合同大会    2012/11/9～10    長崎 （口頭発表） 
 
・*冨永淳，薮田伸，福澤康典，古謝風花，川満芳信；   ソルガム群落内CO2プロファイルに関する

研究：群落光合成との比較研究    日本熱帯農業学会    2012/3/31～4/1    東京 （口頭発表） 
 
学生氏名：西澤 優 
・西澤優*、仲村一郎、M. A. ホサイン、玉城政信、鄭紹輝；    野生稲におけるNaCl応答性タンパク

質について    日本作物学会    2013年3月28,29日    神奈川県（ポスター発表） 
 
 
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：ｴｰｴｰﾓ  ー
・Aye Aye Maw； The Genetic Diversity of Eight Chicken Populations Assesed by 102 Indels 

Markers  The Journal of Poultry Science  50  April, 2013  
 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 
 
学生氏名：ｴﾑﾃﾞｨ ﾐｻﾞﾇﾙ ﾗﾊﾏﾝ 
・*MD. Mijanur Rahman, Riho Matsuda, Tomoe Matsuda, Kajio Anann, Yasuhiko Wada； 

Relationship between the production traits and the candidate genes in the prolactin’s In/Del x 
In/Del population of Silky fowl.  academic conferrence/kakin gakkai   29-Mar-13  Yasuda 
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Women’s University 6-13-1 Yasuhigashi, Asaminami-ku, Hiroshima Prefecture（(口頭発表) 
 

・*MD. Mijanur Rahman, Riho Matsuda1, Tomoe Matsuda1, Kajio Anann；   Characteristics and 
genotype of candidate genes in the prolactin’s In/Del x In/Del population of Silky fowl  Academic 
conference  Nov 10,2012  Kyushu University,Fukuoka,Japan （口頭発表） 

 
学生氏名： ﾘﾝ ﾘﾝ ﾁｮｯ 
・ﾘﾝ ﾘﾝ ﾁｮｯ；  Evaluation of feed conditioning techniques to reduce cyanide contained in two 

varieties of cassava tuber   The 15th AAAP Animal Science Congress  26-30 November, 
2012  Bangkok, Thailand （Poster 発表） 

 
・ﾘﾝ ﾘﾝ ﾁｮｯ；  Strategies for reducing of cyanogens in cassava and improving foliage yield by 

fertilizing  Warm Regional Society of Animal Science  November 11-16, 2012 
 Fukuoka（口頭発表） 
 
 
生物生産科学専攻（地域・国際資源経済学連合講座） 
 

（発 表 論 文） 
 
学生氏名： 服部浩之 
・服部浩之； 大国林道における在来種による法面緑化に関する調査報告書  2012年3月 
 
学生氏名：ｴﾑｴｽﾃｨｰﾅｽﾘﾝﾅﾊﾙ 
・ *Mst. Nasrin Nahar and Tsukasa Inaoka；  Intelligence Quotient and Social Competence of 

Junior High School Students Drinking Arsenic Contaminated Groundwater in Bangladesh 
Research Journal of Environmental Toxicology 6,110-121  January 06,2012 

 
学生氏名：ﾅﾝﾎﾞｰｾﾞｼﾞｮｳｪﾘｱ 
・Nambooze Joweria＊, Fujimura Miho, Inaoka Tsukasa； The Impact of 2009 Typhoon Ketsana on 

Nutritional status of children below 5 years in Southern Laos   Japanese journal of Health and 
Human ecology   

 
学生氏名：ﾁｬﾝﾐﾝﾊｲ 
・Tran Minh Hai*, F. Takanash, K. Tsuji, I. Iwamoto；  Current status of Agricultural Cooperative 

in the Mekong Delta,Vietnam  Agricultural Marketing Journal of Japan  N/A 
 September 2013 予定 
 
学生氏名：ｲﾝﾀﾞ ｳｨﾃﾞｨｱｽﾄｩﾃｨ 
・Indah Widiastuti*, Sumpeno Putro, Dedi Fardiaz, Wini Trilaksani and Tsukasa Inaoka； 
 Changes in Freshness of Steak and Loin Tuna (Thunnus albacares) during 15 Day-Chilled Storage 
 Journal of Fisheries and Aquatic Science Vol. 8 (2) 2013/ 367-377  26-Jun-12 
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（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 
学生氏名： ｸﾞｪﾝﾁﾄｩｲ 
・Nguyen Thi Thuy*, F.Takanashi, K.Tsuji, I. Iwamoto；  Effects of temporary migration to rural 

household in the Red River Delta of Vietnam  Agricultural Marketing Journal of Japan  2012 
Hiroshima, Japan （口頭発表） 

 
・Nguyen Thi Thuy*, Izumi Iwamoto；  Effects of temporary migration on agricultural production 

in the Red River Delta of Vietnam    Japanese Journal of Food, agricultural and Resource 
economics   2012  Okinawa, Japan （口頭発表） 

 
学生氏名：ﾅﾝﾎﾞｰｾﾞｼﾞｮｳｪﾘｱ 
・辻貴志・Joweria Nambooze・藤村美穂；  ラオス南部の水田漁撈－Loum paの構造と機能 
生態人類学会研究大会  12-Mar  日本（ポスター発表） 
 

学生氏名： ﾁｬﾝﾐﾝﾊｲ 
・ﾁｬﾝﾐﾝﾊｲ； Factors affect success of agricultural cooperatives in the Mekong Delta, Vietnam 

Japanese Journal of food, agricultural and resource Economics  November, 2012 
Ryukyu University, Okinawa, Japan （口頭発表） 
 

・ﾁｬﾝﾐﾝﾊｲ；  Contributions of agricultural cooperative to farming practices in An Giang province, 
Mekong Delta, Vietnam  The agricultural Economics society of Japan  13-Mar 

 Tokyo University of Agriculture.  Tokyo, Japan （口頭発表） 
 
・ﾁｬﾝﾐﾝﾊｲ；  Current status of Agricultural Cooperative in the Mekong Delta,Vietnam  

Agricultutal Marketing Journal of Japan  12-Jul  Hiroshima University, Japan （口頭発表） 
 
学生氏名： ｼﾞｮｷﾑ ﾍﾞｩ ｷﾄﾚﾚｲ 
・ｼﾞｮｷﾑ ﾍﾞｩ ｷﾄﾚﾚｲ. other university professors and members；  The Japan Regional Fisheries 

Society. Jokim Kitolelei・Takashi Torii・Satoru Nishimura・Kei Kawai「Current challenges of 
managing coastal fisheries in Fiji:The case study of Veivatuloa Village」 October 27th  2012 
Japan-Kyoto（口頭発表） 

 
・ｼﾞｮｷﾑ ﾍﾞｩ ｷﾄﾚﾚｲ. philippine students and Kagoshima students； Seminar on the Formation of 

Research Center on Control Against Negative Impacts to Coastal Fisheries Resources in South 
East Asia-JSPS Asia Core Program-University of Philippines Visays  November 24th  2012 
Philippines-Iloilo（ポスター発表） 

 
・ｼﾞｮｷﾑ ﾍﾞｩ ｷﾄﾚﾚｲ. Rendai students； General seminar at Okinawa  November 5th to 7th 

Japan-Okinawa（口頭発表） 
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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：池田浩二 
・池田浩二、中野隆之、藤井信、侯徳興、吉元誠、倉田理恵、高峯和則、菅沼俊彦； 米麹を添加した芋

焼酎粕飲料の機能性に関する研究  日本醸造協会誌 107巻5号/355-361 2012年5月 
 
学生氏名：ﾁｮﾝﾌﾟｰｼﾞｬﾏﾆｬﾝ 
・JAMNIAN CHOMPOO； Effect of Alpinia zerumbet components on antioxidant and skin 

diseases-related enzymes  BMC Complementary & Alternative Medicine 
 
・JAMNIAN CHOMPOO ； Antiatherogenic properties of acetone extract of Alpinia zerumbet 

seeds  Molecules 17: 6237-6248    
 
学生氏名：ﾃﾙﾊﾜﾃﾞｨｹﾞﾀﾞﾗ ﾗﾋﾙ ﾆﾛｼｬﾝ ｼﾞｬﾔｺﾃﾞｨ 
・Lahiru N. Jayakody*, Keisuke Tsuge, Akihiro Suzuki, Hitoshi Shimoi and Hiroshi Kitagaki； 

Identification of sulfate ion as one of the key component of yeast spoilage of a sports drink through 
genome-wide expression analysis.  Journal of General and Applied Microbiology 

 
・Lahiru N. Jayakody*, Nobuyuki Hayashi and Hiroshi Kitagaki；  Identification of a novel 

fermentation inhibitor of bioethanol production, glycolaldehyde, and engineering of a yeast strain 
tolerant to hot-compressed water-treated cellulose.  Biotechnology and Bioinformatics: Current 
Trends and Future Perspectives, Society for Applied Biotechnology 

 
・Miyo Hirata, Keisuke Tsuge, Lahiru Jayakody, Yoshitaka Urano, Kazutaka Sawada, Shigeki 

Inaba, Koji Nagao and Hiroshi Kitagaki；  Structural determination of glucosylceramides in the 
distillation remnants of shochu, the Japanese traditional liquor, and its production by Aspergillus 
kawachii.  Journal of Agricultural and Food Chemistry 60 (46) 11473-11482  2012/11/21 

 
・Lahiru N. Jayakody* , Nobuyuki Hayashi and Hiroshi Kitagaki ； Molecular mechanisms for 

detoxification of major aldehyde inhibitors for production of bioethanol by Saccharomyces 
cerevisiae from hot-compressed water-treated lignocellulose.  Materials and Processes for 
Energy: communicating current research and technological developments, A. Mendez-Vilas (Ed.)  

 
・北垣浩志、Lahiru N. Jayakody、林信行；  新規発酵阻害物グリコールアルデヒドの解毒による耐

性酵母育種   バイオサイエンスとインダストリー  
 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 
 
学生氏名：ﾁｮﾝﾌﾟｰｼﾞｬﾏﾆｬﾝ 
・JAMNIAN CHOMPOO；  Antiatherosclerogenic properties of cholest-4-ene-3,6-dione from Apinia 
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zerumbet seeds  5th Thailand-Japan International Academic Conference 2012 20-Oct-12 
Tokyo, Japan（口頭発表） 

 
学生氏名：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
・*P.A.B.N. Perumpuli, Taisuke Watanabe, Hirohide Toyama；  Pellicle of thermotolerant 

Acetobacter pasteurianus strains: Sugar composition of polysaccharide and effect of carbon 
sources  2013 Annual Meeting of Japan Society of Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry 
March 24-28, 2013  Sendai, Japan （口頭発表） 

 
・*P.A.B.N.Perumpuli, Taisuke Watanabe, Hirohide Toyama；  Identification and characterization 

of thermotolerant Acetobacter strains isolated from brewing coconut vinegar in Sri Lanka 
Acetic Acid Bacteria Workshop - 4th Conference  10-Nov  Yamaguchi, Japan（ポスター発表） 

 
・*P.A.B.N. Perumpuli, Taisuke Watanabe, Hirohide Toyama；  Identification and characterization 

of thermotolerant Acetobacter strains isolated from brewing coconut vinegar in Sri Lanka. 
International Symposium on Agriculture and Environment  29th November, 2012 
Faculty of Agriculture, University of Ruhuna, Sri Lanka （口頭発表） 
 

学生氏名：ﾃﾙﾊﾜﾃﾞｨｹﾞﾀﾞﾗ ﾗﾋﾙ ﾆﾛｼｬﾝ ｼﾞｬﾔｺﾃﾞｨ 
・*Jayakody L. N., Horie K, Hayashi N, Kitagaki H.；  Improvement of tolerance of Saccharomyces 

cerevisiae to the hot compressed water-treated cellulose by detoxification of glycolaldehyde, a 
novel bioethanol fermentation inhibitor  15th International Biotechnology Symposium and 
exhibition (IBS 2012)  2012-09-16 to 21  Daegu, Korea （ポスター発表） 

 
・*Jayakody L. N., Horie K, Hayashi N, Kitagaki H.；  Recent advances in engineering of a yeast 

strain resistance to glycolaldehyde: Key fermentation inhibitory compound in the hot compressed 
water treated cellulose  1st Asia Future Conference ( AFC 2013)  2013-03-08 to 10  Bangkok, 
Thailnad （口頭発表） 

 
・ﾃﾙﾊﾜﾃﾞｨｹﾞﾀﾞﾗ ﾗﾋﾙ ﾆﾛｼｬﾝ ｼﾞｬﾔｺﾃﾞｨ； Detoxification of glycolaldehyde; the key target for developing 

robust yeast strain to improve the bioethanol production from hot-compressed water-treated 
lignocelluloses.  Conference on Sri Lanka Japan Collaborative Research   2013-03- 29 to 31 
University of Peradeniya, Kandy,  Sri Lanka （口頭発表） 

 
・*Jayakody L. N., Horie K, Hayashi N, Kitagaki H.；  Recent advances in engineering of a yeast 

strain resistant to hot compressed-water-treated cellulose by detoxification of glycolaldehyde, a 
novel bioethanol fermentation inhibitor   13th International Conference on Yeast (ICY2012) 
2012-08-26 to 30  Madison, Wisconsin, USA （ポスター発表） 

 
・Lahiru Jayakody*, Kenta Horie, Nobuyuki Hayashi, Hiroshi Kitagaki；  Multiple gene 

overexpression towards engineering of a yeast strain resistant to hot cmpressed-water-treated 
cellulose and Its novel key inhibitor,glycolaldehyde.   64th SBJ annual meeting 
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  2012-10-23 to 26  Kobe, Japan （口頭発表） 
 
・Jayakody LN*, Horie K, Hayashi N, Kitagaki H.； Detoxification of Glycolaldehyde by Conversion 

to Ethylene glycol with Yeast Adh1 Changes Fermentation Metabolic Flux   Special seminar 
on Metabolome analysis  2012-09  Biwa lake Bioresource center （口頭発表） 

 
・Jayakody LN*, Tsuge K, Suzuki A, Shimoi H, Kitagaki H.； Identification of sulphate ion as one 

of the key component of yeast spoilage of a sports drink through genome-wide expression analysis 
Special Seminar on food science and technology organized by Ryukyu University  13-Feb 2013 
Naha, Okinawa, Japan （口頭発表） 
 

 
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 
・*first author；  Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase from Japanese Radish 

(Raphanus sativus L.) Root.  Journal Japan Association Food Preservation Science 37/233-240 
2011 

 
・*first author；  Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase from Cauliflower 

(Brassica oleracea L.)  Journal Agricultural and Food Chemistry 60/3673-3678  3-Apr-12 
 
学生氏名：ﾖﾅﾀﾝｱｼｷﾝ 
・Yonathan Asikin*, Makoto Takahashi, Naoto Hirose, De-Xing Hou, Kensaku Takara, Koji Wada； 

Wax, policosanol, and long-chain aldehydes of different sugarcane (Saccharum officinarum L.) 
cultivars   European Journal of Lipid Science and Technology  Vol. 114. No. 5. pp. 583－591 
12-May 

 
・Yonathan Asikin*, Ikuko Taira, Sayuri Inafuku, Hidekazu Sumi, Masayoshi Sawamura, Kensaku 

Takara, Koji Wada；  Volatile aroma components and antioxidant activities of the flavedo peel 
extract of unripe Shiikuwasha (Citrus depressa Hayata)  Journal of Food Science Vol. 77. No. 4. 
pp. C469－C475  12-Apr  

 
・Yonathan Asikin*, Ikuko Taira, Sayuri Inafuku-Teramoto, Hidekazu Sumi, Hideaki Ohta, 

Kensaku Takara, Koji Wada；  The composition of volatile aroma components, flavanones and 
polymethoxylated flavones in Shiikuwasha (Citrus depressa Hayata) peels of different cultivation 
lines   Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol. 60. No. 32. pp. 7973－7980  15-Aug-12  
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・Makoto Takahashi*, Yonathan Asikin, Kensaku Takara, Koji Wada；  Screening of medicinal 
and edible plants in Okinawa, Japan, for enhanced proliferative and collagen synthesis activities 
in NB1RGB human skin fibroblast cells   Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 
Vol. 76. No. 12. pp. 2317－2320  12-Dec   

 
（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 

学生氏名：ｱﾝﾃﾞｨﾇﾙﾌｧｲﾀﾞﾗｰﾏﾝ 
・*ｱﾝﾃﾞｨﾇﾙﾌｧｲﾀﾞﾗｰﾏﾝ；  Purification and Characterization of Polyphenol Oxidase from Cauliflower 

(Brassica oleracea L.)  Food Science Conference 2011  4-Sep-11  Japan, Saga（口頭発表） 
 
学生氏名：王 鵬 
・P. Wang, K. Yokoo, M. Tanaka.；  Temperature Change and Heat Balance during Activated 

Sludge Treatment of Swine Wastewater    Regular Session of Kyushu Branch of the Japanese 
Society of Agricultural Machinery  August 30-31, 2012  Miyazaki city, Japan（口頭発表） 

 
・P. Wang, M. Tanaka.；  Thermal Balance Analysis of Autothermal Thermophilic Aerobic 

Treatment of Human Waste--the Chikujo case  Regular Session of Kyushu Branch of the 
Japanese Society of Agricultural Machinery  August 30-31, 2012  Miyazaki city, Japan（口頭

発表） 
 
学生氏名：Trieu Thanh Tuan 
・Trieu Thanh Tuan；  Molecular cloning and petroleum induced expression of cytochrome P450 1 

(CYP1) family genes from Java Medaka.   The 2012 Agriculture I (General Seminar) 2012 
JICHI-KAIKAN, NAHA CITY, OKINAWA, JAPAN. （ポスター発表） 
 

学生氏名：ﾖﾅﾀﾝｱｼｷﾝ 
・Yonathan Asikin*, Kensaku Takara, Koji Wada； Studies on food components and functionalities 

of Shiikuwasha (Citrus depressa Hayata)    Rising Star Symposium on Okinawa Science 
Chanpuru: The New Stream of Multidisciplinary Research in the Subtropics  20-Dec-12 
Japan, Okinawa （ポスター発表） 

 
・Makoto Takahashi*, Yonathan Asikin, Kensaku Takara, Koji Wada；   Screening of in vitro skin 

care ability of medicinal and edible plants in Okinawa, Japan   World Congress on Oleo Science 
& 29th ISF Congress  30 Sep－4 Oct 2012  Japan, Nagasaki （ポスター発表） 

 
・Yonathan Asikin*, Makoto Takahashi, Naoto Hirose, De-Xing Hou, Kensaku Takara, Koji Wada； 

Compositional analysis of policosanol, long-chain aliphatic alcohols, in sugarcane (Saccharum 
officinarum L.) and Okinawan brown sugar products   World Congress on Oleo Science & 29th 
ISF Congress   30 Sep－4 Oct 2012  Japan, Nagasaki（口頭発表） 

 
学生氏名：舟橋亞希 
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・舟橋亞希* 上西由翁 板倉隆夫； トランスジェニックメダカを使った魚類CYP1Bおよび-1C遺伝

子5′ 上流域の機能解析  日本水産学会  2012年9月14日～17日 下関（口頭発表） 
 
 
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： ﾁﾝｼ 
・Qin Si, Chen Jihua, Shunsuke Tanigawa , Hou Dexing.；  Microarray and pathway analysis 

highlight Nrf2/ARE-mediated expression profiling by polyphenolic myricetin 
Mol Nutr Food Res  Volume 57, Issue 3  2012.12  
 

・ Mol Nutr Food Res. 2013 Feb 6. doi: 10.1002/mnfr.201200689. [Epub ahead of print] Modulation 
of Nrf2/Keap1 system by Wasabi 6-methylthiohexyl isothiocyanate in ARE-mediated NQO1 
expression. Korenori Y, Tanigawa S, Kumamoto T, Qin S, Daikoku Y, Miyamori K, Nagai M, Hou 
DX.   Modulation of Nrf2/Keap1 system by Wasabi 6-methylthiohexyl isothiocyanate in 
ARE-mediated NQO1 expression   Mol Nutr Food Res  online  2013.2  

 
（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 
学生氏名：飯笹 さやか 
・武藤（飯笹）さやか*、福留健司、永野幸；    シロイヌナズナの LPS 結合タンパク質（AtLBP）は

LPSのリピドAを介してLPSと結合する    第25回植物脂質シンポジウム    2012.11.30－12.1  
   日本／神戸 （ポスター発表） 
 
学生氏名：ｷﾞﾝﾃｨﾝｴﾙﾌｨﾘｶ 
・Members； Spectroscopic analyses of metal ion activation of inorganic pyrophosphatase from 

pasychrophilic bacterium     The 85th Annual Meeting of the Japanase Biochemical Society  

Dec, 2012  Fukuoka, Japan （口頭発表・ポスター発表） 
 
・Members； Crystallization for X-ray atructure-analyses ofinorganic pyrophosphatase from 

psychrophilic bacterium     Annual Meeting of the Western Japan Branch of Japan Society for 
Bioscience, Biotechnology and Biochemistry     Sept, 2012     Kagoshima, Japan （口頭発表） 

 
学生氏名：ﾁﾝｼ  
・Si Qin, De-Xing Hou. ；   Microarray and pathway analysis highlight Nrf2/ARE-mediated 

expression profiling by polyphenolic myricetin     第35回日本分子生物学会年会 
    2012.12.11-14    Fukuoka （ポスター発表） 
 
学生氏名：十合貴之 
・*十合貴之、侯徳興 ；   Dp-3-SamはMEK1を主要な標的分子として炎症を抑制する    第66回日本



59 
 

栄養・食糧学会九州・沖縄支部および日本農芸化学会西日本支部合同大会    2012.9.28~29 
   鹿児島 （口頭発表） 
 
学生氏名：ﾋﾟｭｰﾋﾟｭｰｶｲｻﾞｰ  
・*Phyu Phyu Khine Zar、Akiko Morishita、Fumio Hashimoto、De-Xing Hou；    Anti-inflammatory 

effect and molecular mechanism of roasted Biwa tea in vitro and in vivo    平成24年度日本農芸化

学会西日本支部および日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部合同大会 鹿児島大学大学院連合農学研究科 
分野別セミナー（農芸化学）    2012.9.28-29    Kagoshima （口頭発表） 

 
・*Phyu Phyu Khine Zar、Wu Shusong、Fumio Hashimoto、De-Xing Hou；    Roasted Biwa tea 

inhibits inflammatory cytokine productions via blocking ROS generation and activations of 
MAPK, NF-kB and IRF-3 pathways    鹿児島大学大学院連合農学研究科 分野別セミナー（農芸化

学）   2013.2.26-27    Okinawa （口頭発表・ポスター発表） 
 
学生氏名： 章 超 
・章超*、竹下鈴香、畠中一、吉﨑由美子、髙峯和則、倉田理恵、岩井謙一、髙瀬良和、侯徳興； 
   冬虫夏草酒とチャーガ酒の機能性解析： 抗酸化作用     平成24年度日本農芸化学会西日日本栄養・

食糧学会    2012年9月28~29日    日本・鹿児島 （口頭発表） 
 
学生氏名：山城 隆明 
・谷川俊祐、隈元拓馬、侯徳興 ；    ユビキチンカスケードにおけるポリフェノールの作用解析 
   平成24年度日本農芸化学会西日本支部および日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部合同大会 
   2012.9.28-29    鹿児島（口頭発表） 
 
・谷川俊祐、隈元拓馬、侯徳興 ；    癌抑制遺伝子産物p53を安定化させるポリフェノールの検索と作

用機構の解析     第17回日本フードファクター学会大会    2012.11.10-11    静岡 （ポスター発表） 
 
・谷川俊介、隈元拓馬、侯徳興；    クルクミンによるユビキチン活性化酵素の阻害及び転写因子の安定

化に関する研究    第35回日本分子生物学会年会     2012.12.11-14     福岡 （ポスター発表） 
 
 
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：福元智博 
・Tomohiro Fukumoto*, Masayuki Nakamura, Kazusato Ohshima, Hisashi Iwai；  Genetic 

structure and variability of East Asian Passiflora virus population in Amami-O-shima, Japan 
Journal of Phytopathology 160/404-411  Aug-12   

 
学生氏名：ｴﾘｱｽﾁｬｰﾑ 
・Elias Thiam* and Tsuyoshi Yoneda；  Recent degradation process of a tropical secondary forest 



60 
 

in West Sumatra  Tropics 21:11-20  30-Jun-12 
 
・Elias Thiam*, Reki Kardiman, Tsuyoshi Yoneda and Erizal Mukhtar； Post-logging regeneration 

of a mature tropical rainforest stand, Gajabuih, Ulu Gadut, West Sumatra  Tropics 21 
 
学生氏名：奥村悦子 
・*Okumura E, Ishikawa Y, Tanaka R, and Yoshiga T.；  Propagation of Caenorhabditis japonica 

in the nest of its carrier bug Parastrachia japonensis   Zoological Science  2013.3 
 
・*Okumura E, Tanaka R, and Yoshiga T.；  Species-specific recognition of the carrier insect by 

dauer larvae of the nematode Caenorhabditis japonica   The Journal of Experimental Biology 
2013   

 
・*Okumura E, Tanaka R, and Yoshiga T.； Negative gravitactic behavior of Caenorhabditis 

japonica dauer larvae  The Journal of Experimental Biology  2013 
 
・*Okumura E, Tanaka R, and Yoshiga T.； Conditions for disembarkation of Caenorhabditis 

japonica from its carrier insect Parastrachia japonensis  日本線虫学会誌  2013  
 
学生氏名： ﾌｨ ﾄﾞｸ ﾇｩｴﾝ 
・Huy Duc Nguyen； Genetic variation of the Turnip mosaic virus population of Vietnam; a case 

study of founder, regional and local influences  Virus Research Vol. 171 , No. 2013, Page 
138-149  29-Nov-12    

 
・Huy D. Nguyen；  Turnip Mosaic Potyvirus Probably First Spread to Eurasian Brassica Crops 

from Wild Orchids about 1000 Years Ago  PLOS  ONE  Vol. 8, No. 2, e55336  6-Feb-13  
 
学生氏名：ｲｽﾗﾑｴﾑﾃﾞｨｼｮﾌｨｸﾙ 
・*Islam, M. S., Ueno, D., Someya, T., Inoue, K；   Suppressive effects of hydroxyapatite-like 

compounds added to soil on cadmium uptake by plants  Environment Control in Biology 50 (4), 
383-392  December, 2012   

 
学生氏名：向井裕美 
・*Hiromi Mukai, Mantaro Hironaka, Sumio Tojo, Shintaro Nomakuchi；  Maternal vibration 

induces synchronous hatching in a subsocial burrower bug  Animal Behaviour 84, 1443-1448 
2012.10.18  

 
学生氏名：寺田 剛 
・Takeshi Terada ；   A review of the Stathmopoda aprica species-group (Lepidoptera: 

Stathmopodidae) from Japan  Lepidoptera Science 64(1)  2013年3月 
 
・ Takeshi Terada；  A taxonomic note on Atkinsonia leechi  蛾類通信 267  2013年3月 



61 
 

 
・*寺田 剛・坂巻祥孝；   ニセマイコガ科（広渡俊哉・那須義次・坂巻祥孝・岸田泰則（編），日本産

蛾類標準図鑑Ⅲ）3、pp. 40, 227-230  2013年2月 「著書」  
 

（口頭発表・ポスター発表・講演） 
 
学生氏名：ｴﾘｱｽﾁｬｰﾑ 
・  Elias Thiam*, Reki Kardiman, Tsuyoshi Yoneda and Erizal Mukhtar ；    Post-logging 

regeneration in a mature tropical rainforest in West Sumatra, Indonesia    22nd Annual Meeting 
of the Japanese Society of Tropical Ecology    12-Jun    Yokohama（口頭発表） 

 
・Elias Thiam* and Tsuyoshi Yoneda ；    Incidence of the vegetative regeneration by sprouting in 

tropical rural savanna stands, Southeastern Senegal    68th Annual Meeting of the Kyushu 
Forestry Society    12-Oct    Kumamoto （口頭発表） 

 
・Elias Thiam*, Tsuyoshi Yoneda, Reki Kardiman and Erizal Mukhtar；     Ecological impact of 

anthropization in west Sumatran rainforests    International symposium of ITP on “Conservation 
of Biodiversity in tropical Asia”    12-Nov    Kagoshima, Japan（口頭発表） 

 
・Elias Thiam*, Yuji Takaoka and Tsuyoshi Yoneda ；    Living strategy of Lithocsrpus glabra at 

seedling stages     The 60 Annual Meeting of the Ecological Society of Japan   
  13-Mar    Shizuoka （ポスター発表） 
 
学生氏名：奥村悦子  
・*Okumura E, Tanaka R, Yoshiga T ；    Negative gravitactic behavior of Caenorhabditis japonica 

dauer larvae     日本線虫学会第20回大会     2012.9.18-9.20     日本/つくば （ポスター発表） 
 
・*Okumura E, Tanaka R, Yoshiga T ；    Negative gravitactic behavior of Caenorhabditis japonica 

dauer larvae     31th International Symposium of the European Society of Nematologists 
    2012.9.23-9.27    トルコ/アダナ （ポスター発表）  
 
・*Okumura E, Tanaka R, Yoshiga T. ；   Negative gravitactic behavior of Caenorhabditis japonica 

dauer larvae     日本昆虫学会九州支部・日本鱗翅学会九州支部合同大会    2012.12.1  日本/佐賀 
 （ポスター発表） 
 
学生氏名： ｲｽﾗﾑｴﾑﾃﾞｨｼｮﾌｨｸﾙ 
・Members； Relationship between a reaction time of hydroxyapatite-like compounds with soil and 

their suppressive effects on cadmium absorption by plantshell     Academic conference 
   2012-4-25&26    Kagoshima University, Japan, kagoshima （口頭発表） 
 
学生氏名：降幡駿介 
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・*降幡駿介，早川洋一 ；    寄生蜂Asobara japonica毒液中の宿主殺虫成分の実体と機能     日本昆

虫学会    2012年9月16日～17日    日本/町田 （口頭発表） 
 
・*降幡駿介，早川洋一 ；    寄生蜂Asobara japonica毒液殺虫成分が宿主ショウジョウバエに及ぼす

生理機能    日本応用動物昆虫学会    2013年3月27日～29日    日本/藤沢（ポスター発表） 
 
学生氏名：向井裕美 
・*向井裕美，弘中満太郎，藤條純夫，野間口真太郎；    フタボシツチカメムシの雌親は振動により同

調孵化を誘導する    日本生態学会九州地区会第57回大会    2012年5月19日－20日    日本，佐賀

県佐賀市，佐賀大学 （ポスター発表） 
 
・*H. Mukai, M. Hironaka, S. Tojo and S. Nomakuchi ；    Mothers regulate synchronous hatching: 

maternal vibration in a subsocial burrower bug, Adomerus rotundus     XXIV International 
Congress of Entomology    2012.08.19-25    Korea, Daegu （口頭発表） 

 
・*向井裕美，弘中満太郎，野間口真太郎 ；   フタボシツチカメムシ雌親の孵化振動を解発する胚由来

の刺激    日本動物行動学会第31回大会    2012年11月23日－25日    奈良県奈良市，奈良女子大

学 （ポスター発表） 
 
・*徳永春陽，向井裕美，野間口真太郎 ；   ミツボシツチカメムシの社会形態は子の発育段階に左右さ

れる    日本動物行動学会第31回大会    2012年11月23日－25日    奈良県奈良市，奈良女子大学 
（ポスター発表） 

 
・*野間口真太郎，富久静，向井裕美 ；   ミツボシツチカメムシの給餌行動と寄主選択    日本動物行動

学会第31回大会    2012年11月23日－25日    奈良県奈良市，奈良女子大学 （ポスター発表） 
 
・*向井裕美 ；    昆虫の親は胚を世話するか？-亜社会性ツチカメムシ類における孵化の誘導と調節 
    科学技術研究所  講師招聘講演会（第20回明大昆虫セミナー共催）    2013年1月11日  
神奈川県生田市，明治大学生田キャンパス （口頭発表） 

 
・*向井裕美 ；   胚の不自由さを親が補償する：亜社会性ツチカメムシ類における孵化の誘導と調節 
    九州昆虫セミナー第8回    2013年1月21日    熊本県熊本市，九州沖縄農業技術センター 
（口頭発表） 

 
・*向井裕美 ；   フタボシツチカメムシ雌親の孵化振動を解発する孵化幼虫の刺激    鹿児島大学大学院

連合農学研究科分野別セミナー（昆虫学）「九州沖縄における昆虫学の展開」    2013年2月26日－

28日    沖縄県那覇市，琉球大学 （ポスター発表） 
 
・*向井裕美，弘中満太郎，藤條純夫，野間口真太郎 ；   胚はなぜ一斉に孵化するのか：将来の共食い

を回避するフタボシツチカメムシ    日本応用動物昆虫学会第57回大会    2013年3月27日－29日 
   神奈川県藤沢市，日本大学 （ポスター発表） 
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・*弘中満太郎，向井裕美，藤條純夫，針山孝彦 ；   なぜ昆虫は灯火に誘引されるのか:昆虫 走光性の

新しい理解    日本応用動物昆虫学会第57回大会    2013年3月27－29日    神奈川県藤沢市， 
日本大学 （口頭発表） 

 
学生氏名： 大石圭太 
・*大石圭太、熊原典之、畑 邦彦、曽根晃一 ；    種子散布におけるホンドタヌキのため糞場の役割  
   第60回日本生態学会大会    2013年3月5～9日    静岡市 （ポスター発表） 
 
・*大石圭太、熊原典之、畑 邦彦、曽根晃一 ；    ホンドタヌキとニホンアナグマのため糞場の特性と

そこを利用する動物    第68回九州森林学会大会研究発表会    2012年10月27日     熊本市 
 （口頭発表） 
 
・*大石圭太、村田修治郎、河邊弘太郎、畑 邦彦、曽根晃一 ；    鹿児島県大隅半島におけるアカネズ

ミとヒメネズミの遺伝的多様性     第124回日本森林学会大会    2013年3月25～28日    盛岡市 
    （ポスター発表） 
 
学生氏名：千秋 祐也  
・*千秋祐也，Nasir Nasril，Herwina Henny，Farizal Jumjunidang，園田亜矢佳，福元智博，中村

正幸，岩井久 ；    Banana bunchy top virusのスマトラ島ゲノム集団と他地域集団との比較 
   日本植物病理学会大会    2013年3月27～29日    岐阜県  （口頭発表） 
 
学生氏名： 寺田 剛  
・*寺田 剛 ；    Stathmopoda属の1未記載種および1日本未記録種（鱗翅目，ニセマイコガ科） 
    日本昆虫学会第72回大会    2012年9月15-17日    東京都町田市 （口頭発表） 
 
 
農水圏資源環境科学専攻（地域資源環境工学連合講座） 
 

（発 表 論 文） 
 
学生氏名： ｱｻﾞｨﾀ ﾋﾞﾝﾁ ｱﾊﾏﾄﾞ ｻﾞｳｳｨ 
・Azita Ahmad Zawawi*, Masami Shiba, Hazandy Abdul Hamid, Mohd Zaki Hamzah, Pakhriazad 

Hassan Zaki.；  Preliminary assessment on the differentiation in wood structure and properties 
of Beackea frutescens as impacted by recreational activities in Mount Tahan, Malaysia 
Sains Malaysiana Volume 41(9): Page 1085-1089.  12-Sep  

 
学生氏名：ﾉﾙ ｼﾞｬﾅﾄﾝ ﾅｲﾑ ﾋﾞﾝﾃｨ ｼﾞｬﾏﾘ  
・Noor JNJ*, Shiba M., Azita AZ；  Comparison of image classification methods using IKONOS 

image for identifying land cover attributes of logged over forest area in Yambaru, Okinawa Island 
Journal of Japan Forest Engineering Society  Volume 28, Number 1  2012  

 
・Noor JNJ*, Shiba M., Fred DB, Audrie S；  Structural complexity and disturbances: indicators of 
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mangrove forest in Berau Delta, East Kalimantan, Indonesia   Journal of the Japanese Society 
of Coastal Forest  Volume 11, No.1, page 7-10  16-Sep-12 

 
（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 

学生氏名：田川堅太 
・田川堅太*・長裕幸・児玉大輔・藤巻晴行 ；   大型多線式 TDR プローブによる面的バルク電気伝導

度計測    農業農村工学会    2012.9.28-2012.9.20    札幌市 （口頭発表） 
 
・田川堅太*・長裕幸・北野雅治 ；   作物生育条件下における土壌水分・塩分の時空間分布    土壌物理

学会    2012.11.2    帯広市 （ポスター発表） 
 
・高橋翔平*・田川堅太・長裕幸・王維真・北野雅治 ；   中国乾燥地畑地圃場における土壌塩類化 
   土壌物理学会    2012.11.2    帯広市 （ポスター発表） 
 
・Shohei Takahashi*・Kenta Tagawa・Hiroyuki Cho・Masaharu Kitano・Weizhen Wang ； 
   Soil Salinization in a Maize Field in the Arid Region of China    東アジア環境問題国際シンポジウ

ム    2012.11.6-2012.11.7    福岡市 （ポスター発表） 
 
学生氏名：ｱｻﾞｨﾀ ﾋﾞﾝﾁ ｱﾊﾏﾄﾞ ｻﾞｳｳｨ  
・*Azita Ahmad Zawawi, Masami Shiba, Noor- Janatun Naim Jemali ；   Simulating topographic 

effect for sensitive site assessment and risk mapping in subtropical forest of Okinawa Island, 
Japan     2nd USM-PSU International Conference on Art and Sciences 2012 

   2nd - 4th December 2012    Malaysia, Penang （口頭発表） 
 
・*Azita Ahmad Zawawi, Masami Shiba, Noor- Janatun Naim Jemali ；    Digital Terrain Simulator 

(DTS) for detection of sensitive site and mapping in steep watershed forest of Yambaru Area, 
Okinawa Island     Kyushu Branch of Forest Society (Annual Meeting), Kumamoto University  

    26th - 27th October 2012    Japan, Kumamoto  （口頭発表） 
 
・*Azita Ahmad Zawawi, Masami Shiba, Noor- Janatun Naim Jemali ；   Sensitive site detection 

and mapping in steep watershed forest of Yambaru based on Digital Terrain Simulator 
(DTS)     Sensitive site detection and mapping in steep watershed forest of Yambaru based on 
Digital Terrain Simulator (DTS).    31th August 2012    Japan, Okinawa, Naha（口頭発表） 

 
・*Azita Ahmad Zawawi,Masami Shiba, Noor Janatun Naim Jemali ；   Terrain stability 

assessment on erosion hazard sites in Yambaru forests, Okinawa Island    124th annual Meeting 
of Japan Forest Society    25th- 28th March 2013    Japan, Iwate University（口頭発表） 

 
学生氏名：ﾉﾙ ｼﾞｬﾅﾄﾝ ﾅｲﾑ ﾋﾞﾝﾃｨ ｼﾞｬﾏﾘ  
・ Noor JanatunNaim Jemali，Masami Shiba，Azita Ahmad Zawawi ；    HARVEST Simulation 

Model: connecting timber yield control and landscape management towards sustainable manner 
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   第６８回九州森林学会研究発表会    12-Oct    Kumamoto/Japan （口頭発表） 
 
・ Noor Janatun Naim Binti Jemali・芝 正己・Azita Ahmad Zawawi；   How HARVEST Simulation 

Helps in Sustainable Yield Management Strategy of Yambaru Forest Resources?    亜熱帯森林林

業研究会,  平成24年度研究会発表要旨集    12-Aug    Okianwa/Japan （口頭発表） 
 
・Noor JNJ, Shiba M., and Azita AZ ；    Strategic timber harvesting planning for a sustainable 

management practices in Yambaru Forest, Okinawa     PSU-USM International Conference of 
Art and Science 2012    12-Dec    Penang/Malaysia （口頭発表） 

 
・Noor JNJ, Shiba M., Azita AZ；  Forest Zonation Pattern of Okinawa Island: what's to consider? 
    日本森林学会 , 第124回日本森林学会大会学術講演集    13-Mar    Iwate/Japan  （口頭発表） 
 
学生氏名： ｳｨｼﾞｪｺｰﾝ ﾑﾃﾞｨﾔﾝｾﾗｹﾞ ﾁｬﾐﾗ ｼﾞｬﾅｶ ｳｨｼﾞｪｺｰﾝ  
・Chamila Wijekoon (Presenter), Co-Authors - Prof Shoji Inoue, Prof Kazutoshi Kinjo ；    Quality 

and quantity of stream water from Mt Yona in Okinawa island: Summer (May-August)2012  
   Symposium of Japan Rainwater Catchment Systems    2012 November 3-4    Zamami Island, 

Okinawa  （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：ﾌｪﾙﾄﾞｳｽｱｰﾒﾄ  ゙
・Ferdous Ahamed* and Jun Ohtomi；  Growth patterns and longevity of the pandalid shrimp 

Plesionika izumiae (Decapoda: Caridea)   Juornal of Crustacean Biology 32 (5): 733-740 
September 
 

学生氏名：ｻﾝﾀﾝﾀﾞﾞｼｰﾗﾒｨ 
・SHEILA MAE S. SANTANDER-DE LEON*, SUGURU OKUNISHI, MASAKI KIHIRA, MIYO 

NAKANO, SHARON N. NU?AL , MASAYASU HIDAKA, TAKESHI YOSHIKAWA & HIROTO 
MAEDA；  Bacterial Community Characterization of Sediment in a Brackish Lake with Oyster 
Aquaculture   Biocontrol Science  (ISSN: 1342-4815) Vol. 18  No. 1   13-Mar  

 
学生氏名：ﾗｶﾞｻﾞｼﾞｬﾆｽｱﾗﾉ 
・J. A. Ragaza*, S. Koshio, R.E. Mamauag, B.T. Nguyen, S.S. Villamor, M. Ishikawa, S. Yokoyama； 

Effects of Eucheuma denticulatum supplementation on performance and blood chemistry of 
juvenile red sea bream (Pagrus major)  Aquaculture Science 60 (4), 485-494  12-Dec  

 
・J.A. Ragaza*, R.E. Mamauag, S. Koshio, M. Ishikawa, S. Yokoyama；  Comparative effects of 

dietary supplementation levels of Eucheuma denticulatum and Sargassum fulvellum in diet of 
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juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus   Aquaculture Science 61 (1)  13-Mar 
 
学生氏名：ﾏﾊﾌﾞﾊﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
・Bulbul, M., Koshio, S., Ishikawa, M., Yokoyama, S., Kader, M.A.；  Performance of kuruma 

shrimp, Marsupenaeus japonicus fed diets replacing fishmeal with a combination of plant protein 
meals.  Aquaculture  vol 372-375; page 45-51  23-Oct-12 

 
・Bulbul, M., Kader M.A., Koshio, S., Ishikawa, M., Yokoyama, S.；  Effect of replacing fishmeal 

with canola meal on growth and nutrient utilization in kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicas 
Aquaculture Research NA  
 

学生氏名：ﾓｻｻﾝｼﾞﾀﾞｽﾙﾀﾅ 
・Mosa Sanzida Sultana；  Shochu distillery by-product loses growth promoting activity during 

preservation  Journal of Warm Regional Society of Animal Science 54 (1) 99-105  10-Nov 
 
・Mosa Sanzida Sultana；  Effects on dietary supplement of shochu distillery by-product (SDBP) on 

the growth of red sea bream,Pagrus major  Journal of Aquaculture science 60 (1)  12-Aug 
 
・Mosa Sanzida Sultana；  Supplemental effects of shochu distillery by-product on performance of 

Japanese flounder, Paralichthys olivaceus, with low fishmeal diet  Journal of American Science 
8 (11)  650-656  12-Aug  

 
学生氏名：ﾇﾙﾙﾅﾃﾞｨｱﾋﾞﾝﾃｨﾓﾊﾒﾄﾞﾕｿﾌ 
・Mohd Yusoff Nurulnadia, Jiro Koyama, Seiichi Uno, Emiko Kokushi, Eugene Tan Bacolod, Kazuki 

Ito and Yasutaka Chuman；  Bioaccumulation of dietary endocrine disrupting chemicals (EDCs) 
by polychaete, Perinereis nuntia   Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology  

 
（口頭発表・ポスター発表・講演） 

 
学生氏名：ﾌｪﾙﾄﾞｳｽｱｰﾒﾄﾞ  
・Ferdous Ahamed* and Jun Ohtomi ；    Spatiotemporal distribution of the pandalid shrimp 

Plesionika izumiae (Decapoda: Caridea) in Kagoshima Bay, southern Japan     The 50th Annual 
Meeting 2012, Carcinological Society of Japan    20-21 October, 2012    Kumamoto, （口頭発表） 

 
学生氏名：ｻﾝﾀﾝﾀﾞﾞｼｰﾗﾒｨ  
・presentor ；   Bacterial community shifts influenced by aquaculture waste fish feeds 

International Symposium and Field Workshop on the Biodiversity in Changing Coastal Waters of 
Tropical and Sub-Tropical Asia    30 November - 4 December 2012    japan （口頭発表）  
 

学生氏名：ﾗｶﾞｻﾞｼﾞｬﾆｽｱﾗﾉ  
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・Janice A. Ragaza ；    Evaluation of red alga Eucheuma denticulatum as dietary ingredient in 
juvenile red sea bream (Pagrus major)     World Fisheries Congress 2012    12-May    Edinburgh, 
Scotland （口頭発表）  

 
・Janice Alano Ragaza*, Shunsuke Koshio, Manabu Ishikawa, and Saichiro Yokoyama ； 
   COMPARATIVE EFFECTS OF OPTIMAL DIETARY SUPPLEMENTATION LEVELS OF 3% 

RED (Eucheuma denticulatum) AND 6% BROWN (Sargassum fulvellum) ALGAE IN DIET OF 
JUVENILE JAPANESE FLOUNDER Paralichthys olivaceus     America Aquaculture 2013 

   13-Feb    Nashville, Tennessee, USA  （口頭発表） 
 
学生氏名： ﾏﾊﾌﾞﾊﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾙ  
・Presenter ；    Effects of lowering dietary fishmeal levels on growth, nutrient utilization and body 

composition in kuruma shrimp, Marsupenaeus japonicus (Bate).     The Japanese Society of 
Fisheries Science, Autumn Meeting 2012     14September 17September, 2012    National 
Fisheries University, Shimonoseki, Japan. （口頭発表） 

 
学生氏名： 韓雨哲  
・Yuzhe HAN , Shunsuke KOSHIO, Manabu ISHIKAWA, Saichiro YOKOYAMA, Nari NA ； 
   Effects of two alkaline amino acids (Arg and His) supplementation in low fishmeal diets on 

growth, blood parameters and stress tolerance ability of Paralichthys olivaceus    日本水産学会 
2012.9.14-17    下関市 （口頭発表） 

 
・Yuzhe Han, Shunsuke Koshio, Manabu Ishikawa, Saichiro Yokoyama and Nari Na ；   Interactive 

effects of methionine and tryptophan in low fishmeal diets for japanese flounder paralichthys 
olivaceus growth and blood parameters     International Fisheries Symposium-2012  

   2012.12.5-8    Vietnam, Can Tho （口頭発表） 
 
学生氏名： ﾊﾞｺﾛﾄﾞﾕｼﾞﾝﾀﾝ  
・Eugene T. Bacolod, Seiichi Uno, Emiko Kokushi, Jiro Koyama. ；    Nitrated polycyclic aromatic 

hydrocarbons (NPAHs) in road soils collected in asian regions     SETAC-Asia Pacific Conference 
   12-Sep    Kumamoto, Japan  （口頭発表） 
 
・Eugene T. Bacolod, Seiichi Uno, Emiko Kokushi, Jiro Koyama ；     Nitrated polycyclic aromatic 

hydrocarbons (NPAHs) in road soils collected in asian regions     The 2012 Agriculture I (General 
Seminar)    12-Nov    Naha City, Japan （ポスター発表） 

 
学生氏名： ｿﾐｬﾘﾝ  
・presentor ；   Effect of replacing fish meal with a plant protein on growth performance, nutrient 

utilization and oxidative condition of red sea bream using the recirculating aquaculture systems 
    International Fisheries Symposium - IFS2012    2012.12.6 - 12.8    Viet Nam （口頭発表） 
 
学生氏名： ﾇﾙﾙﾅﾃﾞｨｱﾋﾞﾝﾃｨﾓﾊﾒﾄﾞﾕｿﾌ  
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・presenter ；   Biomagnificattion factors of EDCs in polychaete, Perinereis nuntia     Agriculture I 
(General Seminar)    Nov, 5-7, 2012    University of the Ryukyus, Okinawa, Japan （ポスター発表） 

 
学生氏名： ﾇﾅﾙｼｬﾛﾝﾉﾅﾄ  
・Nunal, Sharon*, Santander-De Leon, S.M., Yoshikawa, T, Maeda, H. ；    Bioremediation of 

oil-contaminated seawater by immobilized bacterial cells    日本防菌防黴学会第39回年次大会 
September 11-12, 2012    Tokyo, Japan （ポスター発表） 
 

・Nunal, Sharon*, Santander De-Leon, S.M., Yoshikawa, T., Maeda, H. ； 
   Enhanced bioremediation of heavy oil-contaminated sediment by combination of biostimulation 

and bioaugmentation strategies    UPV-KUFF DOST-JSPS Core University Program Seminar  
   24-Nov-12    Philippines （ポスター発表） 
 
学生氏名： ｳﾞｨﾘｬﾓﾙ ｼｰﾗ ｼﾌﾞｶﾞﾝ  
・Shiela Villamor* and Tomoko Yamamoto ；    Spatial and Seasonal Distribution of Cypraea 

annulus (Mollusca: Gastropoda) in Hanazesaki, Ibusuki, Kagoshima Prefecture, Japan  
   The 2012 Annual Meeting of the Malacological Society fo Japan    14-15 April 2012    Tokyo 

Kasei Gakuin University, Tokyo, Japan （ポスター発表） 
 
・Shiela Villamor* and Tomoko Yamamoto ；    Microhabitat Selectivity of Cypraea annulus 

(Mollusca: Gastropoda) from Temperate to Tropical Areas      International Symposium on 
Biodiversity in Changing Coastal Waters of Tropical and Subtropical Asia    30 November-04 
December 2012    Amakusa Marine Biological Laboratory, Kyushu University, Tomioka, 
Reihoku, Amakusa, Kumamoto, Japan （口頭発表） 

 
・Shiela Villamor* and Tomoko Yamamoto ；    Spatial and Seasonal Distribution of Cypraea 

annulus (Mollusca: Gastropoda) in Hanazesaki, Ibusuki, Kagoshima Prefecture, Japan  
   Kyushu Marine Ecological Seminar     3-4 March 2012    Azuma-cho Station, The Education and 

Research Center for Marine Resources and Environment, Kagoshima University, 1620-3 Shoura, 
Nagashima-Cho, Izumi-Gun, Kagoshima-ken, Japan （口頭発表） 

 
学生氏名：外山 義典  
・※外山義典、横山佐一郎、石川学、越塩俊介、清水祐希、奥宏海、橋本博、松田圭史、安藤忠、今泉

均、神保忠雄、増田賢嗣     高水温がブリの成長と体組成に及ぼす影響     日本水産学会秋季大会 
2012/9/14～2012/9/17     山口県下関市（口頭発表）  
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◇研究室紹介 
 
 
 

 

農水圏資源利用科学専攻 

水産資源科学連合講座 

水族栄養学研究室（鹿児島大学水産学部） 

石川 学 

 

私達の研究室には，越塩俊介教授，横山佐一郎助教と石川の3名のスタッフと連大生5

名，修士課程4名，学部生10名及び研究生2名の計21名の学生が所属しています。 

現在，水産養殖業は，養魚飼料の主要素材である魚粉の供給，魚価の低下，養殖場周

辺の環境問題，疾病の発生や種苗供給など様々な問題を抱えています。 

水族栄養学研究室では，水棲動物がタンパク質，脂質，ビタミン及びミネラルなどの

栄養素を成長や生残のためにどれだけ必要としているか，また摂取した栄養素を体内で

どのように代謝しているかといった基礎的な研究とともに水産増養殖業が直面してい

る問題の解決を目指した応用的な研究を実施しています。 

 喫緊の課題である魚粉の供給問題に関しては，魚粉に替わる植物性タンパク質や食品

製造副産物などの代替タンパク質の栄養評価やアミノ酸，ビタミン等の添加による栄養

価の改善について研究を行っています。また，養殖環境については，タンパク質，脂質，

ミネラル等の配合比率を変えた低環境負荷配合飼料の開発や水産総合研究センターと

共同で実施している海水温の上昇に適応した配合飼料の開発も行っています。栄養評価

の指標としては，従来の成長，斃死率などの成長指標に加えて，体化学成分，血液化学

性状，免疫応答やストレス耐性を用いていますが，栄養素による遺伝子発現の影響等に

ついても検討していきたいと考えています。 
 試験動物の取扱いに習熟するまで時間がかかり，さらに試験動物が入手できる時期が

限られていることもあり，3 年間で修了するには厳しい環境ですが連大生は意欲を持っ

て研究に取り組んでいます。 
 なお，本年 4 月から研究室は，改築整備された水産学部新

2 号館へ移転いたしました。 
 
 
 
 

図 1 水産動物飼育実験施設 
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◇留学生の近況 
 
Name – Phyu Phyu Khine Zar（Myanmar） 
Course of Specialization – Biological Science and Technology 
Major Chair – Advanced Life Science 
The year of entered – 2011 
University: Kagoshima University 
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 (Ryuukyuu University) 
 
It was my dream to come to Japan as a scholarship student since I was university 
student in Myanmar. For this hope, I tried hard to be one of best student every year. In 
fact, my dream came true and I was allowed to come to Japan with the support of 
MEXT scholar on 2008. It had been almost 5 year in Kagoshima. I started from research 
student and then I received Master degree for Food Science and Biochemistry. Now, I 
am studying as a third year student of doctoral course at The United Graduate School of 
Agriculture, Kagoshima University.  
My research for PhD is about chemopreventive effects of Biwa (Eriobotrya japonica) 
tea. Biwa tea made from roasted Biwa leave. The background of Biwa reported that all 
parts of Biwa such as fruits, leaves and peels have benefits to human health.In special, 
the leaves of E. japonica had higher flavonoid amount than peel and fruits, companying 
with stronger the radical scavenging activity, and have been reported to have benefits in 
cancer.The purpose of this research is to measure the polyphenol contents and 
antioxidant activity from Biwa tea.And another aim is to investigate the 
anti-inflammatory activities of Biwa tea extracts byusing mouse macrophage cell line 
RAW264in vitro and by using ICR mouse in vivo under molecular mechanisms. The 
chemical compounds from Biwa tea will be analyzed with HPLC method.  
I would like to give my special thanks to my supervisor, Prof. De-Xing Hou for his ever 
guidance and care though out my studying.I also gratefully thanks to Pro. Hashimoto 
Fumio and Pro. Wada Kouji for their support and suggestions for my research. Finally, I 
am deeply want to say “Thankyou” to my associate professor Kozue and all students 
from my laboratory for their kindness, helps and familiar friendship. I learned a lot of 
new techniques, received many good friends and met the best professors within 5 year. 
All of them, Sea, Sakurajima Mountain and its ash will not be forgotten in my memory. 
I love Kagoshima. 
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◇修了生より 
 
 
来間 玄次 
平成２５年３月 鹿児島大学大学院連合農学研究科  

生物生産科学専攻修了 
 
 皆さん、はじめまして。私は平成１８年度に社会人として入学し、在籍できる期間ぎりぎ

りの平成２５年３月に鹿児島大学より博士号を取得しました。退学目前の崖っぷちの修了

生でした。５０代で本大学院修了を考えておりましたが、仕事との両立、技術者と研究者

の違い等を身にしみて感じ、研究が進まず、紆余曲折、結果として還暦を過ぎてしまいま

した。学位取得まで長い期間かかりましたが、しかし、今は、成し遂げたという充実感が

あります。この年にして、新たな目標もできしました。技術者と研究者の立場を車の両輪

として、これからの仕事や人生に生かしていきたいと考えております。 私は、３０余年

間農業土木技術者として農業農村整備に携わって来ました。仕事の中で、業務報告書を作

成するわけですが、この場合、設計基準や研究論文等関連する文献をその業務の内容に沿

って取り入れ、報告書を纏めていきます。しかし、研究論文は、これまでの研究成果を洗

いざらい調べ、先行研究を整理して、自分の研究との違いを線引きし、そこから、新たな

知見を一歩でも明らかにしていきます。思うに、技術者は、その業務を遂行するためにプ

ロデューサー的な立場を取り、研究者は、針の穴でも通す新知見を明らかにするために「足

下を深く掘る」という立場を取るという違いを痛感しました。その違いは、第１報の査読

論文に現れました。提出した論文の第１回査読結果は悲惨でした。論文は、研究手法、結

果と考察などの内容が入り交じり、査読の先生から大ナタが振り下ろされ、目の前が真っ

暗になりました。ただ、かすかな望みは、「この論文は豪雨の度にハウスや畑地等の農地の

湛水被害解消に向けた基礎的研究として社会性が高い」という評価でした。今にして思え

ば厳しい査読の反面、寛大な査読の先生からの一縷の望みを託した叱咤激励、温かいエー

ルであったと感謝しております。この「社会性が高い」に励まされ、何と、余り事例がな

いと思われる第１０回目の査読で学会誌掲載の許可がおりました。結果的には、この最終

提出論文は、第１回査読論文の跡形もないぐらいの仕上がりで、あれは別論文だったと言

っても通用しそうな変貌でした。このように、査読を受けながら、指導教員の先生方のご

指導、激励を受けながら、論文を仕上げることができました。私に取って、査読論文への

対応、取りまとめは、研究者としての、あるべき姿、考え方等を醸成するのに大いに役立

ったものと感謝しております。因みに、第２報の査読論文は、３回目の査読結果でアクセ

プトできました。平均的な査読回数は分かりませんが、私にとって、この２報目の査読結

果は、１報目の査読につぐ査読に比べれば雲泥の差でありました。これまでの苦労が報わ

れ、いよいよ、学位論文を纏める手はずができたという、素直な喜びが沸いてきたのを思
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い出します。 
 ところで、院生の皆さんの中には、研究が進んでいる人、遅れ気味の人、壁にぶち当た

っている人がいるかと思いますが、自分の研究テーマ、目標はしっかりと持って、諦めな

いで前向きに研究に励んで下さい。継続は力なり。還暦を過ぎた私でも、何とか論文を纏

め、学位を取得できたわけですから、頭の柔らかいスピード感溢れる若い院生の皆さんは、

なおさらの事です。若い皆さんにとって、学位取得は、最終目標ではなく、その後の研究

者として、社会人としての第１歩に過ぎないと思います。次なる新しい目標も視野に入れ

て、現在進めている研究論文を纏めて下さい。 
また、社会人入学の皆さんは、仕事と研究の両立でご苦労されていると思いますが、仮

に、論文作成の遅れがあっても、決して諦めずに、学位取得、本大学院修了を目指し研究

に励んで下さい。成せば成る、応援しております。 
最後に、社会人入学を受け入れて下さいました本大学院、ご指導して頂いた指導教員の

先生方、学位論文を審査して頂いた先生方、関係者の皆さんに厚くお礼申し上げます。  
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◇学会賞等受賞 

 
 

                           所属：佐賀大学 

                           職名：教授 

                           氏名：大島一里 

学  会  賞  名 ：日本植物病理学会賞 

学会賞受賞研究題目：ポティウイルスの分子進化的研究 

受 賞 年 月 日：平成 25 年 3 月 27 日 

 

[受賞内容] 

植物ウイルスの分子系統関係，組換え現象，宿主適応，地理的隔離などの分子進化的知

見について世界に先駆けて明らかにし，植物ウイルス研究分野のランドマークとなる幾つ

かの成果を挙げた．具体的には，我が国だけでなく世界から数多くのウイルス分離株を採

集しゲノムの塩基配列を網羅的に決定後，先端バイオインフォマティクスを用いて進化学

的・生態学的・病理学的な情報について集団遺伝学的に解明した．研究対象としてはポテ

ィウイルス科ポティウイルス属のウイルス種が主であるが，中でも世界中の野菜類に甚大

な被害を与えているカブモザイクウイルス(TuMV) (一本鎖 RNA ゲノムで約 10,000 塩基)

を研究材料として分子進化的に研究した． 

一連の分子進化的研究は，現時点においても植物ウイルスとして最も進んだ研究であり，

植物病理学の研究に大きく影響を与えると同時に，将来の植物検疫や発生予察に有益な情

報をもたらすと期待されることから評価された． 
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所属：佐賀大学 

職名：准教授 

                         氏名：北垣浩志 

学  会  賞  名 ：日本醸造協会技術賞 

学会賞受賞研究題目：焼酎粕からのスフィンゴ脂質の検出・定量及び由来解析に関する研 

    究 

受 賞 年 月 日：平成２４年９月２６日 

 

[受賞内容] 

 近年、国際条約により焼酎粕の海洋投棄が禁止されたことから、焼酎粕の有効利用策が

求められています。一方、セラミドに代表されるスフィンゴ脂質はその化粧品や機能性食

品としての市場が拡大しています。そこでこれらのニーズとシーズを結びつけるため、焼

酎粕に含まれるスフィンゴ脂質を解析しました。その結果、焼酎粕には他のスフィンゴ脂

質源と比べてスフィンゴ脂質が多量に含まれていることや、穀物や麹菌に含まれているス

フィンゴ脂質が移行していることを明らかにし、さらにこれらのスフィンゴ脂質の分子構

造を明らかにしました。この研究成果は白麹菌を含む Aspergillus luchuensis に含まれるス

フィンゴ脂質の分子構造の世界で初めての報告となりました。これらの研究成果は焼酎粕

及び麹菌を利用したスフィンゴ脂質を含む化粧品や機能性食品の開発に道を拓くものとし

て、米国化学会誌 Journal of Agricultural and Food Chemistry に掲載され(JAFC, 60 (46) 

11473-82 (2012))、日本醸造協会技術賞が授与されました。 
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所属：鹿児島大学総合研究博物館 

                     職名：教授 

                     氏名：本村浩之 

 

学  会  賞  名 ：日本魚類学会奨励賞 

学会賞受賞研究題目：インド・太平洋における熱帯・亜熱帯性魚類の分類学的研究 

受 賞 年 月 日：2011 年 9 月 30 日 

 

学  会  賞  名 ：日本動物分類学会奨励賞 

学会賞受賞研究題目：インド・太平洋における魚類の分類学的研究 

受 賞 年 月 日：2012 年 6 月 9 日 

 

[受賞内容] 

 日本魚類学会は魚類学の進歩と普及を図ることを目的とした学会で、1968 年に設立され、

会員数はおよそ 1300 名です。学会賞（奨励賞と論文賞）は 2002 年に創設され、奨励賞は

年に 1 名、優れた研究成果をあげ、魚類学の進歩に寄与し、将来の発展が期待される 40 才

未満の者に授与されます。今回、ツバメコノシロ科やフサカサゴ科などの暖海性魚類の分

類学的研究の成果（125 論文）、国連食糧農業機関から出版された本が世界的に高い評価を

得ていること、「魚類標本の作成と管理マニュアル」の出版やそれに基づく魚類学の普及・

啓発などを幅広く進めてきたことが評価されての受賞となりました。 

 また、動物分類学およびそれに関連する科学に興味をもつ者相互の連絡、理解および親

睦を深め、動物分類学の振興を図ることを目的として 1950 年に設立された日本動物分類学

会から奨励賞を頂きました。2004 年に創設された奨励賞で 8 人目の受賞となりました。今

回は、特にツバメコノシロ科魚類における世界規模の分類学的研究成果が評価されての受

賞でした。 
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                     所属：鹿児島大学農学部 

                     職名：助教 

                     氏名：藤田清貴 

 

学  会  賞  名 ：2012 年度食創会 第 17 回 安藤百福賞 発明発見奨励賞 

学会賞受賞研究題目：植物糖タンパク質糖鎖が有するビフィズス菌増殖促進効果の発見 

受 賞 年 月 日： 平成 25 年 3 月 8 日 

 

[受賞内容] 

 食物繊維は糞便の増量剤となり排便を促す作用があるだけでなく、ビフィズス菌に代表

される腸内細菌のエサにもなり、大腸ガンなどの腸の疾病リスク軽減に有効です。エクス

テンシンやアラビノガラクタン・プロテイン(AGP)等の植物糖タンパク質は、植物多糖と同

様にヒトの消化酵素では分解されない食物繊維としての性質を有しております。しかし、

これまで植物糖タンパク質糖鎖が有するビフィズス菌増殖促進効果に注目した研究はほと

んど行われてきませんでした。我々は、ビフィズス菌(Bifidobacterium longum)が、エク

ステンシンの糖鎖を分解する新しい酵素群(３種類のα及びβ-アラビノフラノシダーゼ）を

有していることを明らかにしました。本酵素群は腸内細菌の中で B. longum だけが有して

いるため、エクステンシンの摂取によりヒトの大腸内で B. longum だけが増殖でき、ひい

ては腸内環境の改善につながると考えられます。さらに、AGP もビフィズス菌の中で B. 

longum だけに対して増殖促進効果を示すことが知られています。すなわち、エクステンシ

ンや AGP 等の植物糖タンパク質はビフィズス菌の中で B. longum だけを選択的に増殖させ

ることができるプレバイオティック糖タンパク質です。エクステンシンや AGP を多く含む

食品の一つが大豆であり、乾燥した粉砕状態で提供されているきな粉が現時点においては

最も手軽な摂取の方法であると考えられます。現在、我々は B. longum が持つプレバイオ

ティック糖タンパク質に対する分解代謝経路の解明を進めると共に、腸内環境改善に最も

有効な植物原料を見つけ、安価で有用な機能性食品の開発を目指しております。 

 本受賞は応用糖質化学研究室の数多くの学生や研究員の皆様の研究成果によるものです。

また、研究を遂行するにあたりご助言とご支援を頂きました菅沼俊彦元教授ならびに北原

兼文准教授に厚く御礼申し上げます。 
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所属：鹿児島大学水産学部 

                     職名：教授 

                     氏名：大富 潤 

 

表   彰   名 ：平成 24 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（理解増

進部門） 

受 賞 業 績 名：プレゼンテーション能力養成型の持続的な水産科学の理解増進 

受 賞 年 月 日：平成 24 年 4 月 17 日 

 

[受賞内容] 

近年魚離れが進む中、消費者の多くは地元の水産物に関する知識に乏しく、食に関する意

識も農畜産物ほど高くない。また、生産者側には出荷時の労力の軽減や販路拡充などの生

産面での課題も多い。 

 本活動は、自らの研究成果に基づいた一般市民対象の講演会や公開講座等を頻繁に実施

して鹿児島湾の水産資源の生物学的特性や食に関する理解増進を図るとともに、シンポジ

ウムの企画開催、講演を通じ、水産学研究者に研究成果還元による理解増進活動の実施を

喚起した。一方で、漁獲物出荷体制の改善のため、エビの殻の軟化方法を共同開発すると

ともに、産学官連携の水産物販売促進協議会において地先資源の有効利用と販売促進のた

めの対策を協議し、漁協直営の水産物直販所の開設に至った。さらに、持続的展開に必要

な将来の科学技術増進活動の担い手の育成のため、プレゼンテーション重視型のスーパー

サイエンスハイスクール課題研究指導、小・中・高等学校での数多くの出前授業、漁業体

験講座を行った。 

本活動により、魚介類の認知度が高まるとともに、漁業者の生産意欲も向上した。また、

次世代の担い手である児童・生徒を対象とした取り組みは持続的な水産科学の理解増進活

動のための人材育成に寄与している。 

本活動により、魚介類の認知度が高まるとともに、漁業者への生産意欲の向上効果も含め、

次世代の担い手である児童・生徒を対象とした持続的な水産科学の理解増進活動のための

人材育成に寄与している。 
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 所属：琉球大学農学部 

                    職名：准教授 

                    氏名：田場 聡 

 

学  会  賞  名 ：沖縄研究奨励賞 

学会賞受賞研究題目：沖縄産栽培植物に発生する未知病害の解明と簡易検定および

環境配慮型防除に関する研究  

受 賞 年 月 日：平成 25 年 1 月 24 日 

 

[受賞内容] 

 沖縄研究奨励賞は、公益財団法人沖縄協会が主催する沖縄を対象とした優れた研究を

行っている 50 歳以下の新進研究者（又はグループ）を対象として授与されるものです。こ

の度、これまで取り組んできた研究内容が基礎的・応用学的意義が高く、独創的か

つ実用レベルにあるとして高い評価を頂き受賞することができました。  

沖縄県は亜熱帯気候域に属することから、本土で発生している病害に加えて

南方系種による被害も多く見受けられるため、新規病害については原因菌を特

定し発生生態を明らかにすることで効率的な防除対策を行うこと、病徴による

診断や培養が困難である場合では、簡易な診断法の開発が非常に重要であると

考えられます。今回の受賞は沖縄産栽培作物に発生した病原菌の特定と発生生

態の解明、ヨウ素・デンプン反応を利用したカンキツグリーニング病に関する

迅速・簡易診断法および土壌有害線虫の特異的プライマー開発に関する内容が

評価されました。また近年、総合的防除の観点から、地域性を重視しながら複

数の防除法を矛盾なく組み合わせることで効率的に防除を行うことが推奨され

ていますが、これまで推進してきた未利用生物資源（雑草や有機廃棄物など）

を活用した植物病害（植物寄生性線虫を含む）の環境配慮型防除法に関する研

究が実用化レベルにあるとの評価を頂きました。これらの成果が沖縄農業の発

展に寄与するものであると判断され受賞に至ったと考えられます。今後も可能

な限り実用化を目指して「出口の見える研究」を推進したいと考えています。  

 

 

 

 

 

 

授賞式の様子.写真中央が著者 
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                     所属：琉球大学農学部 

                     職名：准教授 

                     氏名：中村 真也 

 

学  会  賞  名 ： 2012 E.B. Burwell, Jr., Award, Geological Society of America 

学会賞受賞研究題目：Platy layer silicate minerals for controlling residual strength in 

landslide soils of different origins and geology 

受 賞 年 月 日：2012 年 11 月 5 日 

 

[受賞内容] 

 2010年にGeology誌に掲載された論文「Platy layer silicate minerals for controlling residual 
strength in landslide soils of different origins and geology」は，地すべり土の残留強度を決定づ

ける要因として配向性粘土鉱物の関与を明確にしたことが評価され，米国地質学会

（Geological Society of America）の2012 E.B. Burwell, Jr., Awardを受賞しました。この賞は，

米国地質学会で最も歴史のあるEnvironmental and Engineering Geology Divisionによる表彰で

あり，地質，土質，岩石工学およびそれらの学際的領域の発展に著しい貢献があったと評

価された業績に対し授与されるものです。過去の受賞者には，地すべりの分類で著名な 
Varnes, D. J. や「Landslides in Practice」の著者のCornforth, D. H.らがおり，邦人初の受賞と

なります。 
 米国地質学会は，1888 年に設立され，学会員数は25,000 以上，会員の国籍は103カ国に

わたる，米国の地質科学分野で最も歴史がある学会です。2012 年 11 月 4〜7 日に米国ノ

ースカロライナ州シャーロットで開催された2012 GSA 次会議において，授賞式と招待講演

が行われました。 
 
関連サイト 
http://www.geosociety.org/awards/divisions.htm#burwell 
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                     所属：琉球大学農学部 

                     職名：助教 

                     氏名：平良英三 

 

学  会  賞  名 ：若手農林水産研究者表彰 

学会賞受賞研究題目：近赤外分光法を用いた熱帯産農産物の品質評価システムの開発及び 

          利用に関する研究 

受 賞 年 月 日：平成 24 年 11 月 14 日 

 

[受賞内容] 

 本表彰は、優れた功績を挙げた若手研究者又は将来の技術革新等につながる優れた研究

業績を挙げた若手研究者に対して、農林水産技術会議会長が表彰するものです。第 8 回目

となる今回、5 名の研究者が表彰されました。 

 受賞の対象となった研究は上記の研究題目のとおり、近赤外分光法（NIR 法）を用いた

サトウキビ等の品質評価と実用化に関するものです。近赤外分光法は非破壊計測法として

広く利用されており、同時に多項目の分析が可能であることが大きなメリットです。当研

究グループでは、サトウキビの品質取引で導入された近赤外分光装置に注目して、同装置

を用いたミネラル成分測定の基礎研究を行いました。この結果から品質評価と同時にカリ

ウムやリン等の分析が可能になり、この成分情報が生産支援に利用できることを実証しま

した。また、新しい品質評価方法（細裂 NIR 法）を開発し、平成 18 年度から沖縄県の全

製糖工場に採用されました。従来の品質評価はサトウキビを細裂、搾汁した後のジュース

を測定していましたが、同法は細裂したサトウキビを直接測定することが可能であり、分

析作業の簡略化ならびに低コスト化の実現に貢献しました。現在では沖縄・鹿児島地域の

製糖工場（18 工場）で公定分析法として利用されております。 

 マンゴーについても果実糖度を評価する検量線の開発を行い、収穫前、出荷後の果実に

対して高精度な品質評価ができるようになりました。さらに、栽培時の調査から着果状況

が果実品質に影響を与えることを明らかにし、ハンディタイプの近赤外分光装置が JA の栽

培指導に活用されています。 
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Course of specialization : Biological science and technology  
Major chair  : Bioscience and Biotechnology 
Name    : Lahiru Niroshan Jayakody (Sri Lanka) 
Title of research :Engineering of yeast strains appropriate to production of  

bioethanol from hot compressed-water-treated lignocelluloses 
Awards; Outstanding Scientific Presentation at 13th International Congress on Yeasts 
Best Paper Prize at the 1st Asia Future Conference 
 
My research on engineering of yeast strains appropriate to production of bioethanol 

from hot-compressed water-treated lignocelluloses, which has been performed under the 

supervision of Associate Professor Hiroshi Kitagaki at Saga University, was awarded 

Outstanding Scientific Presentation at 13th International Congress on Yeasts (ICY2012) 

in Madison, Wisconsin USA (2012 August 26-30) and the Best Paper Prize in Natural 

Science Symposium on Regional Cooperation in Environmental and Energy 

Technologies at the 1st Asia Future Conference in Bangkok , Thailand (2013 March 8 to 

10). 

The 13th International Congress on Yeasts was organized by the International 

Commission on Yeasts as part of the International Union of Microbiological Societies. 

The ICY has been held once every four years since 1955. It is one of the prestigious 

congress on yeast and provides an opportunity for presenting the latest research 

progress in yeast based research by covering vast range of disciplines.  

Three presentations out of 200 presentations were selected for this award. 

 

The Asia Future Conference is interdisciplinary at its core and encourages diverse 

approaches to global issues that are both mindful of the advancement of science, 

technology, and business and also take into consideration issues of the environment, 

politics, education, the arts, and culture. The Asia Future Conference was organized by 

the Sekiguchi Global Research Association (SGRA) in partnership with likeminded 

institutions. Twenty two papers were selected for best paper prizes out of over 250 

papers. 
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 所属：鹿児島大学水産学部 

                     職名：教授 

                     氏名：前田広人(Corresponding author) 
 
 

学  会  賞  名 ：Excellent Oral Presentation Award 
学会賞受賞研究題目：Growth, stress tolerance and non-specific immune response of  
Japanese flounder Paralichthys olivaceus to probiotics in a closed  recirculating system 
  
受 賞 者 名： 
Nunal Sharon：鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程 2 年 
Sheila Santander：鹿児島大学大学院連合農学研究科博士課程 3 年 
吉川 毅：鹿児島大学水産学部微生物学教室 
前田広人：鹿児島大学水産学部微生物学教室 
 受 賞 年 月 日：2013 年 3 月 19 日 

 

 [受賞内容] 

  In bioremediation, the decision to implement bioaugmentation, biostimulation, or 
both should be supported by the information of its effects on the dynamics of the 
microbial community and the mechanisms of contaminant degradation. In this study, 
the efficiency of heavy oil degradation by an immobilized oil-degrading bacterial 
consortium was investigated in the seawater-sediment microcosms with or without 
other bioremediation techniques. Results showed degradation of n-alkanes of up to 99% 
achieved after 60 days in the microcosms with a supplementation of the nutrients and 
immobilized bacterial cells. GC-MS analysis revealed n-alkane-degrading activities of 
indigenous oil-degraders in the soil as evidenced by reduction of short- and mid-chain 
alkanes in the microcosm without any addition of nutrients or bacterial cells. The 
highest degradation of 66% of total PAHs and alkyl PAHs was also detected in the 
microcosm with both the nutrients and immobilized cells. Degradation of low molecular 
weight PAHs such as naphthalene, fluorene, anthracene and phenantherene were 
detected in the different microcosms. Abundance of cultivable bacteria and MPN of 
oil-degraders in the sediment and seawater also exhibited different trends in the 
different treatments. All the biostimulated treatments 
sustained high microbial biomass and the number of 
oil-degraders until the end of the experimental period. The 
results showed that maximum degradation can be 
achieved by the combined addition of the developed 
immobilized bacterial consortium and nutrients. Although 
these results may not solely predict field performance but 
can be very useful in designing more efficient 
bioremediation approaches. 
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氏名：染谷 孝 

所属：佐賀大学農学部 

職名：教授 

学会賞名 ：日本微生物生態学会 2011 年度 M&E 論文賞 

受賞年月日：平成 24 年 9 月 21 日 

 

 

氏名：富永晃好 

所属：大学院連合農学研究科博士課程（佐賀大学配属） 

学年：3 年 

学  会  賞  名 ：第３回（平成２４年度）「日本学術振興会育志賞」 

学会賞受賞研究題目：「マメ科植物と根粒菌による共生窒素固定能強化の分子基盤解明及び 

作物への応用」 

受 賞 年 月 日：平成 25 年 3 月 4 日 

育志賞について： 
 天皇陛下の御即位 20 年にあたり、社会的に厳しい経済環境の中で、勉学や研究に励んで

いる若手研究者を支援・奨励するための事業の資として、陛下から御下賜金を賜り、この

ような陛下のお気持ちを受けて、将来、我が国の学術研究の発展に寄与することが期待さ

れる優秀な大学院博士後期課程学生を顕彰することで、その勉学及び研究意欲を高め、若

手研究者の養成を図ることを目的に平成 22 年度に創設されたものです。授賞対象者は、人

文・社会科学及び自然科学の全分野において、大学院における学業成績が優秀であり、豊

かな人間性を備え、意欲的かつ主体的に勉学及び研究活動に取り組んでいる大学院生とさ

れています。 
 今回の育志賞は、全国の大学及び学協会に対し候補者の推薦を依頼したところ、124 名

の候補者の推薦があり、選考の結果、16 名が本賞を受賞しています。 
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平成２４年度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、平成２４年９月１４日（金）、平成２４年度鹿児島大学大学院連合農学研

究科学位記授与式（前期）が挙行され、菅沼俊彦連合農学研究科長から出席した５名一人一人に学位記

が手渡されました。今回学位を取得したのは課程博士８名（うち外国人留学生６名）、論文博士２名の計

１０名です。 

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、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や学位取得者のご家族も出席し、

新しい博士の誕生を祝いました。 

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。 

 

 
       平成２４年度 鹿児島大学大学院連合農学研究科前期学位記授与式  平成２４年９月１４日 
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平成２４年度大学院連合農学研究科学位記授与式（後期） 

 

大学院連合農学研究科は、平成２５年３月１５日、平成２４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２６名（うち外国人留学生１８名）と論文博士１名の計２７名に吉田浩己学長から

学位記が授与されました。 

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」と告辞を述べました。続いて構成大学の藤田修二佐賀大学農学研究科長（佛淵孝夫佐賀

大学長代理）、川本康博琉球大学農学研究科長（岩政輝男琉球大学長代理）からそれぞれ祝辞が述べられ

ました。 

式には指導教員や学位取得者のご家族も出席し、新しい博士の誕生を喜びました。 

最後に修了生を代表して、バングラデシュ出身で琉球大学配属のムスラ ウディン アハマドさんか 

ら努力して得た学位の喜びや指導教員、家族などへのお礼が述べられました。 

 

【平成２４年度の博士学位取得者数２７名】 

（課程博士２６名） 

・日本人８名 

・外国人留学生１８名（バングラデシュ７名、中国２名、インドネシア４名、フィリピン２名、タイ

１名、ミャンマー１名、セネガル１名） 

 

（論文博士１名） 

・日本人１名 

 

 

 

修了生謝辞を述べるムスラ ウディン アハマドさん 

全員で記念撮影 
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平成２５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は、４月１２日、平成２５年度入学式を挙行しました。今年度は、社会人５名、

９か国からの外国人留学生１２名を含む計２５名が入学しました。 
 前田芳實学長から２５名の入学許可が行われた後、入学生を代表して佐賀大学配属の中山秀幸さんが

「２１世紀を担う国際的な研究者を目指して、高度な研究能力を培い、学識の修得に専念することを誓

います」と入学者宣誓を行いました。 
 前田学長からは、「皆さんの研究テーマは多岐に渡っています。この中から世界に輝く研究がうまれる

ことを信じています。人類社会の持続的発展と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ます」と告辞がありました。引き続き、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（大城肇琉球大学長代理）からそれぞれ祝辞が述べられました。 
 
【外国人留学生の国内訳：１２名】 
バングラデュ1名、スリランカ2名、タイ2名、フィリピン1名、エジプト2名、中国1名、ベトナム

1名、タンザニア1名、マラウイ1名 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

前田学長の告辞 

入学者宣誓を行う中山さん 
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平成２５年度入学式告辞（平成２５年４月１２日） 

 

鮮やかな楠の若葉が春の光に輝き、まさに春爛漫の今日、御来賓及び関係者の方々にご出席を賜り、

平成２５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、２５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。 

皆さんが入学し、研鑽する期間は、日本社会にとって、大変厳しい試練の時期であります。日本の

経済不況が深刻化するなか、一昨年の３月１１日、東北地方太平洋沖の激烈な地震と津波、その後

の原発事故は、社会の最も基本である「生命の安全と生活の安定」を瞬く間に打ち砕きました。鹿

児島大学は、震災直後より、練習船かごしま丸により支援物資の輸送や、医療支援チームの派遣な

どをはじめ、被災地からの要請に対し、一刻の遅滞なく、大学の総力をあげて支援してまいりまし

た。今後も、被災地が復興するまで、支援を継続いたす決意であります。 

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２６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２５名の内訳は、生物生産科学専攻８名、応用生命科学専攻８名、農水圏資源環境科学専攻

９名となっており、佐賀大学配属の学生が３名、琉球大学が８名、鹿児島大学が１４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研究に励むこととなります。 

また、新入生の中には９カ国から１２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、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７８１名の修了生は、日本だけでなく、世界各国で高い
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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。 

 

 

平成２５年４月１２日 

鹿児島大学長 前田 芳實 
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平成２４年度全国連合農学研究科協議会 

 

 大学院連合農学研究科における教育及び運営等に関する諸問題を協議し、連合農学研究科の充実と発

展を図ることを目的として、全国連合農学研究科協議会（以下「協議会」という。）が置かれている。 

 協議会は、構成大学全体会議と研究科長会議を包含し、構成大学全体会議は年１回、研究科長会議は

年２回開催することとされ、さらに、研究科長会議は特に必要な場合は臨時に開催することができると

されている。 

 開催時期は、基本的に６月に構成大学全体会議と研究科長会議を東京農工大学大学院連合農学研究科

が幹事となり開催し、研究科長会議は 10月又は11月に東京農工大学以外の５連大の持ち回りにより開

催している。 
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 最近の秋の当番大学、開催日、実施場所は次のとおり 

  平成１５年度  鹿児島大学  10.30（木）～31（金） 鹿児島東急イン 

  平成１６年度  鳥取大学   10.28（木）～29（金） ウェルシティ鳥取 

  平成１７年度  岩手大学   10.27（木）～28（金） ホテル安比グランド「花輪」 

  平成１８年度  岐阜大学   11.16（木）～17（金） ひだホテルプラザ 

  平成１９年度  愛媛大学   11. 1（木）～ 2（金） メルパルク松山 

  平成２０年度  鹿児島大学  10.30（木）～31（金） ホテルレクストン鹿児島 

  平成２１年度  鳥取大学   11. 5（木）～ 6（金） ホテルモナーク鳥取 

  平成２２年度  岩手大学   11. 4（木）～ 5（金） いろり火の里｢なの花ホール」(山形県) 

  平成２３年度  岐阜大学   10.20（木）～21（金） 岐阜大学、ホテルグランヴェール岐山 

  平成２４年度  愛媛大学   10.25（木）～26（金） メルパルク松山 

  平成２５年度  鹿児島大学  10.24（木）～25（金） ウェルビュー鹿児島（予定） 
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平成２４年度連合一般ゼミナール「農学特別講義Ⅱ」 

 

「農学特別講義Ⅱ」は、全国６つの連合農学研究科が合同で行う、集中講義形式授業であり、年２回（前

期－日本語；後期－英語）開講される。SINET3による「多地点制御遠隔講義システム」を活用し、６連合

農学研究科（１８構成大学）が連携して、高い専門性、幅広い分野の講師を年度ごとに選定して開講して

いる。 

 本特別講義は、前期連合一般ゼミナール、後期連合一般ゼミナールとして平成２１年度から、全国

６連合農学研究科連携のもと、選択科目として開講されたもので、全３日間で90分授業を12コマ用意

している。 

 開催にあたっては、６連合農学研究科の持ち回りで、後期（英語）及び前期（日本語）を１サイクル

としている。本研究科においては、平成２２年度後期（英語）及び平成２３年度前期（日本語）を担当（企

画立案・実施）したところである。なお、平成２３年度後期（英語）及び平成２４年度前期（日本語）は

岩手大学が担当し、平成２４年度後期（英語）及び平成２５年度前期（日本語）は東京農工大学の担当、

平成２５年度後期（英語）及び平成２６年度前期（日本語）は鳥取大学の担当となっている。 

 当該ゼミナールの講義名、修得コマ数及び付与単位に関しては、各連合農学研究科に委ねられていると

ころで、本研究科においては、前期（日本語）に関しては、「農学特別講義Ⅱ（特別セミナー）」として

開講し、後期（英語）に関しては、「農学特別講義Ⅱ（国際農学特別講義）」として開講している。また、

単位に関しては、前期及び後期のそれぞれにおいて８コマ以上の修得で１単位としている。 

 平成２４年度前期（日本語）は、6月13日（水）～15日（金）まで実施され、鹿児島連大から前田広人

水産学部教授と及川卓郎琉球大学農学部教授が講師を務め、また、平成２４年度後期（英語）は、11月14

日（水）～16日（金）まで実施され、鹿児島連大から、池永誠鹿児島大学農学部助教と北垣浩志佐賀大学

農学部准教授が講師として参画している。前期日本語の講義はすべて日本語で、後期英語の講義はすべて

英語で行われるもので、専門的知識を修得するとともに、他連大の学生と講義を共有することにより幅広

い視野を持てるものと考えられる。 

 

 

 
 

 

 

 

 

SINET3による「多地点制御遠隔講義」 

全国６つの連合農学研究科を構成する全 18

大学同時受講 

（H24.6.13 「農学特別講義Ⅱ（日本語）」

の講義；鹿児島大学大学院連合農学研究科 

講義室） 

 

左側のスクリーンは、講師を中心として、周

りに１８構成大学の講義室が映し出される。

なお、常時７大学の講義室しか映し出せない

ため、交互に講義室が切り替わるようになっ

ている。 

右側のスクリーンは、講義資料が映し出され

る。 
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 本特別講義の実施にあたっては、SINET３を利用して１８構成大学が同時受講するが、１８構成大

学にあっては、その事前作業が重要となる。当番大学主導の下、映像センターのサポートにより、講

義の前日に各構成大学に映像及び音声が届いているかを確認し、不具合が生じていないか事前確認す

るものである。 

 以下は、事前確認用の画面であるが、最高１６大学の講義室が映し出される。 

 なお、実際の講義に際しては、講師の映像を映し出す必要があることから、上記の画面のように最

高７大学が映像センターのサポートにより交互に映し出されるようになっている。 

 

 

全国１８構成大学は、次のとおりである。 

  （１）岩手大学大学院連合農学研究科（岩手大学、弘前大学、山形大学、帯広畜産大学） 

 （２）東京農工大学大学院連合農学研究科（東京農工大学、茨城大学、宇都宮大学） 

 （３）岐阜大学大学院連合農学研究科（岐阜大学、静岡大学） 

 （４）鳥取大学大学院連合農学研究科（鳥取大学、島根大学、山口大学） 

 （５）愛媛大学大学院連合農学研究科（愛媛大学、香川大学、高知大学） 

 （６）鹿児島大学大学院連合農学研究科（鹿児島大学、佐賀大学、琉球大学） 

H24.11.14 農学特別講義Ⅱ（英語） 

の開講式 
 
中央は、当番大学である東京農工大学

の講義室 
 
左側スクリーンに投影 
（鹿児島連大講義室） 
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平成２４年度中間発表会 

本研究科概要には、本研究科のアドミッション・ポリシーを掲載するとともに、各専攻・連合講座毎 

に、学生が身に付ける学力，資質・能力や養成しようとする人材像等についての方針が記述されている。

これらについては本研究科のホームページにも掲載し、広く学内外に周知している。学生の指導は、学

生1名に対し、主指導教員１名と副指導教員２名の計３名の指導教員があたっているが、１年次の学生

については「中間報告会」、２年次の学生については研究成果の「中間発表会」を行い、その達成状況

を検証している。特に、２年次学生による中間発表会には、多地点遠隔講義システム（SINET3）により、

各構成大学に配信され、学部生、修士学生及び教職員だれでも聴講することができるため、特に学生に

おいては、他の学生の研究進捗状況を知る手段となり、自己研鑽の最適の要素となるものである。 

中間報告会後の研究指導報告書には、1）研究経過及び指導内容、2）研究の進捗状況（学会誌への投 

稿状況及び3年以内に学位論文が提出できる可能性）、3）アドミッション・ポリシーについて（アドミ

ッション・ポリシーに当該学生が沿っているか）の項目を設け、「中間発表会」終了報告書には、１）

研究の進捗状況（学会誌への投稿状況及び 3年以内に学位論文が提出できる可能性）、２）今後の指導

方針の項目を追加し、研究教育指導達成状況をより具体的に把握できるようになっている。 

 

平成２４年度の中間発表会 

  平成２２年１０月入学者  H24年9月に実施 

  平成２３年 ４月入学者  H25年3月～4月に実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生による中間発表会 
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 平成22年10月入学者 
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平成22年10月入学者 中間発表会研究題目 

専攻 連合講座 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

学生氏名 
研究題目 主指導教員 

生物生産

科学 

熱帯資源・ 

植物生産科学 

ｲｹｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 

池澤 和広 

サトイモ優良育成系統の大量増殖技術の開発 

Development of mass multiplication system on good 

improved line in Taro 

岩井 純夫

(鹿農) 

動物資源 

生産科学 

ｲﾏｲ ﾕﾘｺ 

今井 裕理子 

南西諸島におけるソルガム属の栽培と利用に関す

る研究 

Studies on Cultivation and Utilization in Sorghum spp. 

In Southwestern Islands 

川本 康博

(琉) 

ﾎﾝﾀ  ゙ｱｷﾕｷ 

本多 昭幸 

地域末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 

Studies on environmental-conscious pork production 

using local by-products 

尾野 喜孝

(佐) 

ｴﾑﾃﾞｨ ﾐｻﾞﾇﾙ ﾗﾊﾏﾝ 

Md.Mijanur Rahman 

烏骨鶏の初期胚における全ゲノム遺伝子発現解析 

Whole Genoe Gene Expression Analysis of the Early 

Days Embryo of Silky Fowl 

和田 康彦

(佐) 

地域・国際資源 

経済学 

ﾛｷ  ーﾌﾗﾝｷ  ーﾛﾘﾝｸ  ゙

Rocky Franky Roring 

数理シュミレーションモデルを使った水源涵養林の

流出メカニズムに関する研究 

A Studu on the Water Reserved Protection Forest 

Mechanism with Mathematical Simulation Model 

仲間 勇栄

(琉) 

応用生命

科学 
食品機能科学 

ｵｳ ﾎｳ 

王 鵬 

持続的社会システムおよびバイオマスの循環利用

技術に関する研究 

Study on Sustainable Social System and Technology 

based on Circulation of Biomass Resources 

藤田 修二

(佐) 

農水圏資

源 

環境科学 

水産資源 

環境科学 

ﾊﾝ ｳｼﾞｪ 

韓 雨哲 

低魚粉飼料中の機能性アミノ酸の添加効果 

Effectiveness of functional amino acids for marine fish 

fed the diet containing low fishmeal 

越塩 俊介

(鹿水) 

ﾅｶﾊﾀ ｶﾂﾐ 

中畑 勝見 

ピラルクーの栄養要求と性成認に関する研究 

Nutritional Requirements and Sexual Maturity of 

Pirarucu Arapaima Gigas 

越塩 俊介

(鹿水) 
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平成23年4月入学者 中間発表会 研究題目 

 

 下記表の専攻名欄においては、生物生産科学は「生物」、応用生命科学は「応用」、農水圏資源環境科学は「農水圏」と略す。 

 

NO 専攻 連合講座 氏名 研究題目和 主指導教員 

 

１ 

生物 

熱帯資源・

植物生産科

学 

ｱｵﾔｷ  ゙ﾕｳｷ 

青栁 祐樹 

「過酸化水素水を用いた種子予措処理がコムギの生育に及ぼす影

響」 

"Effect of pre-treatment by hydrogen peroxide on germination and 

growth in wheat." 

有馬 進 

(佐) 

 

２ 

生物 

熱帯資源・

植物生産科

学 

ｵｶｻﾞｷ ｾｲｲﾁ 

岡﨑 聖一 

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 

Research on branding and sales strategy of LED cultivation system and 

high performance vegetable that draws out potentiality of plant 

川満 芳信 

(琉) 

 

３ 

生物 

動物資源生

産科学 

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺ 

西村 慶子 

焼酎粕の添加発酵TMRの飼料特性と乳牛の飼養管理に関する研究 

Diet property of fermentation TMR that adds shochu distillery 

by-product cake and research on salary technology to milk cow 

中西 良孝 

(鹿農) 

 

４ 

生物 

地域・国際

資源経済学 

ｴﾑｴｽﾃｨｰ ﾅｽﾘﾝ ﾅ

ﾊﾙ 

Mst. Nasrin Nahar 

バングラデシュにおける食物摂取による砒素中毒およびコグニティ

ブ・パフォーマンス 

ARSENIC CONTAMINATION IN FOOD STUFFS AND COGNITIVE 

PERFORMANCE OF BANGLADESH PEOPLE 

稲岡 司 

(佐) 

 

５ 

生物 

地域・国際

資源経済学 

ｼﾞｭﾅｴﾄﾞ ｳｯﾃﾞｨﾝ ｱ

ﾊﾒﾄ  ゙

Junayed Uddin 

Ahmed 

バングラデシュおよび日本における中小規模酪農に関する比較研究 

COMPARATIVE STUDY ON SMALL AND MEDIUM SCALE DAIRY 

FARMS BETWEEN BANGLADESH AND JAPAN 

小林 恒夫 

(佐) 

 

６ 

生物 

地域・国際

資源経済学 

ﾅﾝﾎﾞー ｾﾞ ｼﾞｮｳｪﾘｱ 

Nambooze Joweria 

バングラデシュにおける環境変動が世帯フードセキュリティーに与え

ている影響 

IMPACT OF ENVIRONMENTAL CHANGES ON HOUSEHOLD FOOD 

SECURITY AND NUTRITION IN BANGLADESH 

稲岡 司 

(佐) 

 

７ 生物 

地域・国際

資源経済学 

ﾁｬﾝ ﾐﾝ ﾊｲ 

Tran Minh Hai 

メコンデルタにおける米のバリューチェーンの研究 

Value Chain Analysis of Rice in Mekong Delta 

岩元  泉 

(鹿農) 

 

８ 

生物 

地域・国際

資源経済学 

ｸﾞｪﾝ ﾁ ﾄｩｲ 

Nguyen Thi Thuy 

ベトナム紅河デルタにおける都市農村間の労働移動が農家経済構造

に及ぼす 

Effects of rural-urban temporary migration on farming household income 

structure in the Red River Delta of Vietnam 

岩元 泉 

(鹿農) 

 

９ 

生物 

地域・国際

資源経済学 

ｻﾛﾒ ﾋﾞｽﾀｼｵ ﾄｩﾎﾟｩ 

ﾀｳﾌｧ 

Salome Vistasio 

Tupou Taufa 

生鮮マグロの需給構造に関する研究 

AN ANALYTICAL STUDY OF THE STRUCTURE OF SUPPLY AND 

DEMAND FOR FRESH TUNA IN JAPAN 

佐野 雅昭 

(鹿水) 

 

10 

生物 

地域・国際

資源経済学 

ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾕｷ 

服部 浩之 

亜熱帯沖縄における林道法面の応用植生学的研究 

Applied Vegetational Research into Forest Road Slopes in Subtropical 

Okinawa 

仲間 勇栄 

(琉) 
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11 

応用 

生物機能化

学 

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 

スリランカから分離された耐熱性酢酸菌と細胞膜結合型酵素 

Studies on Thermotolerant Acetic Acid Bacteria from Sri Lanka and 

Their Membrane_Bound Enzymes 

外山 博英 

(琉) 

 

12 

応用 

食品機能科

学 

ﾁｩ ﾀﾝ ﾄｩｱﾝ 

Trieu Thanh Tuan 

エビ類シトクロムP450遺伝子の構造と発現に関する研究 

Studies on structures and expression of cytochrome P450 genes in 

shrimps 

板倉 隆夫 

(鹿水) 

 

13 応用 

食品機能科

学 

ﾌﾅﾊｼ ｱｷ 

舟橋 亞希 

魚類CYP1ファミリー遺伝子の誘導機構に関する研究 

Studies on induction mechanisms of CYP1 family genes in fish 

板倉 隆夫 

(鹿水) 

 

14 

応用 

食品機能科

学 

ｱﾗｶｷ ﾐｶ 

新垣 美香 

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 

Studies on breeding property, flavor and functionality of Allium in Okinawa 

prefecture 

和田 浩二 

(琉) 

 

15 

応用 

食品機能科

学 

ﾖﾅﾀﾝ ｱｼｷﾝ 

Yonathan Asikin 

沖縄県産特産物の食品成分と機能性に関する研究 

Studies on food compornents and functionalities of food product in 

Okinwa prefecture 

和田 浩二 

(琉) 

 

16 

応用 

先端応用生

命科学 

ｾﾃｨ ｲﾙﾏ ﾗﾊﾏﾜﾃｨ 

Siti Irma Rahmawati 

（H22年10月入学）  

インドネシア産ヤドリギ（Benalu The）からの機能性物質の抽出と抽出

物の安全性及び生物活性評価 

Functional Properties from Extract Benalu The: Safety Analysis and 

Nutra Ceurical Activities 

石丸 幹二 

(佐) 

 

17 

応用 

先端応用生

命科学 

ﾋﾟｭｰ ﾋﾟｭｰ ｶｲ ｻﾞー  

Phyu Phyu Khine 

Zar 

ビワ茶の生体調節機能に関する研究 

Studies on Chemopreventive Effects of Biwa（Eriobotrya japonica) Tea 

侯 徳興 

(鹿農) 

 

18 応用 

先端応用生

命科学 

ﾂｼ  ゙ﾏｷ 

辻 真喜 

植物におけるUDP-アラビノピラノースムターゼの役割 

A role of UDP-arabinopyranose mutase in the plant 

伊藤 進 

(琉) 

 

19 

農水圏 

生物環境保

全科学 

ﾌﾘﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ 

降幡 駿介 

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 

Molecular mechanism of the successful porasitization by parasitoid wasp 

Asobara japonica against host Drosophila 

早川 洋一 

(佐) 

 

20 

農水圏 

生物環境保

全科学 

ﾑｶｲ ﾋﾛﾐ 

向井 裕美 

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 

The pattern and evolutionary process for a communication system 

between parent and offspring on hatchin in the subsocial burrower bugs 

野間口眞太

郎 

(佐) 

 

21 農水圏 

生物環境保

全科学 

ｵｵｲｼ ｹｲﾀ 

大石 圭太 

野ネズミの個体群動態特性と堅果運搬能力の評価 

Population dynamics and transport ability of acorns of Apodemus mice 

曽根 晃一 

(鹿農) 

 

22 

農水圏 

生物環境保

全科学 

ｵｸﾀﾞ ｼｵﾘ 

奥田 しおり 

2種虫媒介伝染性ウイルス（ウリ類退緑黄化ウイルスおよびキク茎え

そウイルス） 

Analyses of mechanism on the mediations of two insect-transmissible 

plant viuses (Cucurbit chlorotic yellows virus and Chysanthemum 

stemnecrosis virus) 

岩井  久 

(鹿農) 
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23 

農水圏 

生物環境保

全科学 

ﾆｼ ﾔﾂｶ 

西 八束 

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

Study on the causal fungi and the control of potato common scab in 

Kagoshima prefecture 

岩井  久(鹿

農) 

 

24 

農水圏 

地域資源環

境工学 

ﾀｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 

田川 堅太 

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 

Measurement and analysis of soil-water movement and salt trasport in a 

vegetated field 

長 裕幸 

(佐) 

 

25 農水圏 

水産資源環

境科学 

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 

伊藤 一輝 

石油由来成分の魚類初期発生に及ぼす影響 

Effects of petroleum hydrocarbone on development of embryo 

小山 次朗 

(鹿水) 

 

26 

農水圏 

水産資源環

境科学 

ｶﾓ ﾀｶｼ 

加茂 崇 

砂浜生態系での栄養塩収支モデルーPOMと地下水源栄養塩の定量

的評価ー 

Nutrients budget model in a sandy beach ecosystem -Quantitative 

evaluation of POM and nutrients transported by groundwater- 

西 隆一郎 

(鹿水） 

 

27 

農水圏 

水産資源環

境科学 

ｿ ﾐｬ ﾘﾝ 

Saw Mya Linn 

循環水槽飼育下での水産動物の成長と健全性に及ぼす栄養素の効

果に関する研究 

Effect of Nutrition on growth performance and health in Aquatic animals 

using recirculating system 

石川 学 

(鹿水) 

 

28 

農水圏 

水産資源環

境科学 

ﾆｱﾝ ﾓﾊﾒﾄﾞ ｵﾏ  ー

Niang Mohamed 

Oumar 

養殖魚類由来のミコバクテリウム属細菌の諸性状とバクテリオファー

ジを用いたミコバクテリウム症のバイオコントロール 

Characterization of Mycobacterium species from cultured fishes and its 

bio-control by bacteriophage 

山本  淳 

(鹿水) 

 

29 

農水圏 

水産資源環

境科学 

ﾇﾅﾙ ｼｬﾛﾝ ﾉﾅﾄ 

Nunal Sharon 

Nonato 

重油汚染底泥の室内実験によるバイオリメディエーション：微生物群

集と炭化水素化合物の動態解析 

Laboratory scale bioremediation of oil-contaminated soil:bacterial 

community dynamics and hydrocarbon-degradation kinetics 

前田 広人 

（鹿水） 

 

30 

農水圏 

水産資源環

境科学 

ﾇﾙﾙﾅﾃﾞｨｱ ﾋﾞﾝﾃｨ 

ﾓﾊﾒﾄﾞ ﾕｿﾌ 

Nurulnadia Binti 

Mohd Yusoff 

魚類による内分泌攪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 

Endocrine Dizropting Chemicals (EDCs) bioaccumulation through food 

chain and their effects on marbled sole   

小山 次朗 

(鹿水) 

 

31 

農水圏 

水産資源環

境科学 

ﾊﾞｺﾛﾄﾞ ﾕｼﾞﾝ ﾀﾝ 

Bacolod Eugene 

Tan 

ニトロアレーンによる沿岸環境汚染とそのリスク評価に関する研究 

NITROARENE POLLUTION IN COASTAL ENVIRONMENT AND THEIR 

RISKS ON AQUATIC ORGANISMS 

小山 次朗 

(鹿水) 

 

32 

農水圏 

水産資源環

境科学 

ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾄｼ 

山﨑 雅俊 

ギンブナCarassium auratus lngsdorfii の Edwardsiella tarda 感染防御

機構に関する研究 

Protective immune response to Edwardsiella tarda in ginbuna crucian 

carp 

山本  淳 

(鹿水) 
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平成２４年度ＴＡ研修会 
本研究科では在学生を修士課程及び学士課程の教育補助者（TA）あるいは研究補助者（RA）として

採用し、教育研究指導者としてのトレーニングの機会を提供している。 
平成18年度からTAの手引きを作成し、任務遂行のために必要な基本事項の周知を図ると共にTA活

動実施報告書の提出を義務づけ、さらに平成 19 年度からは教育者の資質を効果的に向上させるシステ

ムの一環として、TA活動の実態をより詳しく把握するためアンケート形式のTA活動評価調査を開始し

た。TAを行った本人が提出する活動報告書ならびにTAによる指導を受けた学生を対象とした活動評価

調査の結果は、ファカルティ・ディベロップメント委員会で集計し、より質の高い TA の育成について

継続的に検討している。 
さらに、平成20年度から各構成大学で本研究科学生を対象としたTA研修会を連大主催で行い、より

質の高いTAの育成を図っている。 
平成 19 年度から平成 23 年度のアンケート形式のTA 活動実施報告書によれば、TA を行ったことに

より、将来学生を指導する際のトレーニングとして「とても役に立った」とする意見が圧倒的であり、

「まあまあ役に立った」を含めると９割以上の学生がTA制度について有意義であると感じている。 
次表は、平成18～23年度のTA, RAの採用状況である。例年、ほぼコンスタントに採用されており、

ここ最近のTA, RAの採用数は高い水準を維持している。また、TA学生にTA実施報告書や評価調査書

を提出させ、さらには各構成大学でTAに関する研修を行い、資の高い教育補助者の育成を図っている。 
 平成24年度においては、6月27日（金）に代議委員によるTA研修会を開催したところである。 
 

TA と RA の構成大学別年度採用数 

年度 18 19 20 21 22 23 

   職種 

研究科 

TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA 

佐賀大学 33 4 27 4 23 3 24 4 27 3 32 3 

琉球大学 13 4 20 7 23 5 25 7 17 3 13 6 

鹿大農 24 5 25 5 21 4 17 3 18 3 16 3 

鹿大水 5 5 6 3 6 5 7 8 6 7 11 5 

宮崎大学 22 4 8 0 6 0 2 0 1  0  

合計 97 22 86 20 79 17 75 22 69 16 72 17 

 
 

 

代議委員によるTA研修会 
         H24.6.27 
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平成２４年度英語論文作成指導セミナー 

 

 連合農学研究科では、平成２４年１２月１２日（水）及び１３日（木）の両日、13:00～17:00の間、

英文論文作成指導セミナーを開催した。 

 本セミナーは、学生の英語力向上を目指しているもので、平成２３年度から開催され、今回が２回

目となる。また、本セミナーは、遠隔講義システム（SINET３）を利用して実施され、佐賀大学及び

琉球大学にも同時配信して行われた。 

 学生は、鹿児島大学６名、佐賀大学１名、琉球大学５名の参加を得て行われた。 

 セミナーは、杉元副研究科長の挨拶で開始され、株式会社リバネスから２名の講師を招き、日本語

で行われた。学生は各自パソコンを持参し、指導を受けるもので、学生においては、学術論文、学位

論文の提出が課されていることから、熱心に聞き入り、また、講師からマンツーマン的なきめ細かな

助言等を受け、非常に有意義なものとなった。 

 

 
                挨拶を行う杉元副研究科長 
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平成２４年度 農学特別講義I（一般セミナー）を終えて 

 

 

琉球大学農学部      

辻 瑞樹       

及川卓郎       

外山博英       

 

平成２４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２４年度の農学特別講義I(一般セミナー)は琉球大学農学部が担当し，2012年11月5日から7日の３

日間，那覇市の自治会館で開催された．学生参加者は74人だった．本セミナーは構成大学の学生が一同に

会して，内外６名の講師による講義を受講するとともに，専攻セミナーとポスターセッション（情報交換

セミナー）では各自の研究に関する情報交換と討論がなされた．ここに，学生に対するアンケートの調査

結果も含め，一般セミナーの実施報告を行う． 

 初日の開講式のあとに行われた専攻セミナーでは，全学生が４班に分かれ，１年生が各自の研究内容を

発表し意見交換を行った．他分野の学生に自身の研究を説明しかつ他分野の学生の研究を聞く機会は，連

大ならではである．専攻セミナーは90％の受講者が有意義だと答えていた．その一方で，使用言語に対す

る規定がなかったため，日本人は日本語のスライドを日本語で説明し，留学生は英語のスライドを英語で

説明していた．学生アンケートでも指摘があったが，このやり方だと日本人の発表を留学生に理解させる

のは困難である．そこで，説明は日本語でも英語でも構わないが，来年度からは少なくともスライドにつ

いては英語に統一すべきではないだろうか． 

 ２日目の午後には情報交換セミナー（ポスターセッション）があり，２年生全員が研究成果を報告し，

学生同士あるいは学生と教員の間の活発な討論が行われた．コアタイムを２班に分けるなど，昨年導入さ

れた方法を継承した．アンケートによれば90％の受講者が有意義だと答えたが，とくに普段は聞けない異

分野の発表が聞けるという点が好評であった．また今年度はポスター賞を復活させたが，学生参加者には

好評だった．ただし，ここでも口頭発表同様に，ポスター紙面については言語を英語に統一すべきだとい

う意見が日本人学生からも出されていた． 

 ２日目と３日目にそれぞれ９０分の講義が合計６コマ行われた．博士課程用の講義であるため内容は

高度である．しかし，専門分野が大きく異なる学生も受講することと，日本人学生と留学生がほぼ半々

おり英語や日本語の理解力の個人差が大きいことから．容易には理解されないことが想像される．しか

し過去数年本セミナーを実施してきた経験の蓄積から，講師にこれらの潜在的な問題が周知され，たと

えば「スライドは英語で説明は日本語」のようなバイリンガル的なアレンジが積極的に行われたため，

『ほぼ理解できた』と『半分理解できた』の合計が９割を超える講義が全体の２／３だった．これは数

年前とは状況が大きく異なる．だたし，今回も『理解できなかった』が１０％を超えた講義が２つあり，

それには全部英語で行われたものが含まれていた．この点を考慮し，今後も講義方法に関する講師との

事前調整努力がさらに必要であろう．また，今回は環境問題をテーマにしたものが全講義の半数である

３つあり，この方面におそらく関心があると思われる学生には本セミナーは評判が高かった．その一方

で，カバーされなかった分野（たとえば農業経済学分野など）の講義も聞きたかったとの意見もアンケ

ートには見られた．単位制により本セミナーは学位取得のために２回受講が義務づけられているが，前

年カバーされなかった分野は次年度の講義に用意される場合が普通なので，学生にはなるべく２年連続

で受講するように薦めるのがよいと思われる．  
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 平成２４年度は琉大の代議員の辻，及川，外山が全体の進行を担当した．ご挨拶をいただいた菅沼研究

科長と川本琉球大学農学部長，講師の選定と事前調整ばかりでなく司会進行も担当いただいた代議員の

方々は厚くお礼申し上げます．本セミナーは事務担当者の尽力なしには開催は不可能だった．とくに大城

農学部事務長以下，総務係の比嘉係長，松茂良さん，下川さん，学務係の安室さんをはじめ琉球大学農学

部の事務室の皆様には本当にお世話になりました．また，鹿児島連大の今村さん，川添さん，小路口さん，

石川さんには遠方での開催にもかかわらず適切なご指導をいただいきました．皆様のご協力に心より感謝

申し上げます． 

 

２５年度に鹿児島大学水産学部で開催される本セミナーがさらに実り多いものになることを期待し，２４

年度の報告を終える． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一般セミナー開講式 

 

                        上 講義風景 

                         

                        下 ポスター賞 

 

 

 

 

 

 

  講義風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ポスターセッション 
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平成２４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 

  
         時 

 日付 

9:00         10:00         11:00         12:00         13:00         14:00         15:00         16:00         17:00         18:00        19:00 

11/5（月）  

                                                                      13:30       14:15        15:00                             17:00                        19:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

受 

 

 

付 

 

 

開 

講 

式 

・ 

写 

真 

撮 

影 

 

 

 

専攻セミナー 

 
 
 

交 流 会 

 

11/6（火）  

9:00               10:30 10:40                 12:10         13:10                14:40 14:50               16:20 16:30                  18:30 

 

 

 

受 

 

付 

 

 

 

 

 

セミナーA 

 
「ウイルス感染症とワクチン」 

 

園田 憲悟 

 

一般財団法人化学及血清 
療法研究所 第二研究部 

主任研究員 

 

 

 

休 

 

憩 

 

セミナーB 

 
「生物多様性保全の意義と 

課題」 

 
五箇 公一 

 

独立行政法人国立環境 

研究所 主席研究員 

 

 

 

 

昼   

 

食 

 

セミナーC 
 

「鹿児島の野生植物の 

多様性」 

 

宮本 旬子 

 

鹿児島大学理学部地球環境

科学科 准教授 

 

 

 

休 

 

憩 

 
 

 

セミナーD 
 

「ＩＣＴを利用した遠隔農地  

リアルタイムモニタリングの 

基礎と応用」 

 

溝口 勝 

 

東京大学大学院農学生命 

科学研究科 教授 

 

 

 

 

休 

 

憩 
 

 

 

 

 

 

情報交換セミナー 

（ポスターセッション） 

 

 

 

 

 

 

 

11/7（水）  

9:00                10:30 10:40                  12:10       12:40                  

 

 

 

受 

 

付 

 

 

 

 

 

セミナーＥ 

 
「キチン分解酵素系の多様性

と結晶性キチンの酵素分解 

メカニズム」 

 

渡邉 剛志 

 

新潟大学農学部 

応用生物化学科 教授 

 

 

 

休 

 

憩 

 

セミナーＦ 
 

「エピジェネティクス概論： 

遺伝子活性のエピジェネティッ

ク制御と世代を超えた伝達」 

 

佐瀬 英俊 

 

沖縄科学技術大学院大学植

物エピジェネティクスユニット 

 

 

閉   

 

講 

 

式 
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Program for the 2012 AgricultureⅠ(General Seminar)of the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University 

  
         時 

 日付 

9:00         10:00         11:00         12:00         13:00         14:00         15:00         16:00         17:00         18:00        19:00 

11/5（月）  

                                                                     13:30         14:15        15:00                             17:00                       19:00 

 

 

 

 

 

 
 

Registration 

 

 

O
pening 

Cerem
ony 

 &
 

G
roup Photo      

  
 
 
 

Presentation of Research Reports 
 

 

 

 

 
Reception 

 

 

 

 

11/6（火）  

9:00               10:30 10:40                 12:10         13:10                14:40 14:50               16:20 16:30                  18:30 

 

Registration
 

      

 
セミナーA 

 
「Viral Infectious Diseases 

and Vaccines」 
 

S.Sonoda 
 

(The 
Chemo-Sero-Therapeutic 

Research Institute) 
 

Break
 

     

 
セミナーB 

 
「Significance and subjects 

of biodiversity conservation」 
 

K.Goka 
 

(National Institute for 
Environmental Studies) 

 

  

Lunch
 

   

  

 
セミナーC 

 
「Biodiversity of wild plants 

in Kagoshima」 
 

J.Miyamoto 
 
 

(Kagoshima University) 
Break

 

     

  

 
セミナーD 

 
「Basic and Applications of 
Remote Agricultural Fields 

Monitoring using ICT」 
 

M.Mizoguchi 
 
(The University of Tokyo) 

 

Break
 

        

 

 

 

 

 
Poster Sessions 

 

 

 

 

 

11/7（水）  

9:00                10:30 10:40                  12:10       12:40                  

 

Registration
 

        

 
セミナーＥ 

 
「Diversity of chitin 

degrading enzyme system 
and the mechanism of 

crystalline chitin 
hydrolysis」 

 
T.Watanabe 

 
(Niigata University) 

Break
 

      

 
セミナーＦ 

 
「Introduction to Epigenetics: 

Epigenetic Regulation of 
Gene Activity and 
Trans-generational 

Inheritance of Epigenetic 
Memory」 

 
H.Saze 

 
(Okinawa Institute of 

Science and Technology 
Graduate University) 

 

Closing Cerem
ony 
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平成 24 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 

 

本年度の農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）の参加学生は 74名であり、アンケートを提出したものは 59

名で回収率は 79.7％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 59名 

ほぼ理解出来た  almost 

all 
39名(66%) 

半分程理解出来た about 

half 
17名(29%) 

理解出来なかった Didn't 3名(5%) 

（意見） 

 ・very good presentation. I could learn new things 

 ・ウィルスとは何か。ワクチンを取り巻く最新の状況などを知る事ができた。 

 ・Intersting 

 ・ウィルス感染症とワクチンについて、現状と今後について理解でした。ただ、ワクチンが開発でき 

  るウィルスと出来ないウィルスの違いを知りたかった。 

 ・The lecture was good and useful. 

 ・It was interesting and very informative and very important to developing countries 

 ・Some time hard to follow the Japanese 

 ・the lecture was informative 

 ・自分の研究と関連の少ない内容でしたが、大変興味深かったです。 

 ・It was very important lecture. 

 ・英語と日本語の説明が半々で内容もわかりやすかったです。 

 ・最新のポリオワクチンの問題を交えながら、ワクチンの開発についての詳しい講義が善かった 

 ・This lecture helped me to understand the woldwide novel influenze H1N1 epidemic, history 

 Encephalitics Virus and vaccinations. 

 ・感染症というテーマもある意味身近であり、具体的な事例にて平易且つ丁寧な説明をいただき、大 

 変興味深く拝聴できました。 

 ・Interesting and neccessary for prevent viral infectious diseases in Vietnam. 

 ・今まで意識しなかったウイルスの多様性を知ることができた。 

 ・ウイルスの特性を詳しく学ぶことができた。つい最近テレビでも取り上げられていたので私的には 

ホットな内容だった。 

 ・私には難しすぎる内容だった 

 ・It was very nice. 

 ・It is related with my job. 

 

セミナーB 

回答者 59名 

ほぼ理解出来た  almost 

all 
47名(80%) 

半分程理解出来た about 

half 
12名(20%) 
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理解出来なかった Didn't 0名(0%) 

（意見） 

 ・Very intresting presentation I was surprised about the commerce of beetles 

 ・The topic was very interesting and the presenter was very good at gaining audience's attention. 

 ・生物多様性とは何か。なぜ生物の多様性を保全しなければならないのか。それらの考え方を知る事 

が出来た。 

 ・I prefer lecture in English 

 ・生物多様性の重要性を考えさせられるセミナーであった。時間が許せば、実際にどのような対策、 

 手法が今後必要なのかを、解説して欲しかった 

 ・The lecture was good, interesting, and useful. 

 ・Entertaining lecture and shares the important of biodiversity and the need to protect our 

  ecosystem 

 ・Some time hard to follow the Japanese 

 ・the lecture was informative and well delivered 

 ・大変興味深い研究内容であり、プレゼンテーション技術も素晴しかったので、研究と発表の二つの 

 面で大変勉強になりました。 

 ・It helped to improve our general knoledge about biodiversity 

 ・早口の説明でしたが生物多様性と人間の生活との結びつきという身近なテーマでわかりやすかった 

です。 

 ・クワガタだけでも、生物多様性を解明できていくなんて面白かった。 

 ・This topic is difficulty to understand for me. I know about bioversity, threaten biodiversity 

 and link life to the collapse of bioversity. 

 ・生物多様性について、視点・認識を新たにする内容でした。説明も平易で大変わかり易く有意義な 

講義でした。 

 ・とても興味深く、また現実的な内容だったので楽しめました 

 ・Interesting 

 ・非常にわかりやすく説得力のあるお話で、聞いていて非常に楽しかった。 

 ・生態系を守る重要性を面白く学べた。テレビ番組でも見ている気持ちになった。 

 ・非常に興味深いお話で、私の専門分野とは違うが勉強になった。またお聞きしたい。 

 ・It was very nice. 

 ・interesting lecture. 

 

セミナーC 

回答者 59名 

ほぼ理解出来た  almost 

all 
32名(54%) 

半分程理解出来た about 

half 
25名(42%) 

理解出来なかった Didn't 2名(3%) 

（意見） 

 ・The presentation was very informative. I couls know better about vegetation in Kagoshima. 

 ・鹿児島の野生植物を中心として、植物が生育する現状の多様性を知る事ができた。 

 ・Interesting 

 ・鹿児島という地域だけでもその多様性が幅広く、その野外調査の実体験は非常に興味を引いた。時 

間が許せば、この研究の必要性とその実際について解説が欲しかった。 

 ・The lecture was good, but I could not understand some explanations. 

 ・I understand all lecture but I don't understand lecturer. I don't think prof miyamoto design 
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right lecture for doctoral course 

 ・very interesting and engaging lecture 

 ・very informative in understanding the diversity of plants in Kagoshima 

 ・the lecture was good 

 ・本の販売を行うのは止めて欲しい。 

 ・As natural science, some parts of the lecture couldn't catch 

 ・鹿児島の植物や固有種の特徴など興味深いテーマでした，内容もわかりやすく理解することができ 

ました。 

 ・趣味？と実用の調査を交えた講義が楽しかった。私もせっかくの農学専攻なので野外活動に励もう 

と思う。 

 ・I am interesting this serminar. It helped to improving knowledge biodiversity of wild plants  

in Kagoshima where I am living. 

 ・鹿児島（や沖縄）という身近な地域における内容で、多様性や絶滅種に関し身近なテーマとして拝 

聴しました。最後にコメントされた「続ける」「教える（伝える）」「行動する」は、研究に限ら 

ず、事の成就には普遍・必須と感じています。 

 ・Intersting 

 ・鹿児島に住んでいるが、近そうで非常に遠い存在の希少な植物について学ぶことができた。 

 ・難しかった。何が難しかったかも分からないぐらいに。植生と地図を頭の中で重ねる力が自分には 

ないのだなと知った。 

 ・植物の方も現場が大変だと聞いていたが、その通りだった。 

 ・It was very nice. 

 

セミナーD 

回答者 59名 

ほぼ理解出来た  almost 

all 
42名(71%) 

半分程理解出来た about 

half 
17名(29%) 

理解出来なかった Didn't 0名(0%) 

（意見） 

 ・Very useful informations. Thank you for letting us know the decontamination problems in  

Fukushima. 

 ・This topic was very interesting as it discussed on curent issue of Fukushima.Although i have 

no basic knowledge in this field, i can understand the massage and the research findings  

in general. 

 ・東日本大震災の除染を中心として、土壌についての基本的な知識および最新の知識・その応用を知 

る事ができた。 

 ・Very interesting 

 ・福島における原発被害とその対策について、研究の必要性とその応用が十分に理解できるセミナー 

であった。 

 ・I do not have any particular interest to the topic, but the lecture was good. 

 ・very clear and interesting research 

 ・the lecture was informative 

 ・実用的で面白い研究であると同時に、放射線物質の問題について考えさせられる内容でした。 

 ・It was very interesting and important lecture. 

 ・福島における土壌中の放射線除染試験という最もホットな情報を得ることができ有意義でした。講 

義もわかりやすかったです。 

 ・高齢者の方でもできる除線方法、現場の活動の大切さを痛感します。リアルタイムモニタリングの 
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講義も再度聴講したいと思います 

 ・When I attended this seminar I improved Agriculture fields. 

 ・原発事故による放射能汚染という極めてホットなテーマであり、具体的な除染の試行・結果などに 

ついて大変興味深く拝聴しました。 

 ・東北の現状を少しでも改善し、また伝えようとする溝口先生に謝意とエールを送りたいです 

 ・Intersting 

 ・溝口先生の取り組みによって、1日でも早く福島の避難地区に人が住めるようになることを期待した 

い。 

 ・土壌化学(科学？)という分野を初めて学んだが、大変面白かった。モニタリングを行う研究は私か 

ら見て魅力的だった。 

 ・興味深く拝聴した。除染が進むことを心から願っているし、自分で協力できるところは協力したい。 

 ・It was very nice. 

 ・yes, this lecture gave me knowledge. 

 

セミナーE 

回答者 59名 

ほぼ理解出来た  almost 

all 
20名(34%) 

半分程理解出来た about 

half 
28名(47%) 

理解出来なかった Didn't 11名(19%) 

（意見） 

 ・Good presentation. This lecture was not related to my field but I was glad to know a little  

bit about properties of chitin. 

 ・The topic is too 'spesific' for me to understand. 

 ・今まで、全く知らない知識を得る事ができた。キチン質にこのような資源として可能性があること 

を今回初めて知った。また、分子を見れて非常に感動した。 

 ・キチン分解酵素の働きを目で見ることができ、また農工連携の重要性を感じることができた。時間 

が許せば、今後の活用方法等について解説して欲しかった。 

 ・The lecture was good, interesting, and useful. 

 ・This knowledge is far from my field of study, but thank you because I learned something new. 

 ・Important lecture 

 ・the lecture was informative 

 ・キチナーゼ A分子のキチン分解反応を観察できて感動でした。 

 ・It was little bit difficult to understand as i am in the social science stream 

 ・途中の説明が英語のみで日本語の説明が抜ける場面もありましたが，概ね理解することができまし 

た。 

 ・高速原子間力顕微鏡という手段で分子の動きが可視化できたのは驚きです。順番に分解していって 

るのですね。 

 ・Diversity of chitinases and the mechanism of crystalline chitin hydrolysis is difficulty to  

understand most the lectures 

 ・専門外でもあり自身の理解度については甚だ疑問符がつくが、具体的な研究の事例にて興味深く拝 

聴しました。 

 ・Intersting, but the leture is very intensive for me. So I could not understand all immediatelly. 

 ・「地球最大の未利用バイオマス資源」が利用され、エネルギー問題の解決に貢献してもらいたい。 

 ・私の理解力が足りないため非常にむずかしい講義だった。ただキチンを利用するために分解酵素キ 

チナーゼを詳しく解明していく姿には感銘を受けた。 

 ・仕事の都合により不参加 
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 ・私には難しすぎる内容だった 

 ・It was very nice. 

 

セミナーF 

回答者 59名 

ほぼ理解出来た  almost 

all 
25名(42%) 

半分程理解出来た about 

half 
25名(42%) 

理解出来なかった Didn't 9名(15%) 

（意見） 

 ・Very clear and informative. I liked it. 

 ・エピジェネティックの基礎的および最新の知識を得る事ができた。ディテールは私の英語の能力の 

  問題でよくわからなかったのが残念だった。 

 ・生物工学の知識が薄いこともあり、研究手法およびその活用方法について、理解することが難しく 

  感じた。研究内容の応用、実際についての解説が欲しかった。 

 ・The lecture was good. 

 ・聞き辛かったです。 

 ・Very informative lecture on genetics 

 ・the lecture was informative 

 ・面白かったです。出来れば、先生の研究についてもっと聞きたかったです。 

 ・Lecture topic was unfamilier to me, i got known much knowledge. 

 ・講義の大部分が英語の説明だったので少し理解不足となりました。内容は興味深かったです。 

 ・報道記事とパンフレットなどでしか触れられない大学院大学の研究内容を少しでも聴講できてよか 

  った。 

 ・I knew basis genetics when I studied at high school. So I am interested to improve genemic  

DNA in animals and plants 

 ・直近にエピジェネティクスに関する一般解説書程度を読んでいたこともあって、興味深く拝聴しま 

した。 

最終講義であったことも効果的であったと思います。 

 ・Intersting. 

 ・同一の遺伝子を持った双子やクローンの形質が微妙に異なる理由に、このようなメカニズムがある 

 ことを初めて知った。 

 ・私の研究に関する分野なので理解しやすかった。講義の内容を自分の研究にも活かせると思ってい 

ます。 

 ・仕事の都合により不参加 

 ・大学院大学建設のアセスをやっていたので、どんな研究をされているのか興味があった。やはり難 

しい内容でした。 

 ・It was very nice. 

 

 

２．セミナーの企画・運営等について About planning and management. 

 

セミナー日程（時期）について 

回答者 59名 

良い Good 57名(97%) 

悪い Bad 1名(2%) 
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その他 Others 1名(2%) 

（意見） 

 ・Good 

 ・なし 

 ・Very applicable 

 ・問題ないと思います。 

 ・Schedule was OK. 

 ・ばっちりです。 

 ・well organized 

 ・６・７月の開催が出来ればより良いかなと思いました。 （より早い段階で他の学生の研究内容を知 

り、意見交換のチャンスが増えるため） 

 ・時期はよかった。 

 ・I think the schedule is logical 

 ・特になし 

 ・いいタイミングだと思います 

 ・Convinience 

 ・宿を取りやすい時期だった。 

 ・同じ週に学会があって大変だったが、真夏に開催されるよりは断然ましだったと思います。 

 ・できれば前期か夏休みがありがたいです。 

 

セミナー日程（日数）について 

回答者 59名 

良い Good 55名(93%) 

悪い Bad 2名(3%) 

その他 Others 2名(3%) 

（意見） 

 ・Appropriate 

 ・妥当だと思う 

 ・2 days also appropriate 

 ・Good enough 

 ・最適な日数だと思います。 

 ・Schedule was OK. 

 ・いいと思います。 

 ・日数的にはよいが、もう少し自由時間などの融通がきけばより沖縄を理解できるのではないかと思 

  った。 

 ・１泊２日くらいに収まってくれるとありがたい。 

 ・well organized and the number of days was just good for the seminar 

 ・丁度良い日程だと思います 

 ・全日程が終了した後、一日くらい現地を見て回る余裕がほしい 

 ・Number of days is enough 

 ・内容含め量的にはちょうど良いと思います。ただし社会人学生には限界かもしれません。 

 ・ちょうどいいです 

 ・Convinience 

 ・3日が丁度良かった。 4日間以上は実験に支障が出るので勘弁してください。 

 ・3日間ではなく、2日間でもできたように思います。社会人はなかなか時間をとることが難しいので、 

  2日間にして欲しいと感じました。 
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セミナー会場について 

回答者 59名 

良い Good 54名(92%) 

悪い Bad 3名(5%) 

その他 Others 2名(3%) 

（意見） 

 ・Very convenient 

 ・講義を受けたホールの空調をもう少ししっかり管理してほしかった。 寒くなったり、暑くなったり 

してけっこうつらかった。 

 ・very comfort. But student from Kagoshima and Saga did not have chances to visit Ryukyus  

University at all 

 ・Very proper and suitable 

 ・交通の便、ホテルとの連携もあり、非常に素晴らしい会場であったと思います。 

 ・Good place, but somehow the class size is small. 

 ・it is very good place and convinience. Thanks to organizers 

 ・広くて、コンビにも近くにあってよかった。 

 ・もう少し琉球大学に近くてもよいのではないかと思った 

 ・very convenient location, close to bus station and monorail which are near to the airport. 

 Also surrounded by affordable accommodations and convenient stores. 

 ・wonderful place 

 ・but no enough time to visit places specially for foreign students 

 ・素敵な会場でした。 

 ・駅から近く案内もあったのでよかったです。 

 ・いい、場所、会場でした 

 ・The place for the seminar is nice 

 ・最近の再開発ビルで清潔、立地・交通の便など全く問題ありません。 

 ・今回の会場は綺麗で快適でした コンビニもバスターミナルも近くて、利便性もよかったです 

 ・I think, it had been better if this seminar have been hold in University of The Ryukyus. Anyway,  

it was very good. 

 ・新しく、きれいで、設備も充実していた。 

 ・沖縄の場合、那覇市内の会場であれば県外の人たちは問題ないのかなぁと感じた。 

 ・space of main seminar is small. 

 ・よかったと思います。すこし冷房が効きすぎでした。 

 ・It's more confortable if the seminar is near Ryukyuu University. 
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３．専攻・情報交換セミナーについて About the workshop 

 

セミナーグループの分け方（専攻別）について 

 

回答者 59名 

良い Goodl 53名(90%) 

改善すべきである。 

Needs some improvements 
6名(10%) 

（意見） 

 ・But more exchange needed 

 ・なし 

 ・There is no session for discussion. 

 ・分野が同じであれば、ある程度の共通点もあり、会う機会もある。交流を主目的で考えるのであれ 

ば、バラバラでグループを作っても良いと思う。 

 ・同じ専攻であり理解しやすかった。 

 ・Good as planned. 

 ・大まかには現在の形だと思う。 

 ・more time for presentation would be better. 

 ・well planned 

 ・丁度良い人数だと思います 

 ・善かった 

 ・縦割り（専攻別）、横割り（横断的）を交互に行っても良いのかもしれません。 

 ・専門別なので、いいと思います 

 ・Very good for me to follow and understand other presentations 

 ・人数的には問題なかった。 欲を言えば全員の自己紹介を聴きたいぐらいだった。 

 

セミナーﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝについて 

 

回答者 59名 

意義がある 

It was very useful. 
45名(76%) 

少しは意義がある 

It was somewhat useful. 
10名(17%) 

その他 

Others 
4名(7%) 

（意見） 

 ・Many new information 

 ・なし 

 ・Some topics are related with my major while some are very different. It was quite hard to  

understand different field in a very short time. Doesnt help me much. However, it is good to  

gain general knowledge. 

 ・短い時間では日本語と英語両方で説明するのは無理があるので、発表言語を揃えても良いのではな 

いか。 

 ・担当学生になってくれと言われて首肯したが、その後、フォローが全くなかった。結局最後まで何 

もアナウンスがなく、突然あとはよろしくという感じでバトンを渡された為、非常に戸惑った。具 
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体的なアクションを取らなかった私にも問題はあったと思うが、あまりにもずさんに感じた。 

 ・研究内容と理解に繋がると思う。 

 ・It was good to learn from other presentations. 

 ・専門分野が広くやや討論が拡散する傾向がある。 

 ・this was the best part of the seminar 

 ・I am very pleases , at least Japanese language presenters prepare there slides in English ,  

otherwise the foreign student cant follow them. 

 ・自らの反省点でもありますが、留学生のために、スライドの日本語に英語を併記するか、英語で話 

すかいずれかの準備を義務付けるようにするべきだと思います。 

 ・5分は短い。7分本鈴、10分終鈴にしてほしい。 話の途中で割って入るのは気まずいので、ベルを 

導入してほしい。 

 ・他の学生のが聞けてよかった 

 ・It was very useful, however I think should be have more time to discuss presentation. 

 ・広く皆さんとまた種々の研究概要にふれる事が出来、良い機会だったと思います。ただ、１年次の 

立場からは、持ち時間５分であれば自己紹介＋研究目的＋アルファ位で良いのではないでしょうか。 

 ・自己紹介にはちょうどよい機会だと思う。ここでも自己紹介が交流会にも活かせた。 

 ・ほかの人の研究がわかるのでよかった。 

 ・All were very interesting and got new information. 

 

セミナーﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝについて 

 

回答者 59名 

意義がある 

It was very useful. 
53名(90%) 

少しは意義がある 

It was somewhat 

useful. 

6名(10%) 

その他 

Others 
0名(0%) 

（意見） 

 ・Good interaction 

 ・専攻分野が違うと理解するのが少し難しい 

 ・色々な分野の研究を知ることができ、大変有意義であった。 

 ・Yes, it helps me to enhance my presentation skills. 

 ・Student award is a very good idea to encourage the students to work harder. 

 ・異なる分野の研究を見れたので有意義だった。 

 ・専門分野が広くやや討論が拡散する傾向がある。 

 ・interesting and informative 

 ・Its better , and make a competition will improve the quality of poster , this time is so 

productive 

 ・他の学生の発表が聞けてよかった 

 ・I like to present my study to others 

 ・個人的には遠い内容がほとんどでしたが、まとめ方、研究のアプローチなど参考になりました。 

 ・普通なら多くの学会に参加して見聞きしないといけない研究を一つの会場でまとめてやれるのは良 

  かった。来年のポスター賞を目指して頑張ろうという気にさせてもらえる。 

 ・ほかの人の研究がわかるのでよかった。 パスターのつくり方の説明が不親切と感じました。 

 ・Some of the poster was useful and interested for me. 
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セミナー交流会について 

 

回答者 59名 

意義がある 

It was very useful. 
37名(63%) 

少しは意義がある 

It was somewhat 

useful. 

17名(29%) 

その他 

Others 
5名(8%) 

 

 

（意見） 

 ・Thank you 

 ・参加していないので分からない 

 ・料理に沖縄らしい料理が余りなかったのが残念だった。オリオンビールや泡盛などはあった方がよ 

  かったのではないでしょうか。地元の料理は、特に外国の方は、とても喜んで頂けるし、話の種に 

もなるので、今回殆ど地元の料理が無かったのは非常に残念だった。 

 ・横の繋がりと作る場として必要と考える。 

 ・The food was delicious, but the variety was limited. 

 ・If possible, each participant should be assigned in a particular table. With that, participants 

from different universities can have an interaction with each other. Food was not good. We  

were expecting to have some local dishes of Okinawa even if it not that expensive. We hope  

next time we can taste some local dishes of host university. 

 ・違う分野の専門家と知り合える場である。アルコールがないと間が持たない。宗教上の問題は理解 

できるが、参加者本人の責任に任せるべきと思います。 

 ・good food in knowing others 

 ・students should be involved in the preparation of the reception. like some ice breaker, and 

more interaction among students. 

 ・This was very good that there was no alchohol and foreighners can communicate with Japanese  

students and teachers. Food was good for Muslim student 

 ・交流しづらい 

 ・全員が参加できないのは仕方ないですが、今回のように開始 30分程度で人が減り始め、1時間もた 

つころには半分もいないという状況ではその意義に少し疑問が残りました。 

 ・沖縄で、オリオンビールと泡盛が出なかったのはどういうわけでしょう。お酒を飲まない学生の方 

（特に留学生）もいらっしゃるのはわかりますが、ご当地のお酒での交流は大切だと思います。 

 ・This time is very useful to improve relationship 

 ・意義の有無は各自の参加の仕方次第だと考えます。「場」を設けることに意義があります。是非継 

続してください。 

 ・なかなか幅広い交流には発展しないような気がします 

 ・It was an opportunity for me and other people to meet, talk and exchange some information  

regarding life, culture and customs of each person's country. 

 ・楽しかった。お腹も膨れた。満足。 

 ・せっかく沖縄に来たのにオリオンビールが無いのは残念と学友と話しました。 

 ・It was very nice party. as a muslim, organinizing commitee prepare and present many option 
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of foods and drinks that I can eat and drink. Thank you for this kinds. 

 ・We were able to have an exchange of different views. 

 

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） 

 ・The seminar was successful. Thank you for facilities in travel tickets, reception, party and  

availability of all. 

 ・交通費がある程度でるなら、案内にもう少し明確にこのこと書いてほしかった。 

 ・3大学の生徒が集まって話す機会は、滅多にないのでこのようなセミナーは大変意義深いものだし、 

個人的にも大変刺激になった。 

 ・This serminar was really useful, with varoius subjects and interesting research. Through on 

this serminar, students can learn alot of fileds and imporove the knowegle study. 

 ・Thank you so much for giving such a good opportunity to experience stay in Okinawa while sharing  

various topics of research by outstanding Sensei all over Japan. Thank you so much to  

administration staffs for providing us such a good hospitality and service. 

 ・私が意見を述べていいのか分かりませんが、消化不良な部分があったため述べさせていただきます。 

各講師の方のセミナーは最新トピックスとして非常に有意義なセミナーであったと思います。ただ 

し、各研究内容が実際にどのように利用され、普及しているのかを理解することが出来ない部分も 

ありました。今後、学生が社会人として研究または一般職として活躍するためには、その目的、利 

用法、予算獲得が非常に重要になると考えます。研究手法、異分野の研究について理解することも 

当然ながら重要ですが、その利用法、普及性、予算獲得手法等の部分についても、少しでも紹介し 

て頂ければ、学生への強いメッセージに繋がると考えます。 

 ・Thank you to dear professors and organizing committee for arranging this general seminar.  

Of awarding best poster/presenter in the poster session, it would be better to have well  

informed criteria so that everyone may prepare, self-measure, and enhance their presentation 

skills. If possible, there are advises and comments from professors concerning the student's 

poster. 

・It was useful intersting and we could meet other doctors course students have many comments 

and advices that will help us to improve our research. Thank you 

 ・連合農学研究科であるこそのできことと思っています、非常によかったです。 各大学のいろいろな 

国から来た学生たちと会えるし、みんな同じ方向に向かってどんな研究を行っていることも分かる 

し、友達にもなれることもできる。来年も参加することを楽しんでいます。 農業経済についての講 

義を一つ入れて欲しいです。 

・These comments applies to all the courses conducted and for future lectures. Students who 

 Are participating the program include both Japanese and foreign. To be fair the speakers  

can either prepare slides in English and talk in Japanese or prepare slides in Japanese and  

talk in English.  

Diversified lectures are important. But going deep in to those subjects will not help anybody  

as most of us do not understand the core concepts of those studies. So if the lectures were 

more generalized, it would help to have a better idea. 

・Congratulations for the successful organization of this seminar. Keep up the good work! Wishing  

all the best for the future seminars. Thank you very much. 

 ・せっかく他大学がある県にいけるのでもう少し見学できる時間があればよいと思った。 

 ・多分野の知識を学び、研究情報を交流することができ、大変良い勉強になりました。 

 ・学外の講師の先生方をお呼びするのは大変だと想像されるが、今後もこのような形で続けて欲しい 

 ・It's a good chance to interact with other PhD students and share insights and knowledge about  

our studies. 

 ・more varieties of topics related to all fields of this Graduate School should be included. 
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 Many of the lecture topics were very scientific with very few aspect of social science. 

 ・The seminar was really interesting and well planned. It was a good opportunity to visit Okinawa.  

Thank you for the wonderful seminar. 

 ・他大学の人と知りあえてよかった 

 ・This is good time to share knowledge and meet the whole bunch of student in united graduate  

school , I please this may continue , even I would like to propose the final years (3rd year 

student) gathering , because they have all the novel finding...if they can share it with other 

student ,,that make lot of sense .. 

・All the lectures were very informative and well delivered. Any field of courses can understand. 

 ・発表はすべて英語表記、もしくは日本語と英語の併記を義務付けた方が、留学生に親切ではないで 

しょうか？ 話すのは日本語でもスライドの文字さえ英語ならば、留学生もわかるし、日本人も英語 

を見る分にはそれほど支障がないと思います。単語の意味が分からなくても、口での説明があるので。  

自分自身、留学生には全く気を使わずに自己紹介スライドを準備していたので、意識が低かったと反 

省しています。 

 ・Thanks to organizing committee that they have worked hard and made it successful. 

 ・どれも面白い講義で興味深かったです。また、D2の先輩方の研究についてポスターセッションで触 

れられたのは大変良かったです。 

 ・It was well organized semminar. we were able to get much information in various reserch fields.  

So, thank you very much for giving us this distinctive occasion for us. 

 ・開講式や閉講式の進行では日本語の後に英語で話していたが、おそらく理解できるので、英語に統 

一したほうがいいと思います。 ・農学は範囲が広く、様々な専門の人がいたので、セミナーでは講 

師の先生方が専門的なことではなく、概要の部分に多く時間を割いてくださっていたため、理解しや 

すかった。 

 ・This is the best seminars that I have ever attended. Thank you so much for excellent organizer.  

Thank you. 

 ・写真撮影の台や椅子を数に余裕をもって準備すればもう少しスムーズに行えたのではないかと思い 

ました。 

 ・他の大学や専攻が異なる学生の研究内容を知ることができ，また通常の研究とは異なる分野のセミ 

ナーを受講できたことは新たな刺激となり，大変有意義でした。  準備等を行ってくださった担当 

大学や事務局のみなさまに感謝申し上げます。 

 ・日程が詰まっているのは理解できますが、他府県に行く機会があまりないので開催県の大学へ行く 

くらいの余裕のある時間がほしいと思いました。せっかくの連合大学で、配属以外の大学の雰囲気 

を味わいたいと思います。 

 ・General seminar is good time for me. It helped me to improve the relationship with professors  

and other students. I had opportunities to improve knowledge when attended professor  

lecturers. Particullarly, I could visit nice Naha. 

 ・セミナー（講義）では具体的な研究活動やテーマにて平易な説明をいただきいろいろな意味で視野 

を広げる良い機会をいただきました。また同時に、伝えることの重要さや難しさを改めて痛感もし、 

大変有意義な３日間となりました。調整、諸準備等、企画・運営いただいた皆さまに感謝申し上げ 

ます。 

 ・他の学生の様子が垣間見えて、自らの刺激になる貴重な場だと思います 

 ・First of all, I would like to express my gratitude to organizers, staffs, teachers and students  

For interesting seminar. Through seminar, I have been getting some useful information to  

improve my research and knowledge. It was also an opportunity for me to meet, talk and exchange 

 to International and Japanese students about life, culture and customs, ect in our countries.  

In section of presentation, the first year students, studying in same major, were grouped  

to present their research reports. Thus, it was convenience for everyone to follow, investigate  

and give the suggestions. Based on teachers’ suggestions and other students’ comments and  

their presentations, I have corrected and conducted my research more clearly and more 
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  concentratively. From the  

poster show, except getting information and method that is relative to each one’s research, 

the first year students as me learnt how to state a nice and clear poster. That is a good  

experience for us to prepare our poster in next year. 

 ・This seminar was good, but we had no time for sightseeing in Okinawa. 

 ・I would like to thank to the organizer committe for arranging food for muslim students.If  

it is possible please select three person for poster presentation or only one. 

 ・セミナーFでは、ほぼ英語のみだったので、理解が難しかった。専門的な分野なので、英語に加えて 

日本語の解説も入れていただけると助かります。 

 ・ネット回線で授業をしているよりも断然気合いが入ったし、多くの人とも交流ができたので楽しか 

った、充実した 3日間だった。 

 ・私は琉球大学に配属されているが、自宅は神奈川県横浜市である。企業経営者なので昨年の鹿児 

島、今年の沖縄に自費で渡航できたが、国立大学法人の学生として 100％自費というのは、理解に苦 

しむ。  必修の学務に参加するために 1円も交通費が支給されないのは改善して欲しい。沖縄⇔鹿 

児島間分の交通費も支給されないのは役所仕事と思えてしまう。 

 ・If possible, the topic of the presentation should cover all majors. 

 ・ほかの人も同じだと思いますが、自分の専門にちかい話は興味をもってきけますが、離れすぎてい 

る話は難しいと感じます。 もう少し分野で分けて講義をしたほうがさらに勉強になると感じます。 

例えば、1日目は共通、2日目は専門とするなどしたら、いかがでしょうか。 全般的には、興味深 

く拝聴しました。ありがとうございました。 

 ・This seminar was very interesting and enjoyed everyday in Okinawa. 
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平成２４年度「人材養成学生支援セミナーI」を終えて 

 

 

琉球大学農学部      

辻 瑞樹       

 

 

 平成２４年度の「人材養成学生支援セミナーI」 が８月２日から３日の２日間，琉球大学農学部大会議

室で開催され，講義内容はSINET3により構成３大学に双方向配信された．社会の様々な方面に進み活躍中

の９名の講師が「博士の生き方」について，実体験をもとに熱い講義を行った．なお，９名の講師のうち

５名は杉本副研究科長が選定・交渉にあたり，残り４名は辻が担当した．連大生２１人が受講し，加え連

大生以外の学生１８人が聴講した． 

 初日の最初の講義は，広瀬直人博士による「公設試験研究機関の研究現場」と題するものであった．博

士（農学）博士（水産学）の学位取得者にとって，農業試験場のような公設研究機関は重要な就職口のひ

とつである．広瀬氏は「生産現場に近い」研究ができることの魅力を語られた．九州沖縄では大学院修士

進学者までは公務員を志望する人が多い．公務員は専門性を要求して選考採用を行うケースがあり，その

場合は博士取得者が有利である．広瀬氏自身も沖縄県に選考採用され農産物加工品の開発等にたずさわっ

てこられた．連大学生がそのようなチャンスを逃さないための情報収集法なども講義された． 

 ２人目の講義は（株）MBL医学生物学研究所の今村健一博士による「バイオ企業で求められる人材とは

何か？」だった．自身が社内で研究職から営業職に転身した経験を持つ今村さんに「研究していたからこ

そわかる」研究以外の仕事を担当することの生き甲斐や，大学で培った知識や技術のバイオ企業での活か

し方について様々なアドバイスが提言された． 

 ３人目は宮崎大学農学部の水光正人教授による「大学院博士課程におけるキャリア教育の必要性：大学

教授への道」という講義だった．日本の生化学分野の重鎮である水光先生は留学先でノーベル賞受賞者に

師事されたことがあるそうである．日本で大学教員になられた後１３人の博士を世に送り出し，そのうち

大学教員に就かせた人もいるという実績を持つ．水光先生は大学教員になるためのキャリアシステムを日

米比較し，長い成功と失敗の経験から得られた，日本で弟子を大学教員にするために必要な周囲の理解と

応援について講義をされた． 

 ４番目の講義は（株）プロメガ社長の上田昌宏氏による「研究支援関連業界で働かれようとする博士号

を持つ方へ期待する事」であった．全従業員の２割が博士を持つというこの会社の代表の目から見て，博

士号という専門知識（つまりビジネスにおいて非常に強力な武器）を持つ人がビジネスという世界で活躍

するための基本を講義いただいた．ご自身の生の人生経験（勤め先の会社倒産という憂き目あったことな

ど）からくるリアルな言葉と「ビジネスを行う前に，社会人としての良識・常識の欠如を疑う人がいる」

などの耳が痛いアドバイスが印象的だった． 

 初日の５番目の講義は，企画途中で「飛び入り」参加をお願いすることになった，昨年もご講演いただ

いたJTの黒木豊博士による「正しい会社のえらびかた」である．常に前向き姿勢の黒木先生が，企業面接

がいかに「ガチンコ勝負」であるか等，今年もまたユーモアを交えながら熱く講義された．東京なのでは

本当に有料で行われている人気授業が，黒木氏自身の希望でにより再度この場で実現したことは喜ばしく，

黒木さんには心よりお礼申し上げたい． 

 ２日目の最初の講義は，農研機構果樹研究所の上地奈美博士による，研究所の業務とご自身の研究の紹

介であった．氏は沖縄の出身で昆虫分類学という「地味な」分野で博士をとられたあと，現在は独立行政

法人で害虫防除に関する研究をされている．大学での基礎研究で培ったスキルが農業政策にどう役立つの
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か具体的実例で講義された．また上地氏自身は現在産中である．女性研究者が博士を取得しキャリアをア

ップしていくためのモデルケースを紹介されたことは本セミナーのとって大変有意義である． 

 次の７番目は東大と東工大の博士課程在籍中の学生たちが起業した学生ベンチャー企業の草分け（株）

リバネスの共同代表をつとめる高橋修一朗博士による「先端科学と社会を結びつけるベンチャー起業・経

営」というタイトルの講義だった．大学院でご自身の研究が正直ぱっとしなかった事．起業を思いつき親

からの謝金や土方で資金を稼いだことなど，今や次世代シーケンス業務から子供の理科教育はては養豚ま

で手をひろげるリバネスの成功ストーリーは，もう1人の代表の丸氏の講演なども通しすでに様々な場所

で紹介されているが，初めて聞いた人は学生ならずとも圧倒されたのではないだろうか．次の講師の鮫島

智行氏の講義とともに，社会で成功するにはまず「生きる事を楽しむこと」であることが目から鱗だと感

じた学生も多いはずだ．高橋氏は前向きに楽しんで生きれば，大学院で身につけた知識や技量を「ものは

使い用」的に使いこなすのがそう難しくないことを自ら体現されている． 

 ８人目の講師は鮫島智行（株）海邦総研による「皆さんにできること〜試しに飛び出してみた人間によ

る報告〜」だった．氏は九大理学部博士課程を中退され，外車販売ディーラー等を経て経営コンサルタン

トになった変わり種である．実は氏の大学院時代の専門（社会性昆虫の生態学）は私の専門と近く，氏と

は大学院時代から旧知の仲だった．私は本セミナーの世話を担当することになったとき，真っ先に氏を講

師にと思いついた．大学院を辞めたあとの人生展開が想像を超えてすばらしくかったからだ．博士中退と

起業を計画していたスポーツジムの頓挫という２度の挫折をいかに乗り越えて生きてきたかは万人に聞

かせる内容だった．完全に転職したにもかかわらす「大学院で考えたことと会社で考える事は，構造にお

いて基本同じである」という示唆は大学院生にとって重要である． 

 最後に登場したのは，榎木英介博士（近畿大学医学部講師，NPOサイエンス・サポート・アソシエーシ

ョン代表）による「研究者のキャリアパス 歴史と展望」という講義である．本セミナーの他の講師陣に

似て榎木氏も生物学者志望から専門医に転職された経験を持つ．しかし他の講師が博士が個人として成功

するための処方箋を示されているのに対し，榎木氏は社会の側をどう変えたらよいかをテーマにしている．

いうまでもなく，博士所得者の就職難問題は，学生自身や指導教員による努力だけでは解決される問題で

はない．榎木氏はこのような観点から様々な活動を行っておられる，ポストドクタ―問題に関する日本に

おけるオピニオンリーダーである．著書「博士漂流時代」は２０１１年科学ジャーナリスト賞も受賞して

いる．氏の問題意識は大学院進学者のキャリア問題にとどまらない．その先にあり，すでに現代日本が直

面している大学院の魅力低下という日本の研究の国際競争力を左右する社会問題にまで及んでいる．博士

の就職難という，長らく問題にされ様々な提言がなされていたにもかかわらず事態が一向に好転しない問

題を，歴史的観点と国際比較の観点から分析し，我々が今後一歩踏み込んでとるべき行動について熱く語

られたそのメッセージは，我々ひとりひとりが深く受け止め考え行動せねばならない．  

 このようにどの講義も有料で聞いてもいいほどの高い内容だった．本セミナーは鹿児島連大のカリキュ

ラムの目玉ともいえるのではないか．しかし残念なのは再三の周知努力にもかかわらず，聴講者が思うよ

うに増えなかったことだ．単位が認定されない授業を学生が聴講しないのは自然なことだが，これから就

職をひかえる修士や学部の学生が聞かないのは本当にもったいない．私が強制的に聴講させた学部や修士

学生には後で感謝された．所属大学では是非，今後本セミナーが修士や学部の単位として読み替え可能な

措置をとって頂きたいものである． 

 最後に本セミナーの講師手配等の運営面でご指導とご協力いただいた杉本副研究科長，ご来沖し挨拶い

ただいた菅沼研究科長と井上琉球大学農学部長代理，鹿児島連大事務の今村さん，川添さん，小路口さん，

石川さん，さらに琉大農学部事務の大城事務長，比嘉係長，隈元さん，松茂良さん，安室さん，知名さん

をはじめ事務室の皆様には多大なるご尽力をいただいた．心より感謝申し上げる． 
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Students who have completed doctoral programs typically choose employment at universities, corporate research 

institutions, or in other academic disciplines. Such students typically do not seek employment at public testing 

laboratories.  

The objectives of the Okinawa Prefectural Agricultural Research Center are to develop comprehensive 

technological systems that incorporate the entire production process, including production, distribution, and 

consumption; to develop new technology for sustainable agricultural development in harmony with the natural 

environment; and to promote a prompt transfer of the technology to the production fields in order to improve 

agricultural technology and to benefit agricultural production. In other words, the role of a public testing laboratory

is to conduct research activities to put new technology into practical use by working closely with the recipient of 

the research results. 

This lecture will introduce you to the approaches public testing labs take to carry out research activities for the 

purpose of putting new technology into practice. We will use the example of “the development of agricultural 

process technology by taking advantage of unique characteristics of agricultural produce of Okinawa,” which has 

been implemented by our lab. Many of these are projects that have been implemented in collaboration with 

universities, independent administrative institutions, and the like or projects that have been carried out utilizing the 

research results of universities and other institutions. Promoting research to put new technology into practical use

through collaborative work between research institutions is one of the attractive aspects of employment as a 

researcher at a public testing laboratory. These individuals can work closely in the actual field. I hope the lecture 

attracts your interest in research activities at public testing laboratories so that you will duly consider employment 

as a researcher at a public testing laboratory as one of your future career options. 

Lecture title: Research Activities at Public Testing Laboratories  

Lecturer: Naoto Hirose

Affiliation: Okinawa Prefectural Agricultural Research Center
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What Type of Human Resources Do Biotech Companies Seek?

Kenichi Imamura

Sales Headquarters, Medical & Biological Laboratories Co., Ltd. 

In this seminar, I would like to talk about the items listed below, based on my experience as a 

university student, work I have performed at my company, knowledge I have gained at the company,

skills I was initially lacking, and so on. 

Although many of the participants in this seminar may be aspiring researchers, I hope you will 

take this opportunity to learn about non-researcher jobs and use that knowledge in your job search. 

<Outline>

1. Bio industry 

- Market trends (domestic, overseas)

- Development of diagnostic products 

- Laboratory reagents

- Research and development at biotech companies

2. Business of our company 

- Our concepts and direction in the market environment 

(Points)

- Qualities and characteristics we seek in employees

- Differences between corporate and university researchers

3. Work I perform at the company

- My responsibilities

- What is actually taking place in product/service development

(Points)

- Can you use the knowledge and skills learned at university at a biotech company?

End of document
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The Need for Career Education at the Doctoral Course Level: The Path to Becoming a University 

Professor

Masahito Suiko 

Professor, Faculty of Agriculture, University of Miyazaki 

Vice-director in research, Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering, 

Miyazaki University

Former vice-chancellor, Miyazaki University (in charge of goal setting and assessment)

  

Graduates from doctoral courses in Japan continue to struggle to find work. As the term “highly 

educated working poor” indicates, an increasing number of people with PhD degrees cannot find a 

desirable permanent research position and are left with no choice other than to drift from one 

postdoctoral position to another or from one specially appointed assistant professor position to 

another. Furthermore, the number of people pursuing studies overseas has been declining. Many 

graduate students aspire to become educators or researchers at universities or research institutions; 

however, positions at universities—assistant professors in particular—are decreasing sharply, 

making it difficult to find work at universities. In addition, those wanting to work in the private 

sector find it arduous, as companies in Japan tend to be reluctant to employ doctorate graduates; the 

higher one’s academic background, the more difficult his/her job search becomes.  

On the other hand, since national universities became independent institutions, assessment of the 

enrollment rates in graduate courses has become stricter. The rate cannot be either too low or too 

high. Ideally, such courses want to enroll as many adult students (i.e., students who are returning 

from the workforce) as possible. By achieving this, universities do not have to concern themselves as 

much with the post-PhD careers of their students. Nevertheless, it should still be a mission of 

universities to encourage undergraduates to further their studies.

My laboratories at the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University 

(UGSAS), and at the Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering, University 

of Miyazaki, have so far produced ten and three doctors, respectively, of which two were overseas 

students, five were adult students, and six were students who were continuing their master’s courses. 

The overseas students returned to their home countries, and the adult students returned to their 

original workplaces after completion of their courses. Among the six continuing students, two

became postdoctoral fellows for research projects, one found a position in the private sector, one

became a homemaker, one proceeded to study further in the United States, and one landed a teaching 

position at a university. 

 Using the person who became a faculty member as an example, I would like to discuss the path to 
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becoming a university professor after completing a doctoral course. I would also like to talk about 

the path to becoming a researcher based on the knowledge I have gained through my studies in the 

United States and my participation in joint research projects with several American universities I 

have been involved with.  

 The model person was first introduced to me by one of his teachers when he was a junior 

undergraduate student, which was shortly after I had returned to Japan from my studies in the United 

States (1985–1987). I must have talked to him with enthusiasm about my previous research projects 

at Kyushu University, as well as about my supervisor during my American studies, Nobel laureate

Professor Lipmann. The student started frequenting my laboratory beginning the very next day. He 

was not talkative but observant. Soon he started participating in our laboratory seminars, and I 

treated him in the same manner as I treated other students who were working on their graduation 

theses. Subsequently, he joined my laboratory and proceeded to the master’s course. His master’s

project was originally on “protein tyrosine sulfation as post-translational modification,” the theme I 

was most interested in and one that was very difficult to tackle. It was an extremely challenging task, 

attempting to purify protein-tyrosine sulfotransferase, an enzyme produced by the Golgi body in the 

liver of cattle. I also proposed this theme to an overseas graduate student at UGSAS, hoping that the 

two would conduct joint research. However, I soon realized that two enthusiastic students working 

on the same topic would be a recipe for disaster; therefore, I reassigned the model student to conduct 

research on a receptor protein that recognizes sulfated proteins. He soon isolated and purified a 

sulfated tyrosine-bound protein and showed that the protein was the fourth component of a

complement. Believing that developing and writing papers on the findings would further develop his 

abilities and talents, he and I moved to the United States together to conduct research under our 

co-researcher, Dr. Liu, at the University of Oklahoma. The model student quickly fit in with the 

laboratory and started expressing his desire to proceed to the doctoral course there; however, in order 

to do that, he needed to earn a TOEFL score of 650 or higher, which is a high hurdle for a Japanese

student to overcome. I suggested to him that he enroll at UGSAS, which he did. However, I was

convinced that the less constrained research environment in the United States would suit him better

and sent him to the United States again to work on a joint research project. This time, his theme was 

the “tyrosine sulfation of free amino acids.” He successfully conducted the study and found a new 

sulfotransferase. The study was published in the European Journal of Biochemistry in 1994; it was 

the first study in which we used molecular biology techniques. I was impressed that the techniques 

dramatically shortened the time it took to complete the biochemical study. He, using molecular 

biology techniques, created a new chimeric sulfotransferase and identified its active center. The 

findings were published in the Journal of Biological Chemistry, my dream journal. Based on these 

results, he was awarded a doctoral degree in agriculture from UGSAS. With hopes to keep him at the 

university, I visited several laboratories with vacant positions to inform them about him. It was not 
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an easy task, but in 1996, he finally found a research assistant position. He then honed his research 

abilities at an institute in Basel, Switzerland, which is where he started preparing for the

post-genome research. After publishing many papers, he became an associate professor in 2003 and 

a professor in April 2012 at the young age of 45. Since the professor position was open to all, sixteen

people applied for the job. There were many hidden talents in the field of biochemistry, and selecting 

one from among the applicants was difficult. A selection committee, based on strict assessment, 

selected him, and the review board unanimously approved the selection. His continued success is 

expected. 

 Japanese universities have introduced competition by adopting public recruitment. This system is 

very similar to the one in the United States. To survive in the system, one must make individual 

efforts as well as secure the understanding and support of people around him/her. Moreover, among 

research performance measures, acquisition of external funds is important, which may be surprising 

to some. Particularly, the Grants-in-aid for Scientific Research will increase its importance, as it is 

the result of external evaluations. 

Using these topics, I would like to discuss the path to becoming a researcher in Japan and the

United States.  
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Lecture title: Expectations for New Graduates with Doctoral Degrees who Seek Careers in Research Support 

Services

    Lecturer: Masahiro Ueda

Affiliation: CEO, Promega K. K. Japan

My name is Ueda, and I am the CEO of Promega K. K. in Japan. 

Promega Japan is the fully owned subsidiary of Promega Corporation, headquartered in Madison, Wisconsin, in the United 

States. More than eighteen years have passed since the establishment of the company in February 1995.

I have been working in the bioresearch support services industry for thirty-five years. There were few individuals with doctorate 

degrees when the industry began, but they have increased significantly in these 10 years.

At Promega Japan, as an example, seven people hold doctorate degrees, and thirteen hold master’s degrees out of all thirty-five 

employees. This means that 20% of the employees hold doctorate degrees and more than 30% hold master’s degrees, indicating 

disproportionately high percentages. 

I have had many opportunities to work with people who hold doctorate degrees. Many of them are highly talented, while some

will become more effective business persons if a few improvements are made in the following aspects:

Some people lack common sense and cannot make sound decisions as adults.

Some people do not seem to have a good understanding of, or try to understand, a “business” or “company.”  

Some people always want to be commentators rather than becoming actively involved in business activities that come with

responsibilities.

Many people have a tendency to avoid risk taking. Typically, starting with negative premises, it is suggested that 98% of 

Japanese fall into this category, which is much higher than Americans, of whom 40% fall into this category.

Some people are not good at handling new business development jobs that have no predetermined patterns to follow nor

that require decision making, while they are good at executing tasks for which they can follow fixed patterns.   

Some people proceed to work without consulting with the appropriate persons in advance and spend more time and effort 

than necessary, which turns out to be a waste.

These statements may be true for all business persons. On this occasion of my lecture, I would like to offer you some 

suggestions to help you understand business basics, so you can enjoy working with confidence, especially those of you who 

have acquired doctorate degrees and have gained expert knowledge, which is a very powerful specialty. 

When I started working, I was advised to read Shinnyu-shain shokun! (translated as “Inspiring words for fresh graduates who 

start working for companies”), written by a Japanese writer, Hitomi Yamaguchi. I read the book over and over again. While I 

was convinced by the description in this book of how you should prepare yourself for work, I am afraid that the contents are too 

old for new employees entering companies today. I read several books, and this is the one that seemed to hit the mark:

Nyusha 1nen-me no kyokasho (translated as “Textbook for new graduates who have just entered companies,” published by 

Diamond, Inc.  

I would highly recommend this book. One of the managers of our company read it, and he said that the author discusses very 

basic issues. He was happy with the fact that the book reminded him of the importance of going back and realizing a beginner’s 

enthusiasm.

In regard to the issues I mentioned above, “How can I change my poor impression?” “How can I live a fulfilling life as a 
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business person?” and “How can I find a global career path?”

I would like to talk about issues that can help you find answers to these questions, using specific examples, such as what a 

company expects from you.
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Many universities and private companies have research laboratories and also employ a large number of 

researchers. NARO, the National Agriculture and Food Research Organization, is one of those companies. Today, 

I would like to introduce my employer, NARO Institute of Fruit Tree Science. I will also talk about my research.

The National Agriculture and Food Research Organization (NARO) 

NARO is an independent administrative research organization that conducts research addressing “agriculture, 

food, and rural communities” in Japan. It works on developing technologies related to the processing, 

distribution, and consumption of food, livestock, animal health, and engineering technologies for rural

communities, waterways, and so on. NARO was originally established as a national institute in 2001 and

includes 12 experimental and research institutions. Reorganization has made it the organization it is today.

NARO has its headquarters and 15 research institutes across the country, employing approximately 3,000 

people. 

The NARO Institute of Fruit Tree Science (NIFTS)

NIFTS is one of the research institutes of NARO and seeks to contribute to the fruit industry by promoting the 

development of new cultivars and rootstocks of fruit trees (citrus fruits, apples, Japanese pears, peaches, 

chestnuts, persimmons, grapes, and other fruits) and improving the cultivation technique, pest control, and 

postharvest technology. NIFTS is based in Tsukuba, Ibaraki Prefecture, and has four other research stations 

across Japan. NIFTS has produced several varieties of fruits, such as Fuji (apple), Kosui and Hosui (Japanese 

pear), Okitsuwase (mandarin), and Shiranui/Dekopon (mandarin). 

My laboratory 

The laboratory I am affiliated with conducts research and development on technologies used to control citrus 

greening disease (Huanglongbing) and its vector, the Asian citrus psyllid (Diaphorina citri). Citrus greening is a 

serious bacterial plant disease that adversely affects citrus groves worldwide. Once infected with the disease, the

trees produce inedible fruit and eventually die. Since there is no cure for this disease, removing the infected trees 

and controlling the vector insect have been implemented as the primary control methods. In the laboratory, there 

are both plant pathologists and applied entomologists. The former studies the pathogen of citrus greening, and 

the latter, the vector insect. Through many research projects, we collaborate with counterparts at agricultural 

experimental centers and control stations in Kagoshima and Okinawa, where citrus greening occurs. 

 

Message to the students 

Lecture title: My work and my workplace – Introduction to NARO and its research topics

Lecturer: Nami Uechi  

Affiliation: NARO Institute of Fruit Tree Science (Breeding and Pest Management Division)
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One fascinating thing about research is that you can discover interesting phenomena and new ideas as well as 

contribute to agricultural production by applying new findings and technologies. I think it is even more important 

for researchers to have a driving force, physical strength, and a connection with other researches than it is to have 

exceptional abilities and skills.
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Leave a Nest Co., Ltd., was established on June 14, 2002, by fifteen graduate students from science and 

technology disciplines. Our corporate vision is to develop science and technology for global happiness. We had 

no business experience prior to establishing the company; thus, we started a science workshop at schools using 

our original teaching materials to demonstrate how exciting and fun scientific research can be. It has been ten 

years since Leave a Nest was founded. The company has expanded, and we conduct more than 150 such science 

workshops annually. Moreover, these workshops are not only offered by Leave a Nest employees and interns but 

are also conducted as joint workshops in collaboration with universities and other companies. With several

friends and allies on our side, we provide education based on advanced science and technology to children, who 

are the driving force of the future. 

Moreover, we aimed for self-growth through the generation of business ideas around how to continue 

providing children with scientific education. We believe that, in both research and business, communication 

skills are most important in order to convey one’s thoughts across different audiences. We call this aspect of 

communication skills “Science Bridge Communication” (SBC). SBC skills are thus indispensable to students’ 

success after graduation, enabling them to utilize their scientific expertise to the maximum. Staff and interns at 

Leave a Nest teach communication skills that will enable students to convey their thoughts about science. Over 

100 graduate students in science and technology who interned at Leave a Nest acquired these skills and were 

later successful in various professions.

In June 2012, Leave a Nest celebrated its 10th anniversary. While the company began as one offering 

scientific education, it now provides a wide range of services through 6 different divisions: education 

development, human resource development, research and development, media development, regional 

development, and strategy development. Leave a Nest has offices not only in Japan (Tokyo, Osaka, Okinawa) but 

also overseas (Singapore, the USA). Further, all staff members at Leave a Nest have master’s or doctoral degrees 

in science. It will be increasingly important to bridge the gap between advanced science and society.  

In this lecture, on the basis of my own experience, I would like to explain the motivation behind some science 

graduates establishing a new venture company, what we planned and accomplished during those ten years, and 

where we are headed from here. I wish to actively exchange opinions with the audience. Those wanting to visit 

or work at Leave a Nest are very welcome. I look forward to your participation.  

Lecture title: Establishment of Venture Company that Bridges the Gap Between Advanced Science and 

Society

Lecturer: Shuichiro Takahashi

Affiliation: Leave a Nest Co., Ltd.
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 Introduction 

We hear bad news every day: business recessions, job shortages, a highly educated working poor, and so on. You 

do not need to feel depressed about it. Alan Kay, who is known as the father of personal computers, said, “The 

best way to predict the future is to invent it.” Yes, you can invent it.  

I had originally wanted to become a biologist, but I ended up selling cars. Now I am a management consultant. 

Changing careers to venture off in an entirely new direction without due deliberation may make some people think 

the field I am working in now is completely different from my career goal. I, however, think I have done well. I do 

not perceive there to be much difference among biologists, car sales representatives, and management consultants. 

I had many distinguished colleagues when I was in graduate school. Many of them are still engaged in research; 

however, most of them have had difficulties securing stable jobs and are in situations where they are uncertain what 

tomorrow will bring. I sometimes think “if you get serious, there are many fields in which you can play an active 

role.”  

Let me show you how I came to be in my present career, using my own career path as an example, so that you 

can determine the best career path for you to take.  

Lecture title: What You Can Do—A Report of an Individual who Changed Career Paths

Lecturer: Tomoyuki Sameshima 

Affiliation: Research staff, Business Support Division, Kaiho Research Institute, Ltd.  
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  Career history  

I was born in Tokyo in 1972.  

I graduated from the Production Environment Course, Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus

(Entomology Lab).  

I completed the master’s program at the Graduate School of Sciences, Kyushu University. I entered the doctorate 

program (second-half period) of the same graduate school and completed the coursework but withdrew from the 

program without receiving my degree (Laboratory of Ecological Science). 

I worked as an instructor at a high school and a technical school while I attended graduate school. At the same 

time, I joined a business start-up project, which subsequently came to a standstill, and gave up on the idea of 

starting a business with the group.  

Balcom Motors Co., Ltd. (Hiroshima Prefecture)

I found employment at a car import dealer, which had many stores in the Sanyo Region, and began to build a 

business career.  

I am experienced in a variety of areas, including sales, store manager, used car trading, personnel affairs,

management planning, and was head of the secretariat in charge of many large-scale projects.

Sanno Institute of Management (Tokyo)

Three steps
Points, lines, and planes 

Observe
Become free Walk

Geographical paths 

Paths of 

industry/occupation paths 

Future:

Choose vectors

Past:

Follow the tracks 

My areaMy core My axis
- Broaden views

- Look at both external and 

internal aspects

- Look what are in common 

- Extract elements

- Disassemble the structure

- Restructure 

- Think on your own

- Decide by yourself

- Walk on your feet 

- Elements that are always included

- Combination patterns

- Areas surrounded by the tracks

Measures for risk

Your own change Changes in societyGap

Risk arises

External

Internal

- Network of people and information 

- Collaboration skills

Dependence on organizations, 

titles, and authority

Sought-after qualifications

Skills that are versatile and are resistant to becoming obsolete

Experiences that are generalized and systematically organized 
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I entered a consulting firm to try to improve my planning and consulting abilities and skills.  

I was in charge of consultation for human resource/education/ organizational development, investigation of the 

quality of service, and the like, as well as planning/development of training, and development of instructors.  

Kaiho Research Institute Ltd. (Okinawa Prefecture) present post

I obtained employment at a think-tank company affiliated with a bank to support small- to mid-scale businesses 

in Okinawa Prefecture while gaining varied business experiences.

I took charge of business management guidance, market surveys, commissioned work of the prefecture, such as

collaboration among agriculture, commerce, and industry, and was responsible for the operation of subsidy 

systems in the environmental field. I also worked as an instructor for training programs. 

 Fields of profession  

Industry 
Retail, service, food and restaurant service, primary industry, environment, education, community 

business, and social business 

Field
Construction of concept, business model design, business plan development, marketing, branding, and 

human resources  

 Remarks on the lecture 

Based on my experience, I would like to discuss “important points to consider when choosing your career 

course,” and “how the knowledge and skills gained through research work can be helpful to the general tasks of 

companies.” I used to recruit people at human resource departments of private companies; therefore, any 

questions concerning job hunting are also welcome.  
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It has been over a decade since postdoctoral fellows (postdoc) and graduates who possess doctor’s degrees first 

voiced their difficulty in finding employment. During those ten years, the situation has further worsened, with

the employment environment for young researchers becoming increasingly sparse. Under such circumstances, 

various indicators have suggested that global competitiveness of Japanese research has been degrading. This is 

not necessarily a result of the unemployment status of young researchers, but many people concerned are 

beginning to detect that it may have something to do with it. Above all, undergraduate students are responding to 

this situation by not enrolling in graduate school, which may “sabotage” the research field. Because these 

students will forge the future of Japanese research, the impact of sabotage is immeasurable.

What can we do to remedy the situation?

In this lecture, we would like to view the problem by looking at three factors: (1) history, (2) the world, and 

(3) other fields to improve the situation affecting young researchers.

From a historical perspective, the source of this problem dates back to the 1950s. The late 1950s saw the 

beginning of a high economic growth period in Japan, and the demand for advanced education rapidly grew. To 

address the situation, the enrollment limits at universities and graduate schools quickly expanded. However, the 

1970s experienced a saturated state, and there were too many people with doctoral degrees. This is called the 

“over doctor problem (OD problem).” Although this became a social issue at the beginning of the 1980s, it was 

no longer being discussed by 1990. With a robust economy and increased university enrollment of the second 

baby boom generation, many doctors were employed at government and private organizations. However, after 

the 1990s, due to a prolonged recession, a low birthrate, and an increased number of postdocs, there were again 

too many doctors. Why did we not learn a lesson from our experience in the 1970s? 

Form a world perspective, we shed light on the employment situation of postdocs and people possessing

doctoral degrees in different countries. The difficulty employing doctors is in fact occurring throughout the world 

and is a popular topic of discussion. However, if we take a closer look, the employment problem in foreign

countries actually relates to the difficulty of employing researchers, because, in many cases, employment in other 

occupations is often possible. Compared to foreign countries, Japan is different in that the employment problem 

includes occupations other than researchers. We want to examine the reasons for the difference.

From an “other fields” perspective, we will explore problems particular to researchers and problems common 

to other occupations as well by comparing a career in research with other occupations. Employing temporary 

workers exists in various industries as an adjustment valve of employment. What is the general practice in other 

industries? The answer to this question may present a solution to this problem. 

Based on the above three points, I would like to present specific proposals to show what administration, 

politicians, businesses, society, and doctors can do to remedy the situation.

Lecture title: Career Paths of Researchers—History and prospects 

Lecturer: Eisuke Enoki 

Affiliation: Non-profit organization Science Support Association (SSA) / Kinki University, faculty of medicine 
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For the last ten years, although many measures have been implemented and different proposals have been 

announced, the situation has not dramatically improved. This suggests that this issue cannot be remedied using 

superficial measures. However, nothing will change if we only keep despairing over the issue. I sincerely hope 

that this lecture will provide a cue for you to take action. 
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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（国際総トン数 1284 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Ⅱ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 

鹿児島大学大学院連合農学研究科（3名） 

サンダ・シーラ・マエ・サラーダ 農水圏資源環境科学専攻・水産資源環境科学連合講座・

1年 

姜京範 農水圏資源環境科学専攻・水産資源環境科学連合講座・1年 

チャミラ・ウイジュクーン 生物生産科学専攻・生物環境保全科学連合講座 1年 

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 

  江幡恵吾  鹿児島大学水産学部准教授・実習指導 

三橋 延央  鹿児島大学水産学部特任講師・実習指導 

 その他の乗船者 

鹿児島大学水産学部 3年生 24名（亜熱帯域漁業乗船実習）、4年生 7名（洋上特別実習） 

   鹿児島大学水産学研究科 4名（大学院総合乗船実習） 

 

3.  活動記録 

10.21 特別講義 

16：10-17：30 外部講師による講義 水産学部大会議室 

「海洋の核物質汚染による水産系フードシステムへの脅威とその対処」 

     北海道大学大学院水産科学研究院 山下成治准教授 

    連大生、修士学生、学部学生、教員など約５０名が参加 
 
10.22 谷山港出港 

 09：00 水産学部をスクールバスで出発 

 10：00 かごしま丸乗船（学部生 24、大学院生 7、教員 3） 

うち留学生（8）は入管で手続き後に乗船 

船内生活の諸注意、レポートの説明、自己紹介 

 14：00 谷山港出港 
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 14：30 非常退船時の説明 

15：00 採泥（鹿児島湾指宿沖 124m） 

15：30 船内講義「底立延縄」不破教授 

 16：00 船内講義「マグロ延縄におけるウミガメの混獲防止」三橋講師  

18：30 稚魚ネット（枕崎沖 140m） 

 

10.23 東シナ海 

 06：30 起床、ラジオ体操、朝課業 

     荒天を避けて甑島沖へ避難 

 10：20 甑島沖で錨泊 

 13：30～15：30 一本釣り実習 

 17：00 抜錨、釜山向け航走  

  

10.24 東シナ海 

 06：30 起床、ラジオ体操、朝課業 

 08：00～11：00 講演準備（連大生、修士学生）、レポート課題学習（学部学生） 

 12：00～13：00 曳縄実習  

13：20  CTD観測（平戸島沖 69m） 

13：40 プランクトンネット（平戸島沖 69m） 

 14：00  入港準備作業 

 

10.25 釜山港入港 

 06：30 起床、ラジオ体操、朝課業 

 09：30 入港 S/B 

 10：00 釜山港 1番埠頭に着岸 

 12：30 釜慶応大学校水産科学大学向け出発（スクールバス） 

 12：50 釜慶応大学校水産科学大学到着 

13：30～17：45 陸圏・水圏科学セミナー 

 18：00 釜慶応大学校水産科学大学主催の懇親会（教員、連大生、修士学生） 

交流会（学部学生） 

 20：00 乗船学生帰船 

 

10.26 釜山港 

 06：30 起床、ラジオ体操、朝課業 

 08：30 自由上陸 

 18：00～20：00 かごしま丸主催の船内レセプション 

 20：00 乗船学生帰船 
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10.27 東シナ海 

 06：30 起床、ラジオ体操、朝課業 

 10：00 釜山港出港、鹿児島向け航走 

 13：00～17：00 操船実習 

  

10.28 東シナ海 

 06：30 起床、ラジオ体操、朝課業 

 08：00～11：00 船内清掃 

 13：00～16：00 グループ別発表、総括 

  

10.29 谷山港入港 

 06：30 起床、ラジオ体操、朝課業 

 08：00 谷山港入港、通関、入国手続き   

 11：00 下船、解散 

 

4.  講演 

山下成治 北海道大学准教授 「海洋の核物質汚染による水産系フードシステムへの脅威と

その対処」10月 21日 16：10-17：30、水産学部大会議室 

 東日本大震災による東北沿岸漁業地帯の大きな被害と原発事故による海洋環境と水産物

への潜在的脅威に対し「何が・どのように・どこで生じ、それに対処する方法はどのように

あるべきか」について、グループ作業を通じて理解を深めた。まず、山下先生から「海洋の

核汚染がおよぼす水産への影響」について講義が行われ、 

引き続いてオリエンテーションとワークショップ編成（Ice Breaking, Roll 決め）と KJ

法によるワークショップ作業と個別発表・全員による討議を行い、グループ代表者が発表し、 

総合討論を行った。本講義では，原発事故という重大な海の国難に対応する「調査研究の出

力」の在り方について、学生自身にも深く考えさせるものであった。 

この講演を通じて受講生は海洋からの食糧供給システムについて再認識すると共に、山下

氏の漁業現場に密着した研究姿勢に感銘を受けていた。 

 不破 茂 「底立延縄」10月 22日 15：30-16：00 

 底立延縄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。実操業の写真や実物漁具を使って漁具構造や操業方法の理解を促進した。説明は甲

板上での作業手順や安全への考慮事項を合わせて説明し、漁業になじみのない受講生への理

解を促した。 

 三橋延央 「マグロ延縄におけるウミガメの混獲防止」10 月 22日 16：00-16：30 

 延縄漁業の代表的事例であるマグロ延縄の漁具構成と水中での形状や釣針深度について説

明し、ウミガメの混獲防止についての実例が紹介された。 

 いずれの講義でも 10分程度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
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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. 本航海の往路航跡、観測点の位置 

 

航海期間中の航跡図を図 1.と図 2.に示す。救命艇操練は鹿児島湾内で、採泥は鹿児島

湾口部で、稚魚ネットとプランクトンネット並びに、CTD 観測は東シナ海で、それぞれ実

施した。 

 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 

  鹿児島湾指宿沖の水深 124mでスミス・マッキンタイヤー採泥器を用いて採泥し、泥は篩

○ 採泥 
○ 稚魚ネット 

○ プランクトンネット 
CTD 観測 
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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。 

 4) 稚魚ネット及びプランクトンネットによる生物採集実習 

  稚魚ネットは当初の計画通り薩摩半島南部で日没後に水深 130m で表層の生物採集を行

い生物相について学習した。しかし、プランクトンネットは強風と高い波浪のために 24

日に延期した。平戸島南西の水深 69m の海域で、0-50m の垂直引きにより生物採集を行い

生物相について学習した。採集した生物は室内で顕微鏡観察し、受講生により種の同定を

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。 

 

 

図 2. 本航海の復路航跡 

 

 5) CTD による海洋観測実習 

  平戸島南西の水深 69m の海域で、CTD を表層から 60m 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。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
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た。CTD には採水器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が視覚的に確認された。また、採水器を開

放してから深度の異なる海水を手にとって、深度による水温と塩分の違いを実体験した。

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。 

  

7. 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

を利用して、本セミナーを評価した。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 段階で評価してもらった。アンケートの集計

結果を表 1、2に、および受講生の自由記述を示す。 

表 1. 各質問事項に対する連大生・修士学生の回答数（ ）は修士学生 

 質 問  非 

 常 

 に 

 そ 

 う 

 思 

 う 

 

 ま 

 あ 

 そ 

 う 

 思 

 う 

 

 あ 

 ま 

 り 

 そ 

 う 

 思 

 わ 

 な 

 い 

 全    

 く 

 そ 

 う 

 思 

 わ 

 な 

 い 

1 船舶の設備は実習に対して適していた。 3（4）     

2 シラバスには、実習の目的、内容が分かりやすく示さ

れていた。 

3（1）    

3 実習内容はシラバスや乗船時の説明に沿っていた。 3（2） （1）   

4 実習に関する乗船時の説明は十分であった。（緊急対応

時、危険個所、航海予定、船内生活など） 

3（3） （1）   

5 使用機器の取り扱いは理解可能な範囲であった。 3（3） （1）   

6 この実習は知識や経験、技術、考える力を深めるのに

役立った。 

3（4）    

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。 3（4）     

9 説明はわかりやすかった。 3（2） （1）   

10 教員の機器・計器類、データ、サンプルの取り扱いは

適切に行われていた。 

3（4）    

11 配布資料は実習の履修に効果的であった。 2（4） 1    

12 実習中または時間外に質問する機会が設けてあった。 3（4）    
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表 2. 受講生に対する質問 

 質 問  非 

 常 

 に 

 そ 

 う 

 思 

 う 

 

 

 4 

 ま 

 あ 

 そ 

 う 

 思 

 う 

 

 

 

 3 

 あ 

 ま 

 り 

 そ 

 う 

 思 

 わ 

 な 

 い 

 2 

 全    

 く 

 そ 

 う 

 思 

 わ 

 な 

 い 

 

 1 

1 この乗船実習に意欲的に取り組みましたか 

（態度、行動や質問など） 

3（2） 1（1）   

2 機器・計器類やデータ、サンプルの取り扱いは適切に

できましたか。 

2（1） 2（3）   

3 レポートや課題提出、実習の準備など、時間外に勉強

しましたか 

2（2） 1（3） 1  

4 あなたがこの実習を受講した理由を選んでください。 

4：自分にとって必要なため 

3：興味があったため 

2：単位数を稼ぐため 

1：仕方なく 

 

2（1） 

 

 

2（2） 

  

 

表 3-1．自由記述事項：連大生 

Frankly, this trip a memorable one to me, not only enjoying it but also having new things such 
as various naviigatrnal aid on boards and various scientific knowledge on fisheries during the 
seminar. Lastly, the trip provide on important opportunity for me to sea the beautiful city of Busan. 
   To conclude, I would take this opportunity to convey my sincere thankful to the captain of 
Kagoshima-Maru and her crew for the excellent service they extend to the students friendly to Fuwa 
sensei, Ebata sensei and Mitsuhashi sensei for making this trip a memorable and enjoyable one. 
Thank you 
   This program is very useful and provides students with invariable skills in marine and other 
fishing related research ventures. 
   I had a bit of health problems due to rough sea and little experience on long trips also berries 
was a hard moment  to communicate with staff on board. 
   General remark; it is very useful program and I recommend to it should continue with some 
improvements. 
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Otsukaresamadeshita ! 

     All sensei are very approachable and very willing to teach all students. All ship crew are very 
disciplined and delight.  All students are eager to learn and fun to be with as well. Although I 
expected more fishing activities, the whole cruse was very useful for our learning. The symposium in 
Busan was very good venue to exchanging scientific knowledge.  
    The food was not delicious (maybe because I was seasick). Thank you very much. 
 

表 3-2．自由記述事項：修士学生 

   I would have been better if there was an English explanation for at least most important points 
mentioned in the distributed documents. I personally, gained an experience which is learned now. 
Really happy to admit that. 
   The trip was very enjoyable but it would have been better I have witness and participated in 

more fishing activities. I believe practical learning can be very useful for studying and I hope there 
will be more opportunities like this. It is also good to have conversations with sensei outside of 
classroom environment where we can pick their brains and learn from their experiences. どうもあり

がとうございました！  
 

 評価結果から判断して、本セミナーは目的を達成して良好に実施されたと判断できる。受

講生は積極的に本セミナーに参加し、練習船の設備や本セミナーの内容に満足し、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。評価結果では、満

足度が高いことを伺わせるが、実習に関する乗船時（乗船前）の説明や、実習で使用した機

器の取り扱いに関しては、他の項目と比較して満足度が低い。これらの説明は日本語で行い、

外国人留学生には必要に応じて英語で行ったが、専門分野が異なる彼らには十分に理解でき

なかったためと考えられる。 

 

7．総括 

 受講生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、洋上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、自分の研究室以外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、

確認できた。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空も高い満足度を得られたことを確認した。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。 

洋上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
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られた。これは昨年度の反省点を今年度の実施に反映させた結果である。一方では留学生に

対して、事前配資料やかごしま丸の設備などの説明文書には適宜英文を付加したが、初めて

乗船してくる留学生には情報不十分な点があったことも明らかになった。今年度の経験や記

録を参考として、かごしま丸とも連絡を取りあって、これらの反省点は来年度の開講に向け

て改善してゆきたい。 

 今年度は連大生 5名が履修登録したが 2 名が辞退して 3 名の参加にとどまった。受講を辞

退した理由は、国際学会と日程が重複したことであった。今年度は韓国の釜山に寄港して、

釜慶大學校と鹿児島大学連合農学研究科、鹿児島大学水産学部の共催で「Seminar on 
Agriculture and Fishery Science」を開催して学生に講演する機会を提供したことは、参加学生

から高い評価を得ており、乗船実習と併せて企画の趣旨は達成されたといえる。今年度は琉

球大学から初めての参加があって良い評価を得た。次年度以降も構成大学から参加されるこ

とを期待している。今年度の反省点は改善して来年度の募集時の説明資料と実施計画に反映

させたい。 

今年度は 2月の代議委員会で開催することを早期に発表したこと及び、募集期間を約 2 ヶ

月としたことは適当だった。この洋上セミナーに対する参加学生の評価は高く、来年度の参

加を希望するものもいた。彼らの口コミ効果による参加者の増加を期待する。また、来年度

は今年度と同時期に開催して、台湾の高雄に寄港して、高雄海洋大学と鹿児島大学連合農学

研究科、鹿児島大学水産学部の共催で「陸圏・水圏科学セミナー」を開催する予定である。

各構成大学の教員にも本セミナーの意義を周知して受講者の増加を期待したい。 

 

8．謝辞 

人材養成学生支援セミナーⅡ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

船長ならびに乗組員の方々に深く感謝します。また、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並びに、諸手続きを実行していた

だきました鹿児島大学連合農学研究科研究科及び、鹿児島大学水産学部事務職員の方々へお

礼を申し上げます。 
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(13) (12) (17) (14) (23) (24) (34) (34) (19) (23) (37)

1
6
0

平成24年4月1日現在

ｶﾞｰﾅ        1

ｹﾆｱ         1

ﾀﾝｻﾞﾆｱ      1

台湾        1

ｶﾞｰﾅ        1

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ     1

ﾁｭﾆｼﾞｱ       1

ｶﾞｰﾅ        2

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      2

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

ﾈﾊﾟｰﾙ       1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  5

ｹﾆｱ         1

ｾﾈｶﾞﾙ       1

日本       23

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     7

ｽﾘﾗﾝｶ       1

ﾀｲ          4

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ      1

韓国        2

中国        8ﾏﾚｰｼｱ       1

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ1

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

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  4

日本       26

中国       10

ﾊﾟｷｽﾀﾝ      1

ｴｼﾞﾌﾟﾄ      1

ｶﾞｰﾅ        1

ｻﾞﾝﾋﾞｱ      1

ｾﾈｶﾞﾙ        1

ｴｼﾞﾌﾟﾄ       1

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ      1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ   6

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ       2

ﾐｬﾝﾏｰ        1 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ      1

日本       14

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  7

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1

韓国         2

中国         5

ﾀｲ          1

韓国        2

ｺｽﾀﾘｶ        1

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ       1

日本       21

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     7

ﾀｲ          1

韓国        3

日本        22

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ      9

ｽﾘﾗﾝｶ        1

ﾀｲ           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

ｸﾞｱﾃﾏﾗ      1

ｽﾍﾟｲﾝ       1

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

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     1

ﾀｲ          3

ｴｼﾞﾌﾟﾄ      1

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

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

日本       13

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     3

ﾀｲ          3

韓国        2

西ﾄﾞｲﾂ      1

日本        6

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     3

韓国        2

中国        4

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1

ﾏﾚｰｼｱ       1

中国        4

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  2

年　度

入学定員

志願者数

構成大学
入
学
者
数

計

10
22

62

他大学

63
18

25

元
18

18

佐賀大学(農)

国籍別入学者

構
成
大
学
別
学
生
数 琉球大学(農)

計

宮崎大学(農)

鹿児島大学(農)

鹿児島大学(水)

ﾀｲ          2

58

2
18

30

日本       12

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     3

日本       17

ｲﾝﾄﾞ        1

39

韓国        1

3
18

25

9
22

47

6
22

7
22

55

84
22

40

5
22 22

46

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     2

韓国        3

中国        8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度　別　入　学　者　数                                                           　　　　　　　　　　　   

（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度　別　入　学　者　数                                                           　　　　　　　　　　　   

31 (2) 37 (4) 49 (7) 37 (2) 46 (4) 62 (6) 31 (3) 36 (2) 25 (3) 30 (2) 29 (5)

(16) (23) (25) (19) (22) (20) (12) (19) (13) (16) (16)

12 (1) 18 (3) 14 (2) 13 (5) 18 (4) 5 (1) 7 (2) 13 (3) 3 10 (2) 11

(10) (8) (7) (4) (12) (3) (5) (6) (2) (6) (10)

43 (3) 55 (7) 63 (9) 50 (7) 64 (8) 67 (7) 38 (5) 49 (5) 28 (3) 40 (4) 40 (5)

(26) (31) (32) (23) (34) (23) (17) (25) (15) (22) (26)

13 (2) 11 (1) 11 7 10 (1) 17 (1) 10 (1) 13 (1) 7 10 12 (1)

(9) (6) (5) (5) (5) (8) (5) (6) (2) (6) (8)

7 (1) 12 (1) 19 (3) 10 (2) 21 (4) 15 (2) 5 (1) 8 (2)

(1) (8) (9) (3) (7) (5) (1) (3)

7 13 (1) 12 (2) 17 (5) 11 (1) 13 (2) 7 (1) 13 11 (2) 13 (2) 5 (1)

(6) (8) (7) (7) (7) (4) (4) (7) (6) (6) (3)

8 11 (2) 12 9 12 (1) 8 5 4 4 7 12 (1)

(6) (7) (7) (5) (9) (4) (4) (4) (4) (6) (9)

8 8 (2) 9 (4) 7 10 (1) 14 (2) 10 (2) 10 (3) 6 10 (2) 11 (2)

(4) (2) (4) (3) (6) (2) (3) (5) (3) (4) (6)

1 1 0 0 0

43 (3) 55 (7) 63 (9) 50 (7) 64 (8) 67 (7) 38 (5) 49 (6) 28 (2) 40 (4) 40 (5)

(26) (31) (32) (23) (34) (23) (17) (25) (15) (22) (26)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      2

ﾍﾞﾄﾅﾑ       1

ﾐｬﾝﾏｰ       1

1
6
1

中国　　　  2

日本　　　 14

ﾈﾊﾟｰﾙ　　 　2

ｷｭｰﾊﾞ       1

日本       18

ｲﾝﾄﾞ　　  　1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　 1　

ｽﾘﾗﾝｶ　　　 3　

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  4

ﾌﾞｰﾀﾝ       1

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1

ｹﾆﾔ         1

ﾀｲ          2

中国        3

ﾊﾟｷｽﾀﾝ      1

ﾀﾝｻﾞﾆｱ      2

ﾁｭﾆｼﾞｱ      1

ﾀﾝｻﾞﾆｱ      1

中国        1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  2

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     4

ｽﾘﾗﾝｶ　　　 1　

ﾀｲ          1

韓国        1

19
23

30

日本       13

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ     1

ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ    1

ﾀｲ          1

韓国        1

中国        6

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  4

ﾘﾋﾞｱ        1

入
学
者
数

構
成
大
学
別
学
生
数

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

ﾀﾝｻﾞﾆｱ       1

日本       24

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     1

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1

ﾍﾞﾄﾅﾑ       2

ﾏﾚｰｼｱ       1

ｶﾞｰﾅ        1

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

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      3

ｸﾞｱﾃﾏﾗ      1

ﾄﾙｺ         1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

日本　　　 44

ｲﾝﾄﾞ        1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     2

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ     1

ｽﾘﾗﾝｶ       2

ﾀｲ          1

ｲﾝﾄﾞ        1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     3

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ     1

ｽﾘﾗﾝｶ       1

ﾖﾙﾀﾞﾝ       1

ﾄﾙｺ         1

中国        7

ﾊﾟｷｽﾀﾝ      1

ﾍﾞﾄﾅﾑ       2

ﾐｬﾝﾏｰ       2

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ　 　2

ﾒｷｼｺ　　　  1

ﾓｰﾘﾀﾆｱ　　  1

ﾀｲ          2

韓国　　 　 3

中国　　    9

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

中国        8

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  2

ﾏﾗｳｲ　　 　 1

ｹﾆｱ         1

ｲｴﾒﾝ        1

ｴｼﾞﾌﾟﾄ 　   2

ﾍﾞﾄﾅﾑ　　 　2

ﾏﾚｰｼｱ　　 　2

ﾐｬﾝﾏｰ　　   2 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      3

18
23

50

日本       27 日本　　   30

67

17
22

16
22

ﾙｰﾏﾆｱ　　   1

ﾖﾙﾀﾞﾝ　　   1

ｲﾗﾝ　　　   1

ﾌｲﾘﾋﾟﾝ      1

ﾍﾞﾄﾅﾑ　　   3

ﾐｬﾝﾏｰ　　   3

ｱﾒﾘｶ　　　  1

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ　  　1

ｲﾝﾄﾞ        1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     4

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ　   1

ｽﾘﾗﾝｶ       2

ﾀｲ　　　  　2

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ   　3

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ　   1

ｽﾘﾗﾝｶ 　　  1

中国 　　　 7

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

ﾏﾚｰｼｱ       1

ｺﾛﾝﾋﾞｱ      1

ﾀﾝｻﾞﾆｱ      1

12
22

55

日本       24

ｲﾝﾄﾞ        1

ｴｼﾞﾌﾟﾄ      1

11 14

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     7

ｽﾘﾗﾝｶ       1

韓国        3

中国        9

ｲﾝﾄﾞ　　　　1

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　 8

13
22

日本       31

15
22

年　度

入学定員

志願者数

構成大学

22

44 67

ﾌｲﾘﾋﾟﾝ   　 1

計

佐賀大学(農)

宮崎大学(農)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

23

3955

他大学

23

日本　　 　17

鹿児島大学(農)

鹿児島大学(水)

琉球大学(農)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　 　 1

ﾐｬﾝﾏｰ　　 　2

ﾍﾞﾄﾅﾑ　 　　2ﾒｷｼｺ        1

ｲﾗﾝ         1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  6

連携大学院

計

国籍別入学者

韓国　　　　3

中国        3

ﾈﾊﾟｰﾙ       1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  4

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      2

ﾏﾚｰｼｱ       1

ｽﾘﾗﾝｶ　　 　2

ﾀｲ　　　 　 1

台湾　　　  1

20
23

40 40

ﾀﾝｻﾞﾆｱ　　  1ﾀﾝｻﾞﾆｱ　　  1

ｹﾆｱ         1

21

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　 9

韓国　　 　 1



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度　別　入　学　者　数                                                           　　　　　　　　　　　   

28 (3) 26 (5) 22 (3) 15 (3)

(10) (10) (6) (5)

15 (2) 12 (2) 13 (4) 10 (3)

(2) (9) (8) (7)

43 (5) 38 (7) 35 (7)

(12) (19) (14)

14 (1) 12 5 3 (2)

(8) (7) (2) (1)

10 (2) 8 (4) 8 (3) 6 (2)

(3) (3) (2)

11 (1) 11 6 (1) 8 (1)

(7) (7) (3) (6)

8 (1) 7 (3) 16 (3) 8 (1)

(4) (2) (9) (3)

0 0 0 0

43 (5) 38 (7) 35 (7) 25 (6)

(22) (19) (14) (12)

1
6
2

ﾓｰﾘﾀﾆｱ　　　1 中国        1

ﾐｬﾝﾏｰ　　　 2 韓国        1 中国        1

中国        2 ﾏﾚｰｼｱ　　　 1 ﾐｬﾝﾏｰ       1 ﾏﾗｳｲ        1

ﾍﾞﾄﾅﾑ　　　 3 ﾏﾚｰｼｱ       2 ﾍﾞﾄﾅﾑ       1

ﾍﾞﾄﾅﾑ       2 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　　　2 ﾎﾞﾘﾋﾞｱ      1 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      2 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ　2 ﾍﾞﾄﾅﾑ       3 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  6 ﾄﾝｶﾞ　　　　1 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ      1 ﾀﾝｻﾞﾆｱ      1

ﾀｲ          1 ｽﾘﾗﾝｶ　　　 2 ﾌｨｼﾞｰ       1 ﾀｲ          2

ｽﾘﾗﾝｶ       2

日本       13

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ     2 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ　　 4 ｽﾘﾗﾝｶ  　　 2 ｴｼﾞﾌﾟﾄ      2

連携大学院

計

国籍別入学者

日本　　　 17 日本　　　 19 日本　　　 21

ｾﾈｶﾞﾙ       1 ｳｶﾞﾝﾀﾞ　　　1 ﾀｲ          1

ﾐｬﾝﾏｰ       1

入
学
者
数

構成大学

他大学

計

構
成
大
学
別
学
生
数

佐賀大学(農)

宮崎大学(農)

鹿児島大学(農)

鹿児島大学(水)

琉球大学(農)

志願者数 45 38 36 25

入学定員 23 23 23 23
27 28 29 30 31 32年　度 22 23 24 25 26
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平成２４年１０月入学生及び指導教員名簿 
 
平成２４年１０月入学 

専攻 連合講座 
ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 
氏   名 

（国籍）（性別） 
主指導教員 

① 第１副指導教員 
② 第２副指導教員 
補  指導助教員 

備考 

応用生命科学 生物機能化学 
ﾄｷﾑﾗ ｶﾅｴ 
時村 金愛 
（日本）（女） 

北原 兼文(鹿農) 
① 安部 淳一(鹿農) 
② 光富 勝(佐) 
補 藤田 清貴(鹿農) 

 

農水圏資源 
環境科学 

地域資源 
環境工学 

ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 
岡田 正三 
（日本）（男） 

上野 正実(琉) 
① 川満 芳信(琉) 
② 岩崎 浩一(鹿農) 
補 平良 英三(琉) 
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平成２５年４月入学生及び指導教員名簿（２－１） 

専攻 連合講座 
ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 
氏   名 

（国籍）（性別） 
主指導教員 

① 第１副指導教員 
② 第２副指導教員 
補  指導助教員 

備考 

生物生産科学 

熱帯資源・ 
植物生産科学 

ｲｽﾗﾑ ｴﾑﾃﾞｨｰ ﾏﾃｨｳﾙ 
Islam, MD. Matiul 
（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）（男） 

有馬 進(佐) 
① 鄭 紹輝(佐) 
② 佐々木 修(鹿農) 
  

国費 
 

ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 
河﨑 俊一郎 
（日本）（男） 

川満 芳信(琉) 
① 上野 正実(琉) 
② 山本 雅史(鹿農) 
  

 

ｼﾞｪｲﾎﾟﾝ ﾀﾅﾝｺﾝ 
Jaiphong Thanankorn 
（ﾀｲ）（男） 

川満 芳信(琉) 
① 上野 正実(琉) 
② 冨永 茂人(鹿農) 
  

国費 
 

ﾋﾃﾞｼﾏ ﾖｼﾄﾓ 
秀島 好知 
（日本）（男） 

有馬 進(佐) 
① 鈴木 章弘(佐) 
② 佐々木 修(鹿農) 
  

 

動物資源 
生産科学 

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｺ 
溝口 由子 
（日本）（女） 

中西 良孝(鹿農) 
① 髙山 耕二(鹿農) 
② 尾野 喜孝(佐) 
 大島 一郎(鹿農) 

 

地域・国際 
資源経済学 

ｲﾑﾗ ﾀﾂｼﾞ 
伊村 達児 
（日本）（男） 

内藤 重之(琉) 
① 木島 真志(琉) 
② 豊 智行(鹿農) 
  

 

ﾏｴﾀﾞ ﾁﾊﾙ 
前田 千春 
（日本）（女） 

内藤 重之(琉) 
① 木島 真志(琉) 
② 白武 義治(佐) 
  

 

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｼﾞ 
水上 健次 
（日本）（男） 

内藤 重之(琉) 
① 木島 真志(琉) 
② 佐野 雅昭(鹿水) 
  

 

応用生命科学 

生物機能化学 

S.R.B.D.M. ｲﾝﾃﾞｨｶ ﾌﾟﾗﾃﾞｨｰﾌﾟ 
ﾜﾝﾆﾅｰｲｶ 
S.R.B.D.M. Indika Pradeep 
Wanninaika 
（ｽﾘﾗﾝｶ）（男） 

外山 博英(琉) 
① 橘 信二郎(琉) 
② 侯 徳興(鹿農) 
補 渡邉 泰祐(琉) 

私費 
 

ｺｼﾞｮｳ ﾄｼﾋﾛ 
小城 章裕 
（日本）（男） 

玉置 尚徳(鹿農) 
① 高峯 和則(鹿農) 
② 外山 博英(琉) 
  

 

食品機能科学 

ｲﾉﾊﾗ ｺｳﾀ 
井ノ原 康太 
（日本）（男） 

木村 郁夫(鹿水) 
① 上西 由翁(鹿水) 
② 安部 淳一(鹿農) 
  

 

ﾍﾟﾄﾛｽ ｷﾝｸﾞｽﾄｰﾝ ﾁｸﾞｴﾁｮｶ 
Petros Kingstone Chigwechokha 
（ﾏﾗｳｲ）（男） 

板倉 隆夫(鹿水) 
① 上西 由翁(鹿水) 
② 屋 宏典(琉) 
補 塩崎 一弘(鹿水) 

国費 
 

先端応用 
生命科学 

ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 
中山 秀幸 
（日本）（男） 

石丸 幹二(佐) 
① 上野 大介(佐) 
② 橋本 文雄(鹿農) 
  

 

ﾆﾙｼ ﾇｶﾞﾗ 
N.N.R. Nilushi Nugara 
（ｽﾘﾗﾝｶ）（女） 

屋 宏典(琉) 
① 高野 良(琉) 
② 永尾 晃治(佐) 
補 岩崎 公典(琉) 

国費 
 

ﾋｻﾅｶﾞ ｱﾔﾐ 
久永 絢美 
（日本）（女） 

侯 徳興(鹿農) 
① 大塚 彰(鹿農) 
② 屋 宏典(琉) 
  

 

ﾌｨｰﾋﾞｰ ｻﾞﾊﾟﾝﾀ ﾄﾘｵ 
Phoebe Zapanta Trio 
（ﾌｲﾘﾋﾟﾝ）（女） 

侯 徳興(鹿農) 
① 橋本 文雄(鹿農) 
② 永尾 晃治(佐) 
  

国費 
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平成２５年４月入学生及び指導教員名簿（２－２） 

専攻 連合講座 
ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 
氏   名 

（国籍）（性別） 
主指導教員 

① 第１副指導教員 
② 第２副指導教員 
補  指導助教員 

備考 

農水圏資源 
環境科学 

生物環境 
保全科学 

ｴﾙｻｲﾄﾞ ﾓﾊﾒﾄﾞ ｴﾙﾅﾊﾞｳｲ  
ｱﾌﾞﾄﾞﾙﾌｧﾀ 
Elsaid Mohamed Elnabawy 
Abdelfatah 
（ｴｼﾞﾌﾟﾄ）（男） 

津田 勝男(鹿農) 
① 坂巻 祥孝(鹿農) 
② 立田 晴記(琉) 
  

私費 
 

地域資源 
環境工学 

ｳﾁﾀﾞ ｹｲｲﾁ 
内田 圭一 
（日本）（男） 

河野 澄夫(鹿農) 
① 紙谷 喜則(鹿農) 
② 木村 郁夫(鹿水) 
  

 

ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 
岡本 健 
（日本）（男） 

酒井 一人(琉) 
① 中村 真也(琉) 
② 長 裕幸(佐) 
  

 

水産資源 
環境科学 

ｳｨ ﾎﾝ ｲ 
魏 弘毅 Hongyi Wei 
（中国）（男） 

前田 広人(鹿水) 
① 吉川 毅(鹿水) 
② 境 雅夫(鹿農) 
  

私費 
 

ﾁｪﾝ ﾌｨﾝ ﾇｳ 
Truong Huynh  Nhu 
（ﾍﾞﾄﾅﾑ）（女） 

石川 学(鹿水) 
① 越塩 俊介(鹿水) 
② 吉川 毅(鹿水) 
  

私費 
 

ﾏｼﾞｬﾝｶﾞ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾄﾞｯﾄ 
Majanga Benjamin Dotto 
（ﾀﾝｻﾞﾆｱ）（男） 

藤枝 繁(鹿水) 
① 大富 潤(鹿水) 
② 西 隆一郎(鹿水) 
  

国費 
 

ﾏﾊﾑﾄﾞ ｱﾌﾞﾄﾞﾙﾊﾐｯﾄﾞ ｵﾑﾗﾝ 
ﾀﾞｳｯﾄﾞ 
Mahmoud Abdelhamid Omran 
Dawood 
（ｴｼﾞﾌﾟﾄ）（男） 

越塩 俊介(鹿水) 
① 石川 学(鹿水) 
② 前田 広人(鹿水) 
  

私費 
 

ﾐﾂｷﾞ ﾐﾂｶｽﾞ 
三次 充和 
（日本）（男） 

鈴木 廣志(鹿水) 
① 山本 智子(鹿水) 
② 野間口 眞太郎(佐) 
補 久米 元(鹿水) 

 

ﾜﾁｬﾗﾎﾟﾝ ﾁｭﾑﾁｭｳﾝ 
Watcharapong Chumchuen 
（ﾀｲ）（男） 

松岡 達郎(鹿水) 
① 安樂 和彦(鹿水) 
② 中西 良孝(鹿農) 
  

私費 
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平成２４年度奨学金及び研究助成金受給状況

奨学金
申請者数 採用者数
1名 1名
4名 4名
2名 0名
2名 0名
1名 1名
1名 0名
1名 1名
1名 0名

日本学生支援機構奨学生
　　学　　　年 申請者数 採用者数
１年次（第一種）11名 11名
　

平成２４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 3名 0名 2名 1名
１０月入学 0名 0名 0名 0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 29名 14名 15名 0名
後期 24名 13名 10名 1名

財団法人本庄国際奨学財団
共立国際交流奨学財団

公益財団法人佐藤陽国際奨学財団
国内採用による国費外国人留学生　

名称
財団法人日揮・実吉奨学会留学生第二種給与奨学金

私費外国人留学生学習奨励費

公益財団法人興南アジア国際商学財団
Asia留学生奨学制度



学 位 記 授 与 状 況

Ⅰ．課程博士
年度

専攻名
生物生産科学 4 (3) 5 (4) 4 (4) 3 (2) 5 (5) 9 (7) 14 (8) 12 (9) 14 (9) 14 (8) 9 (7)
生物資源利用科学 3 (3) 1 (1) 2 (2) 4 (1) 4 (1) 8 (3) 10 (7) 13 (10) 7 (2) 7 (1) 9 (3)
生物環境保全科学 1 (1) 2 (2) 6 (3) 6 (5) 6 (4) 2 (2) 15 (11) 15 (10) 6 (5) 12 (9) 11 (6)
水産資源科学 4 (2) 6 (4) 7 (5) 7 (6) 9 (7) 10 (8) 7 (7) 7 (5) 5 (3) 10 (4) 9 (2)

計 12 (9) 14 (11) 19 (14) 20 (14) 24 (17) 29 (20) 46 (33) 47 (34) 32 (19) 43 (22) 38 (18)

年度
専攻名
生物生産科学 10 (7) 16 (10) 19 (12) 9 (8) 20 (14) 12 (8) 13 (7) 16 (9) 9 (5) 6 (3)
生物資源利用科学 8 (6) 14 (5) 7 (5) 19 (9) 9 (3) 10 (3) 9 (3) 10 (2) 9 (2) 7 (2)
生物環境保全科学 8 (7) 6 (3) 5 (2) 7 (3) 6 (3) 9 (3) 6 (5) 10 (6) 9 (5) 8 (2)
水産資源科学 10 (6) 11 (5) 10 (7) 9 (4) 10 (6) 9 (7) 7 (3) 8 (7) 6 (4) 5 (4)

計 36 (26) 47 (23) 41 (26) 44 (24) 45 (26) 40 (21) 35 (18) 44 (24) 33 (16) 26 (11)

年度
専攻名
生物生産科学 8 (4) 2 233 (153)
生物資源利用科学 5 (3) 3 (1) 178 (78)
生物環境保全科学 2 (1) 158 (98)
水産資源科学 1 (1) 1 (1) 168 (108)
生物生産科学 6 (4) 8 (7) 14 (11)
応用生命科学 2 (2) 7 (6) 9 (6)
農水圏資源環境科学 8 (4) 13 (9) 21 (13)

計 32 (19) 34 (24) 781 (469)

平成21年度4月入学者より、4専攻から3専攻に改組。

1
6
7

H24.4.1現在

12

29 30 31 合    計

8 9 10 11

2823 24 25 26 27

18 19 20 21 2213 14 15 16 17

2 3 4 5 6 7



国名 日本 ｲﾝﾄﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｽﾘﾗﾝｶ ﾀｲ 韓国 中国 台湾 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾊﾟｷｽﾀﾝ
ﾊﾞﾝｸﾞﾗ
ﾃﾞｼｭ

ﾌﾞｰﾀﾝ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾏﾚｰｼｱ

人数 312 8 70 4 12 28 29 111 2 4 4 67 1 30 12 11

国名 ﾐｬﾝﾏｰ ｱﾒﾘｶ ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ｸﾞｧﾃﾏﾗ ｺｽﾀﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾎﾞﾘﾋﾞｱ ﾒｷｼｺ ｷﾞﾘｼｬ ｽﾍﾟｲﾝ ﾄﾞｲﾂ
ﾊﾟﾌﾟｱ
ﾆｭｰｷﾞﾆｱ

ｲｴﾒﾝ ﾄﾙｺ ｲﾗﾝ

人数 13 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2

国名 ｵﾏｰﾝ ﾖﾙﾀﾞﾝ ｴｼﾞﾌﾟﾄ ｶﾞｰﾅ ｹﾆｱ
ｺｰﾄｼﾞﾎﾞ
ｱｰﾙ

ｻﾞﾝﾋﾞｱ ｾﾈｶﾞﾙ ﾀﾝｻﾞﾆｱ ﾁｭﾆｼﾞｱ ﾅｲｼﾞｪﾘｱ
ﾏﾀﾞｶﾞｽｶ

ﾙ
ﾏﾗｳｲ ﾓｰﾘﾀﾆｱ ﾘﾋﾞｱ 合計

人数 1 2 8 5 5 1 1 3 6 2 3 1 1 1 1 781

年度 人数 年度 人数

3 2 14 3 日本・ﾀｲ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

4 2 15 18 日本・ﾍﾞﾄﾅﾑ・中国

5 4 16 5

6 1 17 8

7 7 18 17

8 2 19 9

9 2 20 10

10 9 21 12

11 3 22 0

12 5 23 0

13 8 24 3

合計 131

国　　名

1
6
8

日本

中国

日本

【国別内訳】

国　　名

日本・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本

日本

日本・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

日本・米国・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾀｲ

日本

日本・ﾏﾚｲｼｱ・韓国・中国

Ⅱ．論文博士

日本 日本

日本･ｴｼﾞﾌﾟﾄ・ｽﾍﾟｲﾝ

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

日本・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

日本
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平成２４年度学位取得者名簿 
課程博士 

学位授与年月日 専  攻 
連合講座 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏 名 (性別)(国籍) 主指導教員 

平成24年9月14日 応用生命科学 
生物機能化学 

ｲｹﾀ  ゙ ｺｳｼ  ゙
池田 浩二 (男)(日本) 菅沼 俊彦(鹿農) 

平成24年9月14日 応用生命科学 
生物機能化学 

ﾌｧﾝ ﾌｨ ｶｲ 
黄 暉凱 (男)(台湾) 伊藤 進(琉) 

平成24年9月14日 農水圏資源環境科学 
生物環境保全科学 

ﾌｸﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 
福元 智博 (男)(日本) 岩井  久(鹿農) 

平成24年9月14日 農水圏資源環境科学 
地域資源環境工学 

ｼｭﾘﾜﾝﾀ ﾌﾞｯﾃﾞｨ ｳﾞｨﾀﾅ 
Shriwantha Buddhi Vithana(男)(ｽﾘﾗﾝｶ) 酒井 一人(琉) 

平成24年9月14日 応用生命科学 
食品機能科学 

ｱﾝﾃﾞｨ ﾇﾙ ﾌｧｲﾀ  ゙ ﾗｰﾏﾝ 
Andi Nur Faidah Rahman(女)(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 藤田 修二(佐) 

平成24年9月14日 応用生命科学 
先端応用生命科学 

ﾗﾆｲ ｱｸﾞｽﾁﾅ ｳﾗﾝﾀﾞﾘ 
Rani Agustina Wulandari (女)(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 石丸 幹二(佐) 

平成24年9月14日 生物資源利用科学 
応用生物化学 

ﾓﾊﾒﾄ  ゙ ｱﾌﾞﾙ ｶｼｪﾑ ﾀﾝ 
Md. Abul Kashem Tang (男)(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 渡邉 啓一(佐) 

平成24年9月14日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ﾘﾃﾞﾏﾝ 
Lideman (男)(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 野呂 忠秀(鹿水) 

平成25年3月15日 生物生産科学 
農林資源・経営学 

ｸﾘﾏ ｹﾞﾝｼ  ゙
来間 玄次 (男)(日本) 仲間 勇栄(琉) 

平成25年3月15日 生物生産科学 
動物生産学 

ﾑﾗﾀ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 
村田 修治郎 (男)(日本) 岡本 新(鹿農) 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ｵｸ ﾀｶﾋﾛ 
奥 理尋 (男)(日本) 西 隆一郎(鹿水） 

平成25年3月15日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学 

ﾄﾐﾅｶ  ゙ ｱｷﾖｼ 
富永 晃好 (男)(日本) 鈴木 章弘(佐) 

平成25年3月15日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学 

ﾓｻﾏﾄ  ゙ ﾊｽﾇﾝﾅﾊﾙ 
Mst. Hasnunnahar (女)(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 一色 司郎(佐) 

平成25年3月15日 生物生産科学 
動物資源生産科学 

ｴ  ー ｴ  ー ﾓ  ー
Aye Aye Maw (女)(ﾐｬﾝﾏｰ) 岡本 新(鹿農) 

平成25年3月15日 生物生産科学 
動物資源生産科学 

ﾑｽﾗ ｳｯﾃﾞｨﾝ ｱﾊﾏﾄ  ゙
Muslah Uddin Ahammad (男)(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 川本 康博(琉) 

平成25年3月15日 応用生命科学 
生物機能化学 

ｼﾞｬﾑﾆｧﾝ ﾁｮﾝﾌﾟ  ー
Jamnian Chompoo (女)(ﾀｲ) 多和田 真吉(琉) 

平成25年3月15日 応用生命科学 
先端応用生命科学 

ﾁﾝ ｼ 
Qin Si (男)(中国) 侯 徳興(鹿農) 

平成25年3月15日 応用生命科学 
先端応用生命科学 

ｼﾁ ｽｻﾝﾃｨ 
Siti Susanti (女)(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 屋 宏典（琉） 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
生物環境保全科学 

ｴﾑﾃﾞｨ ｼｮﾌｨｸﾙ ｲｽﾗﾑ 
Md. Shoffikul Islam (男)(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 井上 興一(佐) 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
生物環境保全科学 

ｵｸﾑﾗ ｴﾂｺ 
奥村 悦子 (女)(日本) 吉賀 豊司(佐) 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
生物環境保全科学 

ｴﾘｱｽ ﾁｬｰﾑ 
Elias Thiam (男)(セネガル) 米田 健(鹿農) 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ｼｰﾗ ﾐｨ ｻﾗﾀ  ゙ ｻﾝﾀﾝﾀ  ゙
Sheila Mae Salarda Santander(女)(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 前田 広人（鹿水） 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ｼﾞｬﾆｽ ｱﾗﾉ ﾗｶﾞｻ  ゙
Janice Alano Ragaza (女)(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ) 越塩 俊介(鹿水) 
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学位授与年月日 専  攻 
連合講座 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏 名 (性別)(国籍) 主指導教員 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ﾌｪﾙﾄﾞｳｽ ｱｰﾒﾄ  ゙
Ferdous Ahamed (男)(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 大富 潤(鹿水) 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ﾏﾊﾌﾞﾊ  ゙ ﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 
Mahbuba Bulbul (女)(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 越塩 俊介(鹿水) 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
水産資源環境科学 

ﾓｻ ｻﾝｼﾞﾀ  ゙ ｽﾙﾀﾅ 
MOSA. SANZIDA SULTANA(女)(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 越塩 俊介(鹿水) 

平成25年3月15日 生物資源利用科学 
応用生物化学 

ﾋﾗﾉ ｶﾂｱｷ 
平野 勝紹 Katsuaki HIRANO (男)(日本) 光富 勝(佐) 

平成25年3月15日 生物資源利用科学 
応用生物化学 

ｲｽﾞﾐ ｼｭｳｻｸ 
泉 秀作 (男)(日本) 安部 淳一(鹿農) 

平成25年3月15日 水産資源科学 
海洋生産環境学 

ｼﾞｭﾘｱﾝﾃｨ ｸｽﾏﾜﾃｨ ﾏﾇ 
Julianti Kusumawati Manu (女)(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 西 隆一郎(鹿水） 

平成25年3月15日 生物生産科学 
熱帯資源・植物生産科学 

ﾌｧﾃｨﾁﾝ 
Fatichin (男)(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 有馬 進(佐) 

平成25年3月15日 生物生産科学 
動物資源生産科学 

ﾛｰｼｬﾝ ｼﾞｬｰﾊﾝ 
Rowshan Jahan (女)(ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ) 和田 康彦(佐) 

平成25年3月15日 生物生産科学 
地域・国際資源経済学 

ｼﾞｮ ｷｯｷ 
徐 屹暉 (男)(中国) 岩元 泉(鹿農) 

平成25年3月15日 生物生産科学 
地域・国際資源経済学 

ｱﾝﾄﾝ ｾﾃｨｵ ﾇｸﾞﾛﾎ 
Anton Setyo Nugroho (男)(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 稲岡 司(佐) 

平成25年3月15日 農水圏資源環境科学 
生物環境保全科学 

ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｼ  ゙
小川 哲治 (男)(日本) 大島 一里(佐) 

 
 
論文博士 
学位授与年月日 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 (性別)(国籍) 
紹介教員 

平成24年9月14日 
ｵｵﾉｷﾞ ﾋﾛﾑ 

大野木 宏 (男)(日本) 
杉元 康志(鹿農) 

平成24年9月14日 
ｴﾉｷ ﾀﾂｼﾞ 

榎 竜嗣 (男)(日本) 
杉元 康志(鹿農) 

平成25年3月15日 
ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾔ 

桝田 信也 (男)(日本) 
川本 康博(琉) 
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平成２４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 11 (32.4%) 

研究所・団体等研究員 6 (17.6%) 

民間企業研究員（職） 3 (8.8%) 

その他（含む研究生等） 8 (23.5%) 

自 営 0 (0.0%) 

未定・不明（含む調査中） 6 (17.6%) 

計 34 (100.0%) 

 
就職先等 
 (株)ＶｉｎＥｘコーポレーション､ 琉球大学農学部協力研究員､ 鹿児島県庁､ 

Hasanuddin University､ Gadjah Mada University､ Authority of Islamic University､

Bracksihwater Aquaculture Development Center (水産増殖センター）Takalar､ 沖縄県土地改

良事業団体連合会､ ノバルティスファーマ株式会社､ 福岡県庁､ 佐賀大学大学院農学研究科特

定研究員､ University of Veterinary Science( Myanmar)､ Bangladesh Agricultural 

University､ Kasetsart University（Thai Land)､ 鹿児島大学大学院農学研究科学術特定研究

員､ ディポネゴロ大学（インドネシア）､ Chittagong University(Bangladesh)､ 京都大学農学

研究科（ポスドク研究員）､ University of the Philippines in the Visayas （フィリピン大

学ビザヤス校）､ Ateneo de Manila University(ADMU、アテネオ・デ・マニラ大学) ､ 日本澱

粉工業株式会社､ インドネシア国建設省､ ジュデルマン大学農学部（インドネシア）､ 長崎県

農林技術開発センター､ 

 



 岩井　純夫 ｂ 一谷　勝之  穴井　豊昭 B 上埜　喜八  安谷屋信一  赤嶺　　光
 遠城　道雄 ｂ 久保　達也  有馬　　進  鄭　　 紹輝  川満　芳信 b 嬉野　健次
 佐々木　修 b 角　　 明夫  一色　司郎  本村　恵二  ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ　ﾎｻｲﾝ　

 冨永　茂人 b 朴　 炳宰  駒井　史訓
 山本　雅史  鈴木　章弘

 野瀬　昭博

 

小　　　　計 4 (3) 5 (1) 0 0 6 (6) 2 (1) 3 (3) 3 (1) 13 (12) 10 (3) 23 (15)

 岡本　　 新  大久津昌治  尾野　喜孝  山中　賢一 A 及川　卓郎  伊村　嘉美
 中西　良孝 Ｂ 下桐　猛  和田　康彦  川本　康博
A 吉田　光敏  髙山　耕二 A 佐野　文子

 三好　和睦 A 砂川　勝徳 　
 建本　秀樹
 玉城　政信

小　　　　計 3 (3) 4 (2) 0 0 2 (2) 1 0 6 (6) 1 0 11 (11) 6 (2) 17 (13)

 秋山　邦裕  李　 　哉泫 a 佐久間美明  鳥居　享司  稲岡　　 司  藤村　美穂  内藤　重之  木島　真志
 岩元　　 泉  坂井　教郎  佐野　雅昭  小林　恒夫  仲間　勇栄
A 遠藤　日雄 b 枚田　邦宏  白武　義治
 田代　正一  豊　 　智行　

小　　　　計 4 (3) 4 (2) 2 (1) 1 0 3 (3) 1 0 2 (2) 1 0 11 (9) 7 (2) 18 (11)

計 11 (9) 13 (5) 2 (1) 1 0 11 (11) 4 (1) 11 (11) 5 (1) 35 (32) 23 (7) 58 (39)

 玉置　尚徳  北原　兼文  神田　康三 B 亀井　勇統  金城　一彦  橘　信二郎
 花城　　 勲  光富　　 勝 B 小林　元太  多和田真吉  福田　雅一
b 南　　 雄二  北垣　浩志 A 寺嶋　芳江

 外山　博英

小　　　　計 1 (1) 3 (1) 0 0 2 (2) 3 (3) 4 (4) 2 0 7 (7) 8 (4) 15 (11)

 安部　淳一  大塚　　 彰  板倉　隆夫  小松　正治 A 濱　洋一郎  永尾　晃治  高野　　 良  高良　健作
A ｲﾌﾞﾗﾋﾑ　ﾋｯｼｬﾑ　ﾗﾄﾞﾜﾝ 　  上西　由翁  林　　 信行  和田　浩二 ｂ 玉城　　 一

 木村　郁夫

 

小　　　　計 2 (2) 1 0 3 (3) 1 (1) 2 (1) 1 (1) 2 (2) 2 0 9 (8) 5 (2) 14 (10)

 侯　　 徳興  石橋 松二郎  石丸　幹二  永野　幸生  伊藤　　 進  小西　照子
 杉元　康志  岡本　繁久  渡邉　啓一 B 宗　伸明  屋　　 宏典 b 平良　東紀
 高峯　和則
A 徳永　正雄
 橋本　文雄
 向井　博之 ｂ 峰野　純一
A 北川　正成

小　　　　計 7 (7) 3 (1) 0 0 2 (2) 2 (1) 2 (2) 2 0 11 (11) 7 (2) 18 (13)

計 10 (10) 7 (2) 3 (3) 1 (1) 6 (5) 6 (5) 8 (8) 6 0 27 (26) 20 (8) 47 (34)

 岩井　　 久 b 樗木　直也  大島　一里 B 草場　基章  辻　　 瑞樹  金城　和俊
 曽根　晃一  畑　　 邦彦 A 染谷　　 孝  徳田　　誠 A 諸見里善一 b 田場　　 聡
 境　　 雅夫  坂巻　祥孝  野間口眞太郎 B 吉賀　豊司 A 鬼頭　　 誠  立田　晴記
 津田　勝男  中村　正幸  早川　洋一 a 谷口　真吾 b 松本　一穂

 上野　大介 b 渡辺　　 信

小　　　　計 4 (4) 4 (1) 0 0 4 (4) 4 (3) 4 (3) 5 (1) 12 (11) 13 (5) 25 (16)

 岩崎　浩一 b 井倉　洋二 a 近藤　文義 ｂ 郡山　益実  井上　章二 b 川崎　聖司
 河野　澄夫  紙谷　喜則  長　 　裕幸  田中　宗浩  上野　正実  鹿内　健志
a 地頭薗　隆 b 服部　芳明 A 廣間　達夫 ｂ 原口　智和  酒井　一人 b 瀬戸内秀規
 西野　吉彦  宮本　英揮  芝　正己  中村　真也
 籾井　和朗 A 中野　拓治

A 弘中　和憲

小　　　　計 5 (3) 3 0 0 0 3 (2) 4 0 6 (6) 4 0 14 (11) 11 0 25 (11)

 本村　浩之  大富　　 潤  安樂　和彦
 門脇　秀策  石川　　学
 越塩　俊介 b 石崎　宗周
 小山　次朗  宇野　誠一
 重廣　律男  江幡　恵吾
 鈴木　廣志 ｂ 小谷　知也
 西　隆一郎 b 西　　 隆昭
 野呂　忠秀  寺田　竜太
 藤枝　　 繁 b 山中　有一
 不破　　 茂  山本　智子
 前田　広人  吉川　　 毅
 松岡　達郎
a 増田　育司
 ミゲル  フェデリコ　バスケス  アーチデイル

 山本　　 淳

小　　　　計 1 (1) 0 0 15 (14) 11 (1) 0 0 0 0 16 (15) 11 (1) 27 (16)

計 10 (8) 7 (1) 15 (14) 11 (1) 7 (6) 8 (3) 10 (9) 9 (1) 42 (37) 35 (6) 77 (43)

合　　　計 31 (27) 27 (8) 20 (18) 13 (2) 24 (22) 18 (9) 29 (28) 20 (2) 104 (95) 78 (21) 182 (116)

 12  3  14  1  13  2  16  1  55  7 62

 3  2  1  1  2  0  3  1  9  4 13

 7  2  3  0  4  1  1  0  15  3 18

 1  8  0  7  1  6  0  10  2  31 33

 2  1  0  0  0  0  0  0  2  1 3

 0  0  1  0  1 1

 0  0  0  0  0 0

 0  0 0

 0  0 0

25 16 18 9 20 10 20 12 83 47 130

注）

5　（　）内の数字は，指導教員資格者のうち主指導教員資格者を内数で示す。

研　究　科　教　員　組　織
平成25年 7 月　1日現在

6　アンダーラインは女性を示す

1　氏名の前の大文字（・Ａ・・Ｂ）はＤ合（主指導教員資格者）を示す。 2　小文字（a・b・c・d）はＤ合（副指導教員資格）を示す。
3　Ａ（a）は教授を、Ｂ（b）は准教授，ｃは講師，ｄは助教を示す。 4　・は主指導教員、氏名の前の数字１は第1副指導教員、２は第2副指導教員、数字のない者は学生を担当していないことを示す。

農
水
圏
資
源
環
境
科
学

生 物 環 境 保 全 科 学

地 域 資 源 環 境 工 学

水 産 資 源 環 境 科 学

応
用
生
命
科
学

生 物 機 能 化 学

食 品 機 能 科 学

先端応用生命科学

連携大学院
（ﾀｶﾗﾊﾞｲｵ(株)）

生
物
生
産
科
学

熱帯資源・植物生産科学

動 物 資 源 生 産 科 学

地 域 ・ 国 際 資 源 経 済 学

専攻
名

連合講座

鹿児島大学農学部 鹿児島大学水産学部

教　　授 准教授・講師 教　　授 准教授・講師 教　　授
准教授
講  師
助　教

計

合　　計

准教授・講師 教　　授

佐　賀　大　学 琉　球　大　学

准教授・講師 教 授
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代 議 委 員 会 委 員 名 簿  
 
        Ａ   任期  平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日（新任） 

        Ｂ   任期  平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日（継続） 

 

専    攻  連  合  講  座  所  属  大  学  氏     名  

      
生物生産科学  

熱帯 資源・植物生産

科学  
       
琉球大学（農）  

Ａ川満
か わ み つ

 芳信
よ し の ぶ

 

動物 資源生産科学  鹿児島大学（農） Ａ岡本
お か も と

  新
し ん

 

地域 ・国際資源  

経済 学  
       
佐賀大学（農）  

Ｂ稲岡
い な お か

  司
つかさ

 

      
応用生命科学  

生物 機能化学         
琉球大学（農）  

Ｂ外山
と や ま

 博
ひろ

英
ひで

 

      
食品 機能科学  鹿児島大学（水産） Ｂ板倉

い た く ら

 隆夫
た か お

 

        
先端 応用生命科学         

佐賀大学（農）  
Ａ石丸

い し ま る

 幹二
か ん じ

 

農水圏資源環境科

学 

        
生物 環境保全科学         

佐賀大学（農）  
Ａ野間口

の ま く ち

 眞
し ん

太郎
た ろ う

 

        
地域 資源環境工学  鹿児島大学（農） Ａ西野

に し の

 吉彦
よ し ひ こ

 

        
水産 資源環境科学  鹿児島大学（水産） Ａ門脇

か ど わ き

 秀
しゅう

策
さ く

 

講座外  

        
琉球大学（農）  

Ｂ及川
お い か わ

 卓郎
た く ろ う

 

 鹿児島大学（農） Ｂ岩井
い わ い

   久
ひさし
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平成２４年度連合農学研究科活動記録 

 

4月13日（金）        平成２４年度連合農学研究科入学式 

〃            第１０４回代議委員会 

5月18日（金）        第１回入学試験検討委員会 

〃            第１回教務委員会 

〃            第１回ファカルティ・ディベロップメント委員会 

〃            第１０５回代議委員会（水産学部で開催） 

6月 7日（木）～ 8日（金）  平成２４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） 

6月13日（水）～15日（金）  平成２４年度前期連合一般ゼミナール（日本語）（岩手大学当番） 

6月22日（金）        第２回入学試験検討委員会 

〃            第２回教務委員会 

〃            第１０６回代議委員会（佐賀大学で開催） 

7月13日（金）         第３回入学試験検討委員会 

〃            第２回ファカルティ・ディベロップメント委員会 

〃            第１０７回代議委員会 

8月 2日（木）～3日（金）   人材養成学生支援セミナーⅠ（琉球大学当番）   

8月 6日（月）         平成２４年度連合農学研究科構成大学事務会議・事務連絡会（佐賀大学で開催） 

9月 6日（木）        秋季入学試験説明会 

〃            秋季入学試験 

〃            入学試験委員会 

〃            第１０８回代議委員会 

〃            専攻教員会議、教員資格審査委員会 

9月 7日（金）        第１０９回代議委員会 

〃            第１７回研究科教授会 

9月11日（火）        秋季合格発表 

9月14日（金）        平成２４年度連合農学研究科学位記授与式（前期） 

10月5日（金）        秋季入学式（入学生２名とも都合がつかず中止） 

〃            第１２回（平成２４年度）鹿児島大学大学院連合農学研究科運営会議 

〃            第１１０回代議委員会 

〃            連合農学研究科長候補者選考第一次選挙 第１回選挙管理委員会  

10月21日（日）～29日（月）  人材養成学生支援セミナーⅡ（洋上セミナー） 

10月25日（木）～26日（金）  平成２４年度第２回全国連合農学研究科協議会（愛媛大学担当） 

11月 5日（月）～ 7日（水）  農学特別講義Ⅰ（一般セミナー）（琉球大学当番）   

11月 7日（水）        第１１１回代議委員会（琉球大学当番） 

11月14日（水）～16日（金）   平成２４年度後期連合一般ゼミナール（英語）（東京農工大学当番） 

11月20日（火）        連合農学研究科長候補者選考第一次選挙 第２回選挙管理委員会 

12月12日（水）         連合農学研究科長候補者選考第一次選挙 実施 

12月14日（金）        第４回入学試験検討委員会 

〃            第３回教務委員会 

〃            第３回ファカルティ・ディベロップメント委員会 
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〃            第１１２回代議委員会 

 

 

1月11日（金）        第５回入学試験検討委員会 

〃            第４回教務委員会 

〃            第１１３回代議委員会 

〃            連合農学研究科長候補者選考第二次選挙 第１回選挙管理委員会  

2月 1日（金）         第５回教務委員会 

〃            第１１４回代議委員会 

2月 5日（火）         入学試験説明会 

2月 6日（水）         連合農学研究科長候補者選考第二次選挙 実施 

2月14日（木）         入学試験 

2月15日（金）         入学試験委員会 

〃            第１８回研究科教授会 

2月19日（火）         合格発表 

3月15日（金）        第４回ファカルティ・ディベロップメント委員会 

〃            第１１５回代議委員会 

〃            平成２４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２４年度連合農学研究科学位記授与式（後期） 
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代 議 委 員 会 委 員 ・ 連 大 事 務 室 事 務 係 メ ー ル ア ド レ ス 一 覧 表  

    所属  氏     名 E-Mailアドレス 

連合農学研究科長  杉元
すぎもと

 康
やす

志
し

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

連合農学研究科  

副研究科長  
山本
やまもと

   淳
あつし

 ayam@fish.kagoshima-u.ac.jp 

佐賀大学  

石丸
い し ま る

 幹二
か ん じ

 kanji@cc.saga-u.ac.jp 

稲岡
い な お か

  司
つかさ

 inaoka@cc.saga-u.ac.jp 

野間口
の ま く ち

 眞
し ん

太郎
た ろ う

 nomakuch@cc.saga-u.ac.jp 

鹿児島大学農学部  

岩井
い わ い

   久
ひさし

 topcrop@agri.kagoshima-u.ac.jp 

岡本
お か も と

  新
し ん

 chacha@agri.kagoshima-u.ac.jp 

西野
に し の

 吉彦
よ し ひ こ

 
nishinoy@agri.kagoshima-u.ac.

jp 

鹿児島大学水産学  

 

板倉
い た く ら

 隆夫
た か お

 itakura@fish.kagoshima-u.ac.jp 

門脇
か ど わ き

 秀
しゅう

策
さ く

 kadowaki@fish.kagoshima-u.ac.jp 

琉球大学  

及川
お い か わ

 卓郎
た く ろ う

 hibisco@agr.u-ryukyu.ac.jp 

川満
か わ み つ

 芳信
よ し の ぶ

 kawamitu@agr.u-ryukyu.ac.jp 

外山
と や ま

 博
ひろ

英
ひで

 toyama@agr.u-ryukyu.ac.jp 

鹿 児 島 大 学 農 学 部 ・

共 同 獣 医 学 部 等 事 務

長（連大事務室長）  

神之門
か み の か ど

 悟
さとる

 nkbuchou@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連大事務室長代理  今村
いまむら

 哲郎
てつろう

 rendairi@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 連 大 事 務

係長  
川添
かわそえ

 隆子
た か こ

 

renjimu@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 連 大 事 務

係主任  
小路
こ じ

口
くち

 良
よし

弘
ひろ

 

連 大 事 務 室 連 大 事 務

係員  

福之上
ふ く の う え

 天代子
て よ こ

 

石川
いしかわ

 まゆみ 

池田
い け だ

 菊
きく

美
み
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編集後記 
                                  
 鹿児島大学大学院連合農学研究科ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 33 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，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

員の先生方には連大への思いを綴って頂き，充実した 33号になっています。編集にあたり，

先生方には勿論のこと，事務職員の方に多大なるご協力を頂きました。それによって，目

標の 8 月発行に間に合いました。この場をお借りしまして感謝申し上げます。 
 連大もこれから認証評価，第二期の大学評価を受ける態勢に入ります。ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰで頂い

た資料や新たな資料を収集しまして，それらに備えていく所存でありますので，ご協力の

ほど宜しくお願いいたします。 
 また，ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰをより充実したものにしていくため，先生や学生のご意見を頂きながら，

改善を加え，発行していきたいと存じます。ご意見やｱｲﾃﾞｱがありましたら，ご遠慮なく申

しつけください。宜しくお願いいたします 
 
                                                         平成 25 年 7 月 

Newsletter 編集委員長 
                                 杉 元 康 志  
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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。 
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