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◇ 連合農学研究科研究科長挨拶

学位論文の研究で養われる大切なこと

鹿児島大学大学院連合農学研究科長

寺 田 竜 太

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

い 3 年間となりますことを心より期待します。 

連大生の皆様は、博士の学位取得という明確な目標を持って日々、研究に取り組まれていると存じま

す。博士の学位取得のためには、所定の単位の取得のみならず、学位論文提出の基準を満たした上で、

学位論文を提出することが求められます。また、提出された学位論文についても、公開審査会を経て、

審査委員会において論文審査され、最終試験において学位を受けるに必要十分な学力ならびに識見を有

することが認められなければなりません。極めて高いハードルですが、自ら研究課題を立案遂行し、試

行錯誤を経て、学術論文を刊行した上で学位論文を編纂するプロセスは、論理的かつ独創的な思考力、

行動力、決断力、忍耐力、文章執筆力を養う場になっています。さらに研究は、本人のみで完結する場

合もありますが、多くは人との出会いやコミュニケーション、信頼醸成の中で生み出されます。研究を

行うことは、社会性や協調性、倫理観を養うことにもつながりますし、社会における自らの位置づけや、

自分の生き方に対する思いを新たにする場にもなります。学位の取得で得られるものは単なる「博士号」

ではなく、このようなフィロソフィーを得ること自体に価値があります。博士課程の研究は、すべてが

順調という訳ではないかもしれませんが、すべての経験は皆様のその後の人生において多いに役立つこ

とと信じています。学位の取得は、学生の皆様にとって大いなる「目標」ですが、生きる「目的」その

ものではありません。人生の目的をかなえるための「道標」と思っていただければと思います。

連大の指導教員の先生におかれましては、日頃より連大の教育研究にご協力いただいておりますこと

を心より御礼申し上げます。昨今、大学を取り巻く研究環境は厳しさを増しており、研究費の確保で頭

の痛い思いをされている方も多いかと存じます。連大では、標準修業年限での学位取得率の向上や、外

部資金獲得につながる研究力の向上のためには、連大生と指導教員の研究支援を充実させることが重要

と考えています。連大生の論文刊行支援として、オンラインジャーナル等の論文掲載料や英文校正料の

支援を昨年度より開始したところ、大変好評をいただいています。また、今年度は、インパクトファク

ターの高い雑誌への論文掲載の支援をより充実させたところです。科研費等の外部資金の獲得に繋がる

インキュベート研究の支援や女性研究者の研究環境向上のための支援等、さまざまな研究支援を実施し

ておりますので、皆様の研究に是非、ご活用下さいますようお願い申し上げます。

今年度は、国立大学法人の第四期中期目標・中期計画の初年度になります。鹿児島大学では当該目標・

計画に連大の改組を明記しており、最先端の農学・生命科学研究に対応した教育組織への改組を計画し

ております。皆様にもご協力をいただく部分が多々あるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

コロナウイルスの感染収束は未だに見通せませんが、教職員、学生の皆様が健康で一年をお過ごしに

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

鹿児島大学大学院

連合農学研究科副研究科長

三好 和睦

令和 2年度より連合農学研究科の副研究科長を拝命しております、鹿児島大学農学部の三好です。皆

様のご協力により、何とか当初の任期である 2年間の務めを果たすことができました。引き続き本年度

から 2年間副研究科長を拝命することになりましたので、よろしくお願い申し上げます。 

副研究科長としての最初の任期は、とにかく新型コロナウイルス感染症に翻弄された 2年間となりま

した。私は連合農学研究科の教務委員長でもありますので、特に授業の実施体制を整えることに苦労し

ました。もともと連合農学研究科では授業の多くをオンラインで実施していますので、大きな影響を受

ける科目は少数です。しかしながら、その中にはメインイベントと言っても過言ではない農学特別講義

（一般セミナー）が含まれていました。当該科目では年に一度、鹿児島、佐賀、沖縄のいずれかに学生

および教員が集合し、2 泊 3 日の合宿形式で他大学の先生による講義を聴いたり自分の研究について発

表したりします。その合間には懇親会や施設見学も行われる、学生のみならず教員も楽しみにしている

科目ですが、昨年度および一昨年度は講義の視聴と研究発表のみをオンラインで実施する内容に変更せ

ざるを得ませんでした。研究発表に関しても、1 年生はスライド、2 年生以上はポスターを用いて行う

のが慣例でしたが、一昨年度はオンラインでのポスター発表の実施に不安があったため、全員スライド

を用いてもらいました。昨年度は満を持してポスター発表を実施しましたが、一部判読し難いポスター

があったものの、特に大きな問題もなく終了することができました。実施に向けてご尽力いただいた連

合農学研究科事務室の方々には、感謝しかありません。学生は 3年間の標準修業年限内に 2回この科目

を受講することになっていますが、令和 2年度入学生の多くは 2回ともオンラインでの受講になってし

まい、大変残念に思います。本年度はぜひ新型コロナウイルス感染症が収束し、従来の内容で農学特別

講義（一般セミナー）が実施できることを願っています。 

連合農学研究科では、設立以来入学者が定員を下回ったことがほぼありません。これは、博士後期課

程研究科の多くが入学者確保に苦労している状況から考えると、大変素晴らしいことです。しかしなが

ら、近年の大学機関別認証評価においては逆に入学者の定員超過が指摘されるようになり、その結果、

大学執行部から厳密な定員管理の要請がありました。それに応えるため、昨年度の入学試験では選抜方

法の見直しを行って不合格者を出しましたが、今後も連合農学研究科への入学希望者が定員を上回る状

況は継続すると思われますので、もっと根本的な解決策が必要となります。そのため連合農学研究科で

は、これから数年の間に、入学試験の実施方法や組織の改組を含んだ大きな変革が行われる予定です。

代議委員の先生方のご協力をいただきながら寺田連合農学研究科長をしっかりとサポートし、この局面

を乗り越えてより良い連合農学研究科にしていきたいと存じます。
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◇退職の挨拶 

鹿児島と連大 

 

 

 

 

佐賀大学教授 農学部 

和 田 康 彦 

 

 私が初めて鹿児島にお邪魔したのは農林水産省に入省して 1 年目の初夏でした。研究室長の鹿児島出

張にお供する形で、筑波研究学園都市から研究室長の車で羽田空港まで行き、鹿児島空港まで飛ぶと鹿

児島県の職員の方が車で迎えに来られていました。鹿児島といっても現代では近くなったものだなとい

うことと夜の飲み会の乾杯が芋焼酎だったことを鮮明に覚えております。 

 2 回目に鹿児島に行ったのは 20 年近くたって佐賀大学に移った翌年の連大の研究科委員会でした。佐

賀から鳥栖乗換えの特急でしたが八代を過ぎたあたりから急にスピードが落ちですごく時間がかかり

ました。東京中心に回っている日本という国の現状を思い知らされた感じでした。もっとも、その後、

九州新幹線が開通し、連大の研究科委員会の出張伺いを 1 泊 2 日で出すと「日帰りできますよね」って

言われる始末です。そして新型コロナで出張もできなくなって連大の研究科委員会もリモートになって

先生方も物足りなく感じておられると思います。また新型コロナによって先生方の教育面および研究面

でのご苦労は並大抵のものではないとお察し申し上げます。 

 連大では毎年のように博士論文審査会に呼んでいただきました。鹿児島大、琉球大、宮崎大の学生さ

んたちのすばらしい研究に触れて非常に刺激にもなり、勉強にもなりました。また、夜の部でも先生方

のご厚情に触れることができて、この場をお借りしまして御礼申し上げます。そういえば、2020 年の 1

月に琉大の博士論文審査会に行くときに那覇空港で武漢と書かれた旅行団とすれ違ったのを覚えてお

ります。彼らは今どうしているのでしょうか。 

 連大の事務方の皆さんにも非常にお世話になりました。ミスが多くどじな私を辛抱強く待っていただ

きまして、本当にありがとうございました。 

 実はまだ社会人の学生さんが 1 人残っております。彼女の名誉のために言っておきますが、彼女は 10

月入学なので在籍期間は 9 月まであります。事務的には山中先生に主指導をお願いするのですが、彼女

が博士号をとるまでは私も連大の一員のつもりで頑張りたいと思います。 

 最後になりますが、歴代の研究科長、副研究科長、代議員の皆様、本務も非常にお忙しい中、連大の

発展にご尽力いただきまして本当にありがとうございました。 
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退職のご挨拶 

 

 

 

 

鹿児島大学教授 農学部 

イブラヒム ヒッシャムラドワン 

 

私は、1993 年 4 月より 2022 年３月まで、約 27 年間、研究に携わってきました。鹿児島大学農学部に

は、1995 年 7 月に講師として働き始め、2022 年３月に大学院教授として教育研究生活が終わろうとし

ています。平成 7 年 10 月より鹿児島連合大学院では、副指導教員、主指導教員として勤務させていた

だきまして、大変お世話になりました。ここに謹んでお礼を申し上げます。 

私の教育・研究分野は食品機能学ですが、私は、米国で 1年間訪問研究者として訪問するなど、29 年

以上にわたって医薬品用途の機能性食品タンパク質の研究開発に携わってきました。私が関わってきた

安全な天然薬の開発分野は、従来の薬剤とは大きく異なる特性を持つ抗菌・抗炎症剤としての新しい機

能性ペプチドの導入を目指しています。また、薬物標的化分子として機能する可能性のある食品タンパ

ク質を用いたドラッグデリバリーシステムの開発など、多くのトピックを抱える分野です。私は 1995 年

に教育研究生活としてスタートし、「様々な食品タンパク質の生理機能の解明」、「食品タンパク質か

らの治療ペプチドの開発」、「食品タンパク質を使用したドラッグデリバリーシステムの開発」などの

プロジェクトに取り組みました。 特に「食用たんぱく質を利用した薬物送達システムの開発」「食品タ

ンパク質からの治療用ペプチドの開発」、「リゾチームとオボトランスフェリンの生理機能の謎を解き

明かす」などのプロジェクトでの成果と成功は、私が最も誇りに思っていることです。 

研究室のメンバーは、食品タンパク質の未知の生物学的機能、胃腸消化シミュレーション、および細

胞アッセイを使用した新しい生物活性を解明するための新しい手段で多くの成果を上げてきました。ま

た、鹿児島連合大学院の学生である、さまざまな国からの多くの留学生と一緒に過ごすことができたと

いう事実にも感銘を受けました。このように色々な活動をして来ましたが、一番すばらしかった事は鹿

児島連合大学院の学生さんとの巡り合いすることです。論文指導及び監督すること又は一般ゼミナール

（英語）で教えることで、私は多くのことを学ぶことができました。学生達とともに研究に励むことが

できました。自然豊かな鹿児島大学連合学研究科で幸せな教育・研究生活を過ごさせていただいたこと

に深く感謝いたします。また、鹿児島連大の先生方と苦楽を共にしたことは、とても勉強になり、今の

私にとっては宝物みたいなものです。このためには指導教員と学生の信頼関係および切磋琢磨できる研

究環境が重要と思います。これからも創造性豊かな優れた研究力と研究への夢と情熱をもつ博士人材の

育成に、鹿児島連大がさらに貢献していくことを祈念します。 

最後になりましたが、27 年間の鹿児島連大の生活を振り返り、あらためてこれまでのご厚情に感謝申

しあげますとともに、母校のますますのご発展を祈念いたします。 
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退職を間近に控えて – あれこれ雑感 

 

 

 

鹿児島大学教授 農学部 

岡 勝 

 

2011 年に鹿児島大学に着任し、11 年目となりました。私は、昭和 55 年（1980）に鹿児島大学農学部

林学科を卒業し、国家公務員として林野庁に採用されました。最初の赴任先は、長野営林局（現、中部

森林管理局）で、国有林の素材生産（立木伐採から丸太搬出まで）に 3 か年、国有林の施業計画に 2 か

年関わったのち、霞が関で治山を 2 か年半、旧建設省砂防部で地滑り担当を 2 か年担当しました。いず

れも行政的な職場であり、平成元年（1989）に森林総合研究所（以下、森林総研、つくば市）の生産技

術部作業計画研究室に配属されてから研究者としての歩みが始まりました。森林総研で 20 数年間、素

材生産の効率化や生産システムの評価手法の開発などを主な研究テーマとしてきました。研究分野は

「森林利用学」です。 

そして、平成 23 年（2011）、東北大地震が発生した年に本学大学農学部附属演習林に採用されて現在

に至ります。今思えば、何かしら「縁」を感じてなりません。自分の母校に教員として戻ることは、ま

まあることですが、自分の職歴からは全く予想ができませんでした。鹿児島連合大学院で主査の資格を

とったのが 6 年ほど前になります。前職では大学では自分の後継者を作ることをあまりしないと、先輩

から聞かされたことを耳にしました。自分もそのような部類なのかなと思っていた時に、演習林での教

育関係共同利用拠点に文科省から認定を受け、担当する特任講師が採用されました。その方の博士学位

取得が、私の最初にして最後の連大での仕事となりました。 

社会人での課程博士ですが、指導分野の研究や調査の仕方をイロハから教えることになり、自分も励

まされながら 5 年間かかけてようやく査読論文 2 報を印刷されることとなり、ぎりぎりセーフで令和 3

年度の後期に連大教授会でご承認を頂きました。後継者を育てることの難しさを感じた次第です。 

嬉しいことに、自分が退職したあとに鹿児島大学の附属演習林で教員として採用されることとなり、

ほんとに肩の荷を下ろした気持ちです。博士学位はひとつの通過点に過ぎません。これからがスタート

と思って、いい研究業績をあげて連大にも貢献するようになって頂きたいと考えています。 

最後になりますが、連大の事務関係の職員の皆さま色々とアドバイス感謝申し上げます。また、鹿児

島連合大学院の教員の皆さまのご健勝、ますますのご発展を期待しています。 
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連大退職に当たって

鹿児島大学教授 農学部

中西 良孝

定年退職を迎えるに当たり、ひと言ご挨拶申し上げます。

1994 年に鹿児島大学農学部へ助教授として着任して以来、1996 年に副指導教官資格を取得し、連大

教員となりました。2001 年には幸いにも助教授として主指導教官資格を取得することが出来、その後、

留学生や社会人学生を含めて幾人かに学位取得させる機会を得ました。

2015・2016 年度には動物資源生産科学連合講座の代議委員として微力ながら管理運営に携わり、他大

学の先生方とともにセミナー企画・開催や入試実施などに従事したのが懐かしく思い出されます。大し

た貢献はいたしておりませんが、事務職員の方々にサポートしていただいたこともあり、そのお蔭で何

とか代議委員の任務を全う出来たものと思っており、深く感謝いたします。

連大のメリットはやはり他大学の先生方との交流です。指導学生の研究成果の中間報告会で先生方と

のディスカッションによって実験データの考察が深まるとともに、次の課題の構想を練るヒントにもな

り、研究面だけでなく、学生の指導方法についても貴重なアドバイスをいただきました。また、代議委

員会のアフターファイブでは、異分野の先生方と酒を酌み交わす中で専門分野の話を聞かせていただき、

それが自分の研究手法の参考になったこともあります。これは私にとって大きな収穫であると同時に、

財産であり、佐賀大や琉球大との連携は今後も継承してもらいたいものです。

26 年間を振り返って思うのは、やはり多くの人たちと巡り会えたことであり、それに対する感謝です。

指導学生の学位取得が成就したのは、本人の努力はもちろんのこと、副指導教員や学位論文審査会委員

の先生方のご指導ご鞭撻の賜物と思っております。私自身もいろいろ学ばせていただきました。連大を

去るに当たっての思いは、邂逅への謝念のひと言に尽きます。

連大教職員の皆様方には長い間大変お世話になりました。

末筆ながら、連大のご発展と皆様のご健勝を祈念しております。

※本人のご希望により写真の掲載はございません。
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◇旧代議委員の挨拶 

代議委員の任期を終えて 

 

 

生物生産科学専攻  

熱帯資源・植物生産科学連合講座 

佐賀大学教授 農学部 

鄭 紹輝 

 

 

令和 2 年 4 月から 2 年間代議委員を務めさせていただきました、佐賀大学農学部の鄭紹輝と申しま

す。2 年間大変お世話になり、深くお礼申し上げます。 

今期代議委員の 2 年間は何といってもコロナとの闘いでした。4 月スタートと同時にコロナ感染症が

国内に蔓延し始め、出張は余儀なく控えられ、すべての会議と授業もオンラインやオンデマンドなどの

非対面式に切り替わり、当初はシステムの準備に四苦八苦しておりました。連大は先見の目というか、

もともと SINET というシステムで遠隔授業を行っていたので、比較的楽に切り替えられたのではない

かと思います。その条件が制限された中で、ネット会議を中心に、教務、入試及び教員資格審査などを

こなし、何とか 2 年間無事務めることができました。準備などでは事務方にはさぞ大変ご苦労があった

のだろうかと思います。 

 連大では複数大学の教員による合同指導体制ではっきりした基準で博士学生を教育指導していると

ころが 大の特徴であり、連大生は開かれた指導環境のもとのびのびと研究を進められ、確実に学術論

文を書けるように育てられていることは好評を得ており、特に留学生には絶大な人気で、修了生の約半

数が留学生である。博士学生の不足に苦しむ多くの大学がある中、連大の定員オーバーが指摘されるほ

どうれしい悲鳴である。今後の的確な定員管理の観点から入試制度と入試定員を改正し、連大を希望さ

れる学生が全員受け入れられるように改革が進められていると思います。その中で定年までの間は微力

ながら連大の教育研究に協力していきたい所存です。 

連大のますますの発展を大いに期待して、私の退任あいさつとさせていただきます。 
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コロナ時代の大学院 

農水圏資源環境学専攻 

水産資源環境科学連合講座 

鹿児島大学教授 水産学部 

山本智子 

 

 

「佐賀大・琉球大との交流もあるし、代議委員業務は大変だけど楽しいですよ〜」と言われて始まっ

た任期ですが、2 年間の任期はコロナ禍と重複してしまいました。佐賀大・琉球大にお伺いすることは

できず、鹿児島で数回開催できた対面代議委員会でも、代議委員間での親睦を深めるような余裕がなく

て残念ですが、なんとか無事任期を終えることができました。研究科長、副研究科長始め代議委員の皆

様、事務室の皆様には様々な局面でご助力頂き、心より感謝申し上げます。 

コロナ下での 2 年間を振り返ると、元々物理的に離れた三大学を SINET で結んで教育や運営が行わ

れてきた連大は、リモートを活用したセミナーや講義、会議に対応しやすく、ウィズコロナ時代の教育

に比較的スムーズに移行できたと思います。一般セミナーでのプレゼンテーションや入試での口頭試問

など、1 年目は学生・教員ともに右往左往しましたが、適応力のある若者達はもちろん、我々教員側も、

回を重ねるにしたがって要領良くこなせるようになりました。今後も世界規模で様々な感染症が流行す

ると想定される中、リモートでの研究発表や情報交換をこなす能力は研究者に不可欠なものとなってい

くでしょうから、良い訓練になったと思います。一方で、対面が不可欠な実験や現地調査には制限があ

り、特に海外や島嶼部での調査では現地への渡航すらできず、データを積み上げる時期にある学生には

大変な負担を強いることになってしまいました。ポストコロナ時代における教育研究の進め方について

は、今後も模索していく必要がありそうです。 

世間的には、博士課程進学は進路の選択肢を狭くするものと考えられがちですが、実際には、留学生

との交流や研究を通した産業界や行政とのやりとり、自らが教える立場に立つ経験など、選択を広げら

れる要可能性を多く秘めているはずです。学生達に幅広い選択肢を提供できるよう、九州沖縄にまたが

る恵まれたフィールドとコロナ下で培ったリモート技術を武器に、今後とも連大教員として尽力してい

きたいと思っております。 
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◇新代議委員の挨拶 

代議委員就任のご挨拶 

 

生物生産科学専攻  

熱帯資源・植物生産科学連合講座 

佐賀大学教授 農学部 

後藤文之 

 

 

こんにちは。本年度から代議委員を務めることになりました佐賀大学の後藤文之です。ようやくコロ

ナの猛威が下火になりつつある中、これからの 2 年間、佐賀大はもちろんですが、鹿児島大や琉球大の

皆様と一緒にお仕事をさせて頂きますことに感謝するとともに非常に楽しみにしております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 私は、2018 年 9 月に電力中央研究所から農学部附属アグリ創生教育研究センターに赴任しました。専

門は施設園芸学です。2019 年に本庄キャンパス内に太陽光利用型植物工場が設置され、そこが研究の拠

点となっています。当たり前のことですが大学赴任後は、研究中心の生活から教育と研究のダブル生活

となり、とても新鮮な気分を味わっています。特に植物工場を専門としている私には、広い圃場を対象

としたセンターでの農業実習はたいへん興味深く、学生と一緒に汗を流すことに幸せを感じています。 

 電中研で研究をスタートした頃は、植物工場で最も栽培されていますレタスを対象として鉄含有量を

いかに増やすかという問題に取組みました。そして、大豆の鉄貯蔵タンパク質を発現させることによっ

てレタス、その後、米の鉄含有量を増加させることに成功しました。さらに、この研究を発展させ、根

からの鉄吸収機構や鉄欠乏シグナルに関与する因子の解析、また、その延長線上にあるカドミウムなど

の重金属の吸収や耐性機構の解明などを行ってきました。米国 Purdue 大学に在籍した際には、塩ストレ

スや浸透圧ストレスに関する研究を進めました。 

一方、2000 年代になり、LED の本格的な普及とヒートポンプの農業への利用が進み、それに伴って植

物工場は新しい段階に入りました。植物工場が人工光型、太陽光利用型と分類されだした頃です。その

当時、私は、研究の対象を植物だけではなく、植物工場内の環境制御へ広げました。植物工場の生産性

を高めるためには植物の知識だけでは足らず、環境に関する知識、そしてそれらを基に環境を制御する

技術が必要と考えたからです。太陽光型植物工場内の環境（温度、湿度、光量、光質など）の経時変化

は大きく、また、工場内の空間位置による差も大きいため、いかに均一化するのかが研究のポイントと

なります。ただし、最終的には農業という産業に寄与することが目的ですので、コストを度外視した研

究は意味がありません。現在は、植物工場の機能を生かした冬期のスイカ栽培技術の開発や LED 補光

によるイチゴの生産性の向上、さらに宮古島でゼロエミッション植物工場の構築に向けて、太陽光発電

と植物工場を一体運用し、電力需給バランスを保つ研究など様々な課題に挑戦しています。 
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代議委員就任のご挨拶 

 

農水圏資源環境科学専攻  

水産資源環境科学連合講座 

鹿児島大学教授 水産学部 

石川 学 

 

 

 

皆様、今年度より鹿児島大学大学院連合農学研究科（以下、連大）の代議委員を務めることとなりま

した鹿児島大学水産学部の石川 学です。学位の取得も含め、連大には長くお世話になっておりますが、

代議委員は初めて担当いたしますので、何かとご迷惑をお掛けするかと思いますが、2 年間どうぞ宜し

くお願い致します。 

 私共の研究室（水族栄養学研究室）では、水棲動物の栄養要求の解明と飼料中の栄誉素や飼料添加物

が海産動物の成長や健康状態に及ぼす影響について、研究を行っています。養魚飼料の主要素材は、カ

タクチイワシなどの多獲性魚種を原料とした魚粉ですが、漁獲量の減少や海外での魚類養殖の増加によ

り、魚粉の価格が高騰しています。また、水産資源保護の面からも「魚で魚を育てる養殖」から、魚粉

に頼らない持続可能な水産養殖が求められています。そのため、近年は魚粉に代わる代替素材の検討も

水族栄養学の重要なテーマとなっており、代替素材として植物性素材やこれまで廃棄されてきた未利用

資源の評価も実施しています。マダイ、ヒラメ、ブリ、カンパチ、ヒラメやクルマエビなどを対象種と

して使用していますが、順調に生育できる良好な環境で栄養素の評価を行う必要があるため、学生さん

にはまず試験動物に慣れてもらい、飼育できるようになってから博士論文研究に取り掛かるように指導

しています。それでも、疾病の発生や停電、台風といった事故で中断することもあり、生物を使用した

研究の難しさをいつも実感しています。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、鹿児島大学でも実験・実習の機会が制限されてきました。連大

の農学特別講義（一般セミナー）は、学生さんにとっても他大学を訪問し、博士課程の学生交流を深め

る貴重な機会だと思います。令和 4 年度は対面での実施が可能となるよう期待しております。 

後に、代議委員の活動を通じて、佐賀大学、琉球大学の皆様とも交流を深め、連大の発展に微力なが

ら貢献できればと考えております。至らぬ点があるかと思いますが、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 
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       ご挨拶：うりずんの季節に“ちむどんどん” 

 

農水圏資源科学専攻 

生物環境保全科学連合講座 

琉球大学教授 農学部 

田場 聡 

 ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ（皆さん今日はご機嫌如何でしょうか）、今年度から鹿児島連

大の代議委員を務めさせていただきます琉球大学の田場聡と申します。初めての就任で右も左も分から

ない状況ですが責任を持って務めさせて頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。 

 私の専門は植物病理学で、特に病原糸状菌の分類・同定と発生生態および病原体（菌類と寄生線虫）の

環境配慮型防除に関する研究を行っております。もともとは理学部の出身で、菌類（淡水および海水性生

菌類、担子菌類および細胞性粘菌など）の分類や生態調査を専門とするマニアックな研究室に所属してお

りました。その当時は顕微鏡で見た菌類の多様な形態に感嘆し、台風襲来の日も観察に夢中になり暴風警

報をやり過ごしたこともありました。一方、線虫は菌類と関連した形で興味を持った生物で、線虫を捕ら

えて食べるカビの存在を知り、指導教員に無理を言って卒論の課題にさせて頂いたのがきっかけです。学

生時代は菌類や線虫に関する実験・調査に明け暮れていましたが、現在は大学教員として社会貢献と人材

育成を行う立場から、研究面では「彼を知り己を知れば百戦殆からず」をベースに病原体を特定し生態を

明らかにすることで作物被害を軽減する方法について日々模索し、教育面では「人は人生で三つの教育を

受ける（両親、教師および社会から）」と言われますが、「教師」という点で教育義務を果たすため、「努

力に勝る天才なし」や「ありきたりのものをまるでとても新しいものであるかのように見直す目を持つ人

が独創的なのである」という考え方を学生に伝えるべく努力しております。我々の研究室では就職重視の

学生が多く、進学しても修士までという状態が続いていることや県の研究機関で素晴らしい成果を上げ

ている方々も多いため、今回の連大代議委員拝命を機会に積極的に鹿児島連大（博士課程）への進学（論

文博士含む）について提案していきたいと考えております。 

 新型コロナによる影響が続き、大学における教育や代議委員会の開催にも支障をきたしておりますが、

オンラインによる会議の効率化や効果的な講義の開催など有利な点もあると言えますので、うまく利用

していくことも重要と考えられ個人的には大いに活用して頂ければと思っております。連大の運営に関

してはずぶの素人ですが、入試改革や改組など重要な取り組みに関して微力ながら尽力させて頂きたい

と考えております。 

 最後に、皆さんがこの文章をご覧になる時期にはすでに沖縄は 30℃を超える気温となり、夏本番とい

う時期かもしれません。しかし、原稿を書いている現在は涼しげな風が吹く、とても心地のよい「うりず

んの季節」が到来しています。春の心地よい季節の新たな任務に対する、ちむどんどん（ドキドキ）、ち

むわさわさ～（ソワソワ）という気持ちです。初めてのことばかりでご迷惑をお掛けするかと思います

が、これから 2 年間、いい意味でナンクルナイサ（どうにかなるさ）の気持ちで頑張りますので、ユタサ

ルグトゥ ウニゲーサビラ（宜しくお願い致します）。 
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◇新⼊⽣の素顔
令和3年10⽉⼊学（5名）

【生物生産科学・Science of Bioresource Production】	
熱帯資源・植物生産科学・Tropical Bioresource and Plant Resource Production 

 Ruwan
ル ワ ン

 Chamara
チ ャ ア マ ラ

 (Sri Lanka) 

Title of Research: Identification and screening of mycorrhizal fungi associated with 
commercial grown and wild orchids for efficient propagation 
targeting the conservation of endangered orchid species and for 
commercial horticulture use 

Advisory Professor: Prof. TSUJITA Yuki (Saga University)  

First Vice-Advisory Professor: Prof. ISSIKI Shiro (Saga University)  

Second Vice-Advisory Professor: Prof.KAJITA Tadashi (University of Ryukyus) 

Hello everyone, my name is Ruwan Chamara, a student at the United Graduate School of Agricultural 
Science, Kagoshima University. I am from Sri Lanka and grew up in an agriculturally based community. I 
had been highly involved in crop cultivation operations and was fortunate enough to get all the necessary 
hands-on experience. I've always been fascinated by science; therefore, I took the first step toward a career 
in my favorite academic area, science at the Advanced Level (A/L). After finishing school, I was lucky to 
enter the Faculty of Agricultural, University of Peradeniya, one of the most prestigious and reputed 
universities in Sri Lanka and the country's pioneer institute of agriculture higher education. 

I obtained my bachelor's degree in Agricultural Technology and Management in 2016 and a master’s degree 
in Floriculture and Landscape Architecture in 2019 at the University of Peradeniya. I was a university colors 
holder and a member of the University Volleyball team. Moreover, in 2015, I served as President of the 
Plantation Society at the Faculty of Agriculture and actively participated in many social welfare works.  

After graduating in 2016, I served as a teaching assistant at the faculty for four years, which sparked my 
interest in a career in academia and research. Then, I came to Japan in November 2021 to continue with a 
doctoral course. I am pursuing my Ph.D. in the United Graduate School of Agricultural Science, Kagoshima 
University, with a Japanese Government Scholarship from The Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science, and Technology (MEXT). I belong to the Course "Science of Bioresource Production" and major 
chair of Tropical Bioresource and Plant Resource Production. My Ph.D. project will involve identifying the 
mycorrhizal fungi of wild and cultivated orchids to identify those that promote seed germination and 
subsequent plant growth and development.  

Additionally, this opportunity will open up a path to explore Japan, learn about its culture and language, 
and cooperate with a wide range of scientists. I hope that throughout my three-year studies in Japan, I will 
be able to obtain scientific knowledge and experience and develop strong relationships with new people. 
Therefore, I am grateful to everyone who has helped me, including the Japanese government, which has 
provided me with a scholarship (MEXT) and all other necessities to live a healthy life and study in a 
peaceful environment. Finally, I would like to express my heartiest gratitude to Prof. OGURA-TSUJITA 
Yuki for her invaluable assistance and supervision.   
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Juel
ジュエル

  Datta
ダ ッ タ

(Bangladeshi) 

Title of Research:Studies on the of gibberellins in citrus development 

Advisory Professor:KOTODA Nobuhiro(Saga University) 

First Vice-Advisory Professor:ISHIMARU Kanji(Saga University) 

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

 

                                                           

【応用生命科学・Biological Science and Technology】 

生物機能化学連合講座・Bioscience and Biotechnology 

 

           戴
ダィ

 凰
コウ

凰
コウ

（中国） 

 

研 究 題 目 ：        発酵微生物の健康機能性に関する研究 

 

主 指 導 教 員 ：        北垣 浩志（佐賀大学） 

 

第一副指導教員：田中 宗浩（佐賀大学） 

 

第二副指導教員： 藤田 清貴（鹿兒島大学） 

 

2021 年 10 ⽉から⿅児島⼤学連合農学研究科に⼊学しました、戴凰凰（ダィ コウコウ）と申します。
配属は佐賀⼤学で、中国出⾝の留学⽣です。⽇本に来る前は中国最⼤のビール⻨芽製造会社に勤めていま
した。その後、⽇本向け輸出コンニャクの会社に転職し、品質管理担当者をしていました。仕事をしてい
た時に発酵について興味を持ち、⾷資源情報学研究室に⼊学しました。昨年度佐賀⼤学の修⼠学位を取得
し、本年度⿅児島⼤学農学連合⼤学院の博⼠課程に進学でき、とても嬉しく思います。 

博⼠課程では、発酵⾷品に含まれる微⽣物の健康機能性について研究を⾏っていく予定です。発酵⾷品
は数千年の歴史があり、東南アジアでは醬油、酢、⾖腐よう、漬物、納⾖、酒などの発酵⾷品が広く作ら
れてきました。発酵によって⾷べ物の原材料が複雑な成分組成に変化し、栄養価や⾷感が向上すると考え
られています。近年では科学的な⼿段における発酵⾷品の健康機能性（抗腫瘍性，抗酸化性，⾎圧上昇抑
制，中性脂肪低下，鉄分吸収促進，抗アレルギーなど）が明らかになっています。麹は発酵⾷品の中で重
要な役割を果たしており、糖セラミドという成分を含んでいます。麹由来糖セラミドは独⾃の化学構造に
よって腸内細菌代謝に影響を与え、健康機能性を持つと考えられています。私が特に注⽬しているのは糖
セラミドが腸内細菌に与える影響です。そのため、現在糖セラミドが腸内細菌への作⽤メカニズムを解明
することを⽬的として研究を⾏っています。 
これから 3 年間、⼀緒に頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 
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食品機能科学・Food Science and Nutrition 

Phomvisith
ポ ム ウ ィ シ ッ ト

 Ouanh
ウ ア ン

 (Laotian) 

Title of Research: Study on the effects of fetal and neonatal programming on 

beef production system in Wagyu (Japanese Black Cattle)  

Advisory Professor: OHTSUKA Akira (Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Professor: GOTOH Takafumi (Kagoshima University) 

Second Vice-Advisory Professor: YAMANAKA Ken-ichi (Saga University) 

Konnichiwa, I would like to convey my thankfulness for this 
opportunity to introduce myself. My name is PHOMVISITH Ouanh, you can 
shortly call me “Ouanh (ｳｱﾝ)”, I am from Laos, a small country in Southeast 
Asia. After I completed my basic education, B.Sc. in Livestock and Fisheries Sciences (1999-2004) 
from the Faculty of Agriculture, National University of Laos, I worked for Ministry of Agriculture 
and Forestry. My latest responsibility at work was a Head of Agricultural Technique Extension Center, 
this center is located in Northeastern Province of Houaphanh. As my work place localizes in remote-
upland area; therefore, my main duty is community service regarding the provision and training of 
new and adopted techniques on animal production, veterinary service, and aquaculture for individual 
farmers, and farmer organizations in the rural communities. 

During 2013 to 2015, I studied Master degree at Graduate School of Bioresource and 
Bioenvironmental Sciences, Kyushu University, Japan. In the period of Master study, I carried out 
my research regarding development of a new beef production strategy in Wagyu (Japanese Black) 
cattle by using epigenetic regulation during early development stage adapted from the theory of 
“Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD)”. My master’s thesis title was “Effects of 
Restricted Nutrition of Cows during late Gestation on Early Postnatal Growth Performance and 
Physiological Parameters in Japanese Black Offspring”. I conducted my research under guidance 
and supervision of my supervisor Professor Takafumi GOTOH, and my vice advisory professor. As 
the early research shown some positively interested results; thus, I really need for further study to 
achieve my research concept. In addition, I have high wish to obtain more high level of study as 
doctoral degree from Japan; accordingly, I continuously apply for a scholarship namely, “the Project 
for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS)”. The JDS is an 
important supporter for human resource development for numerous sector in Laos, and I received full 
support for my master degree study at Kyushu University; nonetheless, the project supports only 2 
doctoral fellows annually. After applying and going through a high competition; finally, I am 
fortunate to pursue my study at a wonderful research institute, like Kagoshima University. 

I would like express my sincere gratitude to Professor OHTSUKA Akira for his kind 
assistance and supervision in carrying out my research at his laboratory, I would also to profoundly 
acknowledge Professor GOTOH Takafumi for continuing support in conducting my research and he 
will be able to look after me carefully. I am also thankful to Professor YAMANAKA Ken-ichi for 
his willingness to co-supervise my research. I am very grateful to all Japanese people for pursuing 
support my study through implementation of JDS project. Hopefully, the new strategy on beef cattle 
production system would be high potential for our current and future generations. 
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先端応用生命科学・Advanced life Science 

          中野
な か の

 拓宜
ひろのぶ

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        食品成分による腸内細菌叢の影響と肝・腸疾患予防の関 
係性に関する研究 

 

主 指 導 教 員 ：        侯 徳興（鹿児島大学） 

 

第一副指導教員：坂尾 こず枝（鹿児島大学） 

 

第二副指導教員：永尾 晃治（佐賀大学） 

 

はじめまして。2021 年 10 月に社会人博士課程で入学しました、鹿児島大学所属の中野 拓宜と申し

ます。 

私は 2018 年３月に鹿児島大学大学院農学研究科を修了した後、鹿児島県に入庁しました。入庁後は北

薩地域振興局保健福祉環境部（川薩保健所）で、飲食店等の営業施設の許認可事務、営業施設や給食施設

の監視指導、営業者等への食品衛生に関する教育、食中毒の調査、理化学・微生物試験等の業務に携わっ

ております。 

博士課程で取り組む研究は、仕事内容と直接関わるものではありませんが、食品の持つ機能性について

腸内細菌叢及び肝・腸疾患予防の観点から作用機序を解明すること目的としています。この内容はと修士

論文までの内容を発展させた研究であり、研究対象とする食品を増やして研究を行っていく予定です。 

皆様もご存じの通り、日本では高齢者の割合が増加に伴って医療費の増大が深刻な問題となっておりま

す。食品は生命活動のエネルギーとなる功の部分を持つ一方で、高カロリー・高脂肪・高炭水化物食に代

表される偏った食事と、二型糖尿病や非アルコール性脂肪性肝炎等の生活習慣病やクローン病や潰瘍性大

腸炎等の炎症性腸疾患は関係性が深いことが示唆されています。このような生活習慣病を食品成分によっ

て改善することを目的とする研究は多くありますが、作用機構を解明できた研究が少ないのも事実であり

ます。私は博士課程の研究において、食品成分によって生活習慣病の予防する作用機構を特に腸内細菌叢

の観点から解明していく所存です。 

学位取得においては、仕事と大学での研究の両立を図りながらになり時間的制約もありますが、体調に

は十分配慮しながら頑張っていきたいと思います。指導教員の先生方ならびに研究室の学生にサポートし

ていただきながらの研究活動となり負担をかけることになるかと思いますが、どうぞよろしくお願いしま

す。 
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◇新入生の素顔

令和4年4月入学（22名）

【生物生産科学専攻・Science of Bioresourece Production】 
熱帯資源・植物生産科学・Tropical Bioresource and Plant resource Production 

  Ibrahim
イ ブ ラ ヒ ム

 Soe
ソ ウ

 (Sierra Leone) 

Title of Research: Elucidation of Stress Tolerance Mechanisms in Flood- and 
Drought-Tolerant Rice Lines 
Advisory Professor: Sakagami Jun-Ichi (Kagoshima University) 
First Vice-Advisory Professor: Katsuyuki Ichitani (Kagoshima University) 
Second Vice-Advisory Professor: Shoki Tei (Saga University) 

Hello everyone, my name is Ibrahim Soe, I am from Sierra Leone. Sierra Leone is 
a small country in West Africa, with a population of 7.977 million people and has a land area of 72,180 sq. km. 
It shares land borders with Guinea to the north and northeast and Liberia in the south and southeast. Am happy 
to be in Kagoshima city, Kagoshima city, because of the weather condition throughout the year and 
Kagoshima University because of Professor Jun-Ichi Sakagami, who we met during my first visit to Japan in 
June, 2018 organized by Japan International Co-operation Agency for a training of Core Agricultural 
Researchers from Sub-Saharan Africa, working on rice and during our discussion, I came to understand that, 
we have the same research interest, submergence and drought studies on rice.  

I holders a B.Sc. [Hons] in Crop Science and Mphils in Agronomy (Plant Breeding) from Njala University, 
Sierra Leone and Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana respectively. I 
started work at the Sierra Leone Agricultural Research Institute in April 2013 immediately after my first 
degree, am attached to the crop improvement programme department. Am actively involved in genetic 
diversity studies of rice, our staple food crop in Sierra Leone mostly using morphological traits for biotic and 
abiotic stresses. I have being able to publish some papers from these actives and have attended workshops and 
seminars, where I have presented work proposals and results on behalf of my institution. 

I believe that, I will graduate this program within three years and I will do my best to learn new knowledge, 
develop something new and publish good papers during this period of study with God being my helper. Finally, 
I would like to thank, the government and people of Japan through the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology (MEXT) of Japan for offering me this scholarship under the Research Student 
category as the only candidate from Sierra Leone in 2021. I would also like to thank Kagoshima University, 
United Graduate School of Agriculture and advisory professors for accepting me to study at Kagoshima 
University. 

I am married to Nenneh Umu Bah with two kids (boys), Alpha Umaru Soe and Mamadu Wurie Soe. 
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鐘ヶ江
か ね が え

 光
ひかる

（日本） 

研究題目：クジラ型パラコクシジオイデス症の診断法の開発と疫

学に関する研究 

 

主指導教員：モハメド アムザド ホサイン（琉球大学） 

 

第一副指導教員：佐野文子（琉球大学） 

 

第二副指導教員：侯 德興（鹿児島大学） 

 

はじめまして．琉大所属で 2022 年 ４ 月に入学しました大阪府出身の鐘ヶ江 光と申し

ます． 

作物生産科学研究室に所属しておりますが，研究テーマは人獣共通感染症を主軸として

おります．琉大の学部，修士時代を通算しますと 7年目の沖縄生活に突入しました．沖縄

の植物を見るために「やんばるの森」へ通うことを趣味としております． 

私は，クジラ型パラコクシジオイデス症（paracoccidioidomycosis ceti: PCM-C）の疫

学の研究をしています．PCM-C とは小型鯨類の皮膚に発生する慢性肉芽腫病変を特徴とす

る真菌症（カビによる病気）で全世界に分布しています．この本真菌症の原因菌は

Paracoccidioides cetii で，遺伝子型は中南米で流行し，日本では輸入真菌症として知ら

れているパラコクシジオイデス症の原因菌である P. brasiliensis に同一または近縁で

す． 

PCM-C の診断は臨床症状，病理組織，生検組織からの特徴的な酵母細胞の検出により行

われます．また遺伝子検出は類似の症状を示す疾患との鑑別に重要で，さらに，原因菌に

対する抗体検査も補助診断として有効です．また，海外では P. brasiliensis に対する抗

体がナイルティラピアにおいても検出されたことなどから，陸水環境にも存在すると考え

られています．この原因菌の疫学情報は未解明の部分が多く，特に日本周辺では従来，分

布域と認識されていなかったため，調査が行われてきませんでした． 

現在，症例を遺伝子診断で発掘する研究とともに，野生個体と飼育個体での抗 PCM-C 抗

体保有率の比較および沖縄県に定着している外来魚のナイルティラピアにおける抗体保有

率調査を行っています．P. cetii の疫学を調査し，その疫学情報を収集することで人と動

物の健康，さらに食の安全に貢献できれば幸いです．博士課程は，何事にも真剣にそして

楽しんで取り組み，研究者としても人としても大きく成長できるよう日夜研鑽致します． 
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Ch
チ

o
ュ

i J
ジ

u
ュ

y
ヨ

o
ン

ung (Korea) 

Title of Research : Comparison study on physiological characteristics of rice 
seed priming under drought stress 

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

First Vice-Advisory Professor: Dr. YAMAMOTO Masashi （KAGOSHIMA 

University)  

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

 

Good to meet you. I am happy to enter Kagoshima University. 

My name is Choi Juyoung. I am from Korea. 
I graduated from Chungbuk National University in Korea with a bachelor's degree and a master's degree. 
The master thesis title is "Morpho-physiological response of Common Buckwheat to Flooding Stress at 
Different Growth Stages". 
From October 2018 to March 2019, I was an exchange student at Tropical Crop Science Laboratory in Prof. 
Dr. Sakagami at Kagoshima University. I researched a master's thesis in this lab. 
I studied a lot and was happy in the laboratory for six months. Once again, I would like to thank for Prof. Dr. 
Sakagami and the laboratory members. 
My doctoral thesis is overcoming drought stress through rice priming. 
Drought stress is serious problem in the world due to global warming. Also, rice is the main food in Asia. 
So I want to study rice and drought stress. The reason for priming is to induce stress so that it can adapt well 
in a disadvantageous environment. 
However, it's my first-time studying rice, but I'll try my best. 

I look forward to enjoying my stay in Japan, working so hard to complete my course in time. I want to make 
new friends in Japan and other parts of the world, and I want to make networking with Japanese researchers 
for future research cooperation. I am so grateful to Prof. Dr. SAKAGAMI for accepting to mentor me and 
supervise my doctorate studies.  
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J
チ

u
ュ

 Yo
ヨ

u
ン

ngh w
ファ

a
ン

n (Korea) 

Title of Research: The discovery of proteome expression and role under high 
temperature stress at different growth stage in cultivated rice. 

Major Advisory: Prof: SAKAGAMI Jun-Ichi (Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Prof: OKAMOTO Shigehisa (Kagoshima University) 

Second Vice-Advisory Prof: Md. Amzad-Hossain (University of Ryukyu) 

I am Ju younghwan from South Korea, studying in Kagoshima University under Prof. Sakagami. I got 
bachelor’s degree from Chungbuk National University (2012-2019) and got master’s degree from Chungbuk 
National University (2019-2021). I studied crop science for my bachelor’s degree and agronomy for my 
master’s degree. After successful graduation, I was in charge of experimental assistance and projects as a 
post-master researcher in the same lab of Chungbuk National University. 

 Under the guidance of Professor Sakagami, I plan to study the heat stress of rice using proteomics. It is my 
first time to conduct research with rice, so I have a lot of things to study and plan, but I want to experience 
various cultures of Japan along with research. 
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動物資源⽣産科学・Major(Rengo-koza)of Animal Resource Production 

MD
エムディ

 Nuronnabi
ヌ ロ ン ナ ビ

 Islam
イスラム

 (Bangladesh) 

TITLE OF RESEARCH 

ENDOPLASMIC RETICULUM (ER) STRESS ON IN VITRO GROWTH 
OF BOVINE OOCYTES 

Major Advisory Prof.: YAMANAKA Ken-ichi (Saga University)  

First Vice-Advisory Prof.: EBARA Fumio (Saga University) 

Second Vice-Advisory Prof.: TATEMOTO Hideki (University of the 
RYUKYUS) 

Hello everyone, my name is MD NURONNABI ISLAM and I am from Bangladesh. I completed my 
undergraduate study in 2015 at the Faculty of Animal Husbandry, Bangladesh Agricultural University 
(BAU). Then I have done my MS under the Department of Animal Science from BAU. My post-graduate 
research was on the in vitro growth of buffalo oocytes. I have done a thesis and published a paper from my 
post-graduate research in Theriogenology journal. After post-graduation, I joined as a faculty (Lecturer) in 
the Department of Animal Science, Bangladesh Agricultural University and currently working as an 
Assistant Professor. Teachers are the life- long learner. As a learner, I think it is always necessary to increase 
knowledge and experience. In my opinion, one way to be able to improve it by continuing education to a 
higher level. Continuing higher education outside Bangladesh has been my dream for a long time. I was 
delighted when I got the opportunity to continue my studies at the Doctoral level at The United Graduated 
School of Agricultural Science, Kagoshima University.  Before I applied for a Doctoral course, I took a 
research student program for six months at the Saga University. During my research student program, I 
gained a lot of experience which is very useful to support my doctoral studies.  

In this doctoral program, I planned to work on endoplasmic reticulum stress in in vitro development of 
bovine oocytes. From my post-graduation, I am working on in vitro growth of oocytes. I published several 
papers in this regard. In my doctoral study, I want to find out the way to reduce the endoplasmic reticulum 
stress during in vitro development of oocytes by using different stress inhibitor in the culture medium. In 
vitro development of oocytes is still challenging. Scientists are trying to make the procedure convenient 
with more successful results. I hope this research can provide additional information in science and able to 
develop a good culture system which might be helpful for in vitro embryo production. Besides that, on-
going research can provide new knowledge and experiences for me that I can apply in future research 
activities. At the end of this paper, I would like to express my gratitude to all my supervisors for always 
providing advice, support, and opportunities.  
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地域・国際資源経済学・Regional and Global Resource Economics 
 

Tran
チ ャ ン

 Thi
テ ィ

 Thu
ト ゥ

 Thuy
ト ゥ イ

 (ベトナム) 

 

研究題目   ：ベトナム農村部における所得格差の要因分析 

主指導教員  ：藤村 美穂（佐賀大学） 

第一副指導教員：辻  一成（佐賀大学） 

第二副指導教員：坂井 教郎（鹿児島大学） 

 

 初めまして。今年の４月から鹿児島大学大学院連合農学研究科に進学したベトナム出身

のチャン・ティ・トゥ・トゥイと申します。 

 ベトナムで日本語を専門として勉強してきた私は自分の言語能力を活用しながら新しい

分野に挑戦したいという目的で日本に来ました。修士課程で本格的な研究活動に取り掛か

り、わからないことが多くあって疲れも感じましたが、研究の楽しみこそが困難を乗り越え

る力をくれました。経済・社会の抽象的問題を数字やモデルで具体化するのは非常に面白く

て、実用性の高いプロセスです。毎日少しでもデータ分析の無限力を取得できて、少しでも

課題解決に近づけられると思うだけでやる気が湧いてきます。 

修士課程からずっと所得格差に興味を持って、研究を続けてきました。ベトナムでは、農

村部と都市部との格差が改善していながら、工業化・現代化が進んでいる農村部における所

得格差拡大が顕著化しつつあります。農村部は相変わらず農業活動の担い手であるが、農村

部の労働者の収入は農業収入のみならず、非農業収入・賃金・移転所得・資産所得といった

多様な収入源からなっています。また、経済・社会的かつ自然的なショックを受けやすい農

家の所得に影響を与える要素も比較的に複雑である。その事実で、農村部における所得格差

を是正するのは必要であるが、簡単なことではありません。そのため、私の研究はどの要素

所得が、どの社会・経済的特徴がベトナム農村部の格差拡大を引き起こしているかを定量的

に推定することを目的にしています。 

生物生産科学の地域・国際資源経済学講座では、専門知識の蓄積とともに、先生と先輩た

ちとのディスカッションを通して、自分の研究課題への新しいアプローチを見つけると期

待しています。これまで勉強してきたデータ分析のスキルも鍛えて、価値のある研究成果を

遂げられるように研究に励んでいきたいと思います。 

 これから 3年間どうぞよろしくお願いします。 
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【応用生命科学・Biological Science and Technology】 

生物機能化学・Food Science and Nutrition 

石上
いしがみ

 慎之甫
しんのすけ

（日本） 

研 究 題 目 ：        「海産の天然テルペンはSDGs 対応型の 

忌避剤シーズとなり得るか」の解明 

主 指 導 教 員 ：        石井 貴広（琉球大学） 

第一副指導教員：高良 健作（琉球大学） 

第二副指導教員：坂尾 こず枝（鹿児島大学） 

初めまして、琉球大学生物活性物質学研究室に所属している石上慎之甫と申します。生まれは関西、育

ちは関東、大学進学の際に沖縄に出てきました。研究に興味を持ったのは小学 3 年生のときに読んだ『有

毒動物のひみつ』という本に、ハチ毒を治療に用いる民族がいるという記事があり、何故か無性に興味を

ひかれたからです。現在は毒を治療に用いることへの興味もありますが、修学旅行で見た沖縄の海に感動

し、観光資源としてだけでなく未利用資源に付加価値を与えたく、研究を行っています。

沖縄の海はきれいで、ダイビングを始めとした様々なマリンスポーツが盛んです。しかしコロナではっ

きりとしたように、観光客に依存した経済では人の流れが止まったときに大きな打撃を受けてしまいま

す。そこで必要になってくるのが沖縄独自の特産品の販売です。この特産品はシークワーサーやウコンと

いった農業作物や海ブドウやモズクといった海産資源が考えられます。それは、年中高温多湿の亜熱帯気

の魚は独特で万人受けしないこと、原子力発電がない沖縄では電気代が高いこと、土地が多くないことか

ら大規模な工場の建設できないことから工業製品の生産に向かない場所であることなどが関係していま

す。そこで私は沖縄を盛り上げるには沖縄の固有の農作物を現代に沿った SDGs に配慮した方法で出荷数

を増やしたいと考えました。ここで沖縄に来て以来研究続けている未利用資源の活躍の場があるのではな

いかと思い、博士課程のメインテーマとしました。

私は沖縄の自然が好きです。しかし、経済基盤は弱くそれゆえに外資系に負け、開発が進んでいく未来

を危惧しています。この沖縄を守ることにつながると信じて沖縄の海を研究していく所存です。
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 水野
み ず の

 裕一
ゆういち

（日本） 

研 究 題 目 ：        発酵調味料の香味に寄与する微生物叢の解析および寄与成分

の探索 

主 指 導 教 員 ：        小林 元太（佐賀大学） 

第一副指導教員：後藤 正利（佐賀大学） 

第二副指導教員：吉崎 由美子（鹿児島大学） 

初めまして、社会人として入学しました水野裕一と申します。2005 年に佐賀大学農学研究科を修了し、

現在は佐賀県唐津市にある宮島醤油株式会社で醸造微生物や食品の香味に関する研究を行っています。  

 修士では醤油酵母の香気成分に関する研究を行っていましたので、醤油のことは十分理解していたつも

りでした。入社後、最初の 1 年間は実際の発酵現場で研修を受けましたが、当然ながら取り扱う原料や仕

込量のスケールが実験室とは比較にならないほど大きく、また、基本的に開放系で行われる製造工程では

気温の変化や雑菌汚染等、様々な環境要因が品質に影響するなど、「教科書だけで醤油は造れない」とい

う当時の工場長の言葉通り、実製造の難しさを痛感することとなったのです。  

 醤油や味噌などの醸造物の発酵・熟成工程では多種多様な微生物が混在し、気温などの影響も相まって

複雑な生態系が形成されています。この過程はまさにブラックボックスであり、未だに解明されていない

ことが多い部分でもあります。発酵現場の技術者は巨大なタンクの中の諸味表面の様子と pH や品温など

のわずかな情報だけで、次の一手を迅速に判断していかなければなりません。彼らの経験と知識が今も尚、

製品品質の根幹となっているのです。しかしながら、常に最適な判断ができるわけではなく、異常発酵を

引き起こすこともあります。品質の安定化のために、このブラックボックスに対して何らかの手を打つ必

要があると考えていました。  

近年、分子生物学的手法によって遺伝子レベルで微生物叢全体を把握することが可能になってきました。

また、メタボロミクス研究の発展によって代謝物の網羅的分析も可能になってきました。こうした手法を

利用し、発酵工程中の微生物叢の変遷と代謝物との関係性を明らかにすることによって、最適な発酵管理

方法が構築できるのではないかと考えています。  

 3 年間という短い期間ではありますが、発酵技術の向上に資する研究となるよう、日々努力していきた

いと思います。どうぞ宜しくお願い致します。  
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食品機能科学・Food Science and Nutrition 

平川
ひらかわ

智
とも

章
あき

（⽇本）

研究題目：Nrf1 欠失による過敏応答の機序解明とポリアミン量の調節による 

介入方策の開発 

主指導教員：濱 洋一郎（佐賀大学） 

第一副指導教員：辻田 忠志（佐賀大学） 

第二副指導教員：候 德興（鹿児島大学） 

皆さん、初めまして。鹿児島大学大学院連合農学研究科に入学しました平川智章と申します。生まれは

佐賀ですが、中学卒業後に熊本高専に進学し、3年次編入を機に帰郷し、今に至ります。 

私が研究対象にしているポリアミンは、アデニンヌクレオチドおよびグルタチオンに並び、細胞内に

高濃度（mM 単位）で存在する低分子化合物です。主要なポリアミンとしてプトレスシン（Put、C4）、スペ

ルミジン（Spd、C7）、スペルミン（Spm、C10）があり、最も低分子である Put はオルニチンがオルニチン

脱炭酸酵素（Odc）の作用を受けて合成され、S-アデノシルメチオニン（SAM）由来のアミノプロピル基

（C3）の転移を受け、Spd、Spm と順に伸長します。これらのポリアミンは、細胞分裂、核酸合成や安定

化、タンパク質合成等に利用されながらもその量比は一定に保たれています。 

修士課程では、環境応答転写因子 Nrf1（NF-E2-related factor 1）を欠失したマウス肝では、スペル

ミン酸化酵素（Smox）の発現抑制が解除されることで、長鎖ポリアミンが分解される方向に偏り、その過

程で生じるアクロレインなどの副産物が蓄積することを明らかにしました。アクロレインは、活性酸素

種に比べて生体高分子に対する反応性が 1000 倍以上の高い攻撃性を持つため、ゲノム DNA やタンパク質

の変性を誘導します。また、アクロレインの産生を抑制することで、脳梗塞、糖尿病網膜症、男性不妊症

の病態が改善することからも、Smox の発現制御は細胞の保護や疾患予防のための重要な標的になること

が期待されています。 

学位取得のために努力しますのでよろしくお願いします。 
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松永
まつなが

 将伍
しょうご

（日本） 

研 究 題 目 ：        肉用対馬地どりの食肉品質を支配する要因の解明とその 

制御方法の検討 

主 指 導 教 員 ：        井尻 大地（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：永尾 晃治（佐賀大学） 

 初めまして。2022 年 4 月に入学しました松永将伍と申します。現在は長崎県島原市にある長崎県農林

技術開発センター畜産研究部門に勤務しており、今回社会人大学院生として入学しました。所属は鹿児島

大学の栄養生化学・飼料化学研究室になります。 

 私は鹿児島大学農学部を2016年に卒業し、鹿児島大学大学院農学研究科を2018年に修了しました。学

生時代には家畜繁殖学研究室に所属し、体細胞クローン技術を活用した遺伝子改変マイクロミニピッグの

作出に関する研究を行っていました。その後、長崎県に入庁し、長崎県農林技術開発センター畜産研究部

門に配属となり、今年で5年目になります。 

畜産研究部門に配属後は養鶏部門を担当しています。現在は、

古くから長崎の離島である対馬に生息していた在来家畜「対馬

地鶏（図示）」を活用した肉用地鶏や卵用地鶏を研究対象とし、

育種改良、飼養管理技術の開発および食品のおいしさを科学的

に解明する研究を行いながら、ブランド価値の向上に努めてい

ます。 

 入学後のテーマは肉用対馬地どりの食肉品質を支配する要因

の解明とその制御方法の検討に関する研究です。全国各地で銘       図 対馬地鶏原種 

柄家畜が生産されていますが、バイヤーや消費者は味に関する関する情報や食肉品質の安定供給を求めて

います。そこで研究内容は、①種鶏（父または母方）の代謝特性と交雑鶏（F1）の「おいしさ」との関連

性の解明、②季節変動が地鶏の代謝特性や食肉品質に違いが生じるメカニズムの解明、③長崎特産の資材

活用による地鶏肉品質の安定化に向けた試みの３つのテーマに取り組みます。 

 社会人になってから経験した様々な研究者との出会いがきっかけで博士課程進学を決意しました。通常

の仕事と学業との両立は大変なことも多いですが、大学院での研究が少しでも畜産分野の発展に繋がれば

と思い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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先端応用生命科学・Advanced life science

He
カ

 Ziyu
コ キ

   (China) 

Title of Research: The studies on anti-inflammatory effect and molecular 
mechanisms of flavonoids 

Advisory Professor: 侯 徳興 (Kagoshima University) 

First Vice-Advisory Professor: 坂尾 こず枝 (Kagoshima University) 

Second Vice-Advisory Professor: 小松 正治 (Kagoshima University)  

My name is He ziyu, I came from Changsha City in Hunan Province, China. I got my bachelor's degree from 

Hunan Agriculture University, and studied in Graduate School of Agriculture, Forestry and Fisheries, Kagoshima 

University during my master period. I decided to continue my study and research in the Laboratory of Food Function 

and Nutrigenomics. My advisory professor is Prof. Hou De-Xing.  

My major was animal nutrition and feed science during the undergraduate period. During my undergraduate time, 

Prof. Hou De-Xing came and gave serval lectures to our students. At that time, I was deeply attracted by the research 

career of Prof. Hou, especially his studies on molecular target and signal transduction. On the other hand, in May 2017, 

I met Dr. Wu Shusong, who just graduated and came back to Hunan Agriculture University from The United 

Graduate School of Agriculture Sciences, Kagoshima University. I joined his research project as well as started my 

own experiment following his guidance. The study of my bachelor thesis is about a phenolic acid on growth 

performance and intestinal protective effects of weaned piglets. 

I came to Kagoshima in September 2019. Kagoshima is a quiet and simple city, the climate is really nice here and it 

is not so cold in winter. I really enjoy the rainy season. I fell really peaceful during rainy days. I started my master 

study in the Laboratory of Food Function and Nutrigenomics. I received countless guidance from Prof. Hou, which 

helped me became a rigorous person towards scientific research. Something that is not so fortunate is that coronavirus 

caused pandemic worldwide, so I cannot go back to my hometown during the whole master period. 

In my master period, I studied the anti-inflammatory effect and molecular target of a typical flavonoid called fisetin, 

in LPS-induced inflammatory macrophages model. I have clarified that fisetin inhibit a certain signal pathway in 

inflammatory signal transduction, and I`m still working on the identification of molecular target. My research title in 

the doctor course is the studies on anti-inflammatory effect and molecular mechanisms of flavonoids. I found there 

exist limitations in cell lines, so I plan to use in vivo models in my doctor study. I`m still interested in inflammatory 

signal transduction, as well as kinase inhibitory effects of flavonoids. I hope I can do better in my doctor period, and 

make valuable research results. I am looking forward to communicate with you. Thank you very much. 

Picture 
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平田
ひ ら た

 風子
ふ う こ

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        真菌細胞壁多糖ニゲランの生理学的役割の解明 

 

主 指 導 教 員 ：        平良 東紀（琉球大学） 

 

第一副指導教員：水谷 治（琉球大学） 

 

第二副指導教員：藤田 清貴（鹿児島大学） 

 

みなさん，初めまして。この度連合農学研究科に進学した平田風子です。出身は沖縄生まれ沖縄育ち，

所属は琉球大学応用微生物学研究室に所属しています。趣味は読書と映画・アニメ鑑賞，散歩です。 

私の研究テーマは「真菌細胞壁多糖ニゲランの生理学的役割の解明」です。Aspergillus属など糸状菌の

細胞壁は，キチン，β-グルカン，α-グルカン等の細胞壁多糖類を主な構成要素としていて，細胞骨格の

維持や菌糸の生長に深く関与しています。最近では，α-1,3-グルカンがヒトや植物，昆虫への病原性の発

揮や菌糸間の凝集・接着に重要と報告される等，真菌細胞壁多糖は細胞壁の形成や維持以外にも様々な役

割を持つことが示唆され，国内外で精力的に研究が行われています。私が現在研究を進めているニゲラン

（α-1,3/α-1,4-グルカン）は，α-1,3-グルカンと同様に糸状菌細胞壁多糖のα-グルカンとして知られてい

ます。ニゲランは，Aspergillus属や Penicillium属の一部の糸状菌が窒素源飢餓時に特異的に合成され，グ

ルコースがα-1,3-とα-1,4-グリコシド結合を規則的に繰り返す直鎖状のユニークな構造を持つ多糖です。 

ニゲランは 1910年代に発見されてから研究が進んでおらず，ニゲランに関する知見は少ないのが現状

です。そんな中，私は糸状菌の持つニゲラン合成・分解システムを明らかにしてニゲランに関する知見を

集めるため，ニゲラン合成酵素とニゲラン分解酵素の発現系の構築や機能解析を行っています。今後はニ

ゲラン代謝系を解明しつつ「糸状菌にとって，ニゲランの役割は何なのか？」に対する答えを見つけてい

きたいと考えています。３年間よろしくお願いいたします。 
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 Myat
ミャット

 Htoo
ト ュ ー

 San
サ ン

 (Myanmar) 

Title of Research: Genomic and Physiological Characterization of heat-tolerant 
Pyropia Species collected from Southwest Coast of Myanmar 

Advisory Professor: NAGANO Yukio (Saga University) 

First Vice-Advisory Professor: KIMURA Kei（Saga University) 

Second Vice-Advisory Professor: SHIMOGIRI Takeshi (Kagoshima     University) 

Greeting to all ...!! My name is Myat Htoo San, and I am from Myanmar. In 

2018, I’ve completed my bachelor's degree with honors (B.Sc Hons) in plant science (botany) from the University of 

Yangon, which is regarded as the earliest and the best university in Myanmar. After graduation, I studied environmental 

conservation and natural resource management under the Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) 

academic fellowship program at the University of Montana, United States. With the support from my supervisor, 

NAGANO Yukio, I came to Saga University as a research student in 2019 with MEXT scholarship. Then, I continued 

as a master student and I got my master’s degree from the Graduate School of Advanced Health Science, Saga 

University, in 2022 March.  

Since my childhood, I have strong interest in natural resources especially plant species. Myanmar is a country 

with a long intact coastal area in continental Southeast Asian countries. However, the study of aquatic flora is still 

incomplete, and their genomic analysis remains elusive. Therefore, I want to study marine flora resources. Among the 

untouched aquatic flora resources of Myanmar, I am focusing on Pyropia species.  

In Japan, the most famous Pyropia species is known as Susabi-nori and they are cultivated all over Japan. 

Global warming is currently having a negative impact on the distribution and abundance of seaweed and the associated 

environment. These may affect the cultivation of seaweed. Therefore, protection and research on seaweed are becoming 

more and more necessary. I am interested in the differences between nori in Myanmar and Japan due to the differences 

in topography and weather conditions between the two countries. 

In master student years, I focused on physiological characteristics and organellar genomes of Myanmar nori. 

In my doctoral study, I will focus on the heat tolerance characteristics of Myanmar nori. I do hope that my study will be 

impactful for the food sector, breeding, and conservation purposes. Moreover, I intend to support Sustainable 

Development Goals (SDG) 14 of the United Nations "Life below Water”. 

Last but not least, I would like to express my gratitude to my supervisor, NAGANO Yukio, for his unwavering 

support throughout my education journey starting from my research student period (2019). Undeniably, I am here 

because of his unconditional guidance and knowledge sharing, not only in research but also in other skills such as 

academic writing. 
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            矢 垰
やとう

 紅 音
あかね

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        高速混合凍結-先端電子スピン共鳴法による 

酵素ダイナミクスの実測 

 

主 指 導 教 員 ：        宗 伸明（佐賀大学） 

 

第一副指導教員：堀谷 正樹（佐賀大学） 

 

第二副指導教員：屋 宏典（琉球大学） 

 

 はじめまして。この度、連合農学研究科に入学しました矢垰紅音です。配属先は佐賀大学で分子生命科

学研究室に所属しています。学部、修士、そして博士課程と引き続き当研究室にお世話になります。学部

3 年次に配属されてから年々研究の楽しさを身にしみて感じるようになり、気付けば博士課程まで進学し

ていました。それほど取り組んできた研究と所属研究室の雰囲気が自分にあっていたのだと思います。 

 さて、私の研究テーマは「高活性と安定性を併せ持つ産業用酵素の開発」です。酵素は人工的に困難な

化学反応をマイルドな条件(常温、常圧、低エネルギーコスト)で達成できるため、食品や洗剤、医薬品な

どの合成、環境浄化などの様々な用途で広く利用されています。しかし、酵素によって至適温度が異な

り、至適温度以外では活性が低い、あるいは変性して利用できないといった問題から利用できる環境に制

限があります。こうした背景から幅広い温度で高活性かつ高安定性な酵素の開発が課題となっていますが

未だ解決には至っていません。これは、酵素活性、安定性と構造柔軟性の関係について、「活性の大きさ

(柔軟性が高い)と安定性(柔軟性が低い)はトレードオフの関係にある」という学説が障壁となっているた

めです。理想の酵素を開発するにはどうにかしてこの障壁を越えなければなりません。ここで朗報です！

なんと私の所属研究室ではこの学説を覆す特徴(高活性と安定性を併せ持つ)を有する天然酵素をすでに発

見し所有しています。この酵素の分子基盤を解明し、他の酵素に応用できれば理想の酵素が開発できるの

ではないかと考え、私は電子スピン共鳴(ESR)法を利用してこの酵素の分子基盤の解明に取り組んでいま

す。 

 博士課程では、DEER(電子-電子二重共鳴)法という先端 ESR 法を利用し、構造ダイナミクスの観点から

酵素の分子基盤解明に取り組み、得られた知見を応用して高活性と安定性を併せ持つ産業用酵素の開発を

目指したいと思っています。 

 博士課程の 3 年間で様々なことに挑戦し、これからの研究生活も地道に取り組み、楽しく充実したもの

にしていきたいと思います。みなさん、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・Resource and Environmental Science of Agriculture, Forestry 

and Fisheries】 

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

 

奥山
おくやま

正樹
ま さ き

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        わが国における鳥獣保護区とその指定区分の進展に関す 

る研究 

 

主 指 導 教 員 ：        鵜川 信（鹿児島大学） 

 

第一副指導教員：畑 邦彦（鹿児島大学） 

 

第二副指導教員：太田 伊久雄（琉球大学） 

 

 

はじめまして。２０２２年４月に連合農学研究科に社会人入学した鹿児島大学の奥山正樹と申します。

現在、環境省からの派遣により、鹿児島大学南九州・南西諸島域リノベーションセンターに特任教員とし

て勤務しています。 

私の研究テーマは、３０年以上携わってきた自然環境行政において、特に学生時代から関心を持ってい

る鳥獣行政の分野で長い歴史を持つ「鳥獣保護区」に関するものです。日本の自然保護地域の中で、国立

公園などについては豊富な既往研究がありますが、鳥獣保護区に着目したものはほとんどありません。し

かし、鳥獣保護区は全ての都道府県に存在し、全体では国土の９．３％を占める面積が指定されていま

す。皆さんも、少し郊外に出かけた時に「鳥獣保護区 WILDLIFE PROTECTION AREA」と書かれた赤地に白

文字の看板を一度は見かけたことがあるはずです。 

近年、日本の鳥獣行政においては、乱獲や開発からの「保護」よりも、シカやイノシシなど増えすぎた

鳥獣の個体数や分布域を減らすための「管理」が深刻な課題となっています。環境行政全体が、保護より

も保全、経済成長との両立が最重要としている流れとも同調していますが、野生動物の保護は達成された

わけではなく、むしろ危機は増大しているのが現状です。 

鳥獣の保護を明確な目的として約70年間にわたり鳥獣行政の基幹となってきた鳥獣保護区について、

その指定区分や指定実績をあらためて分析することで、これまでの制度が有効に機能し、適確な指定が進

められてきたかの評価を試みたいと思います。そして、鳥獣被害、人畜共通感染症等が社会問題として深

刻化し、国際的にも自然保護地域の変革が求められる中で、鳥獣保護区がより有効な仕組みとして活用さ

れるよう貢献したいと考えています。   

博士課程の早期修了、業務との両立をめざして頑張ります。ご指導の程よろしくお願いいたします。 
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忠
ただ

村
むら

 一
かず

毅
き

（日本） 

研 究 題 目 ：        ニンニクの培養球形成機構およびイモグサレセンチュ 

ウ抵抗性に関する研究 

主 指 導 教 員 ：        吉賀 豊司（佐賀大学） 

第一副指導教員：一色 司郎（佐賀大学） 

第二副指導教員：田場 聡（琉球大学） 

皆様はじめまして、忠村一毅と申します。このたび社会人ドクターとして2022年 4月に入学いたしま

した。私は北海道釧路市出身で、現在も北海道に住んでいます。勤務先では主に農作物の組織培養や品種

育成に関わる業務に携わっております。 

博士課程ではニンニクとイモグサレセンチュウを対象とした研究に取り組みます。佐賀大学線虫学研究

室にて吉賀先生のもと、本研究を進められることとなり嬉しく感じております。ニンニクの栽培では栄養

繁殖器官を介した病害虫の拡大が大きな問題となっており、特にイモグサレセンチュウは甚大な被害をも

たらす病原体となっています。生産現場においても線虫が感染した鱗茎では激しい腐敗が発生してしまう

状況や、線虫発生圃場では今後ニンニクを作付けできないといった生産者の方々の話を伺う機会もあり、

イモグサレセンチュウがニンニク生産に及ぼす影響の大きさを痛感しています。本研究を通じてイモグサ

レセンチュウの感染機構やニンニクが有する抵抗性を明らかにし、本線虫への対策の一助になればと考え

ています。また、入学にあたっては快く受け入れてくださった先生方に心より感謝いたします。これから

の3年間真摯に研究に取り組みたいと思います、どうぞよろしくお願いします。 
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地域資源環境工学・Regional Resource Environment Engineering 

Pranith
プ ラ ニ ス

 Ruwanpathirana
ル ワ ン パ テ ィ ラ ナ

 (Sri Lanka) 

Title of Research: Model development for the solution of the agricultural problem 

in the sub-tropical region: Special reference to erosion control and subsurface 

irrigation. 

 
Advisory Professor: SAKAI Kazuhito (Ryukyus University) 
 
First Vice-Advisory Professor: NAKANDAKARI Tamotsu（Ryukyus University) 
 
Second Vice-Advisory Professor: YUGE Kozue (Saga University)  

 

I’ve graduated with a first class for the degree of Bachelor of Science in Agriculture from University of Ruhuna, 

Sri Lanka and I did specialize in agricultural engineering for my Bachelor’s degree. My undergraduate research 

was based on “rapid detection of soil organic carbon by using short wave Near Infrared Spectroscopy”. The 

research revealed that calibrated, validated model of NIRS used as a SOC detection successfully and found some 

important wavelengths to develop low-cost single wavelength devices.  

After my graduation, I was selected as a lecturer for the Department of Agricultural Engineering, Faculty of 

Agriculture, University of Ruhuna, Sri Lanka. As I’ve experienced a sense of excitement on environment analysis 

during my academic life, my subject areas and research interests are mainly focused on precision agriculture, 

environmental sustainability, and agricultural systems modelling. 

Then, I’ve completed my Master of Philosophy degree in Agricultural Engineering at University of Ruhuna, Sri 

Lanka. The research was focused on “Evaluation of UAV images for sugarcane crop growth monitoring and 

management; a study in Galoya plantation, Sri Lanka”. The research aimed to improve the accuracy of identifying 

sugarcane crop growth and field anomalies by optimizing image acquisition, processing, and analysis protocols 

for images captured by UAV-mounted visible spectral cameras.  

All the nations should focus their attention to enhance the crop production to ensure the food security. Among the 

major problems which are linked to crop cultivation are soil erosion and water shortage. Therefore, the studies are 

needed to find solutions for soil erosion and water scarcity problems in agriculture. Therefore, my doctoral 

research is focused on soil erosion assessment and irrigation efficiency in subtropical agriculture through 

modelling approach. I’ve selected to conduct my doctoral degree at United Graduate school of Agricultural 

Sciences, Kagoshima University as a MEXT scholar. I wish to arm with new knowledge and skills which can be 

used for the sustainable development of the community by the efficient soil conservation practices and water 

management techniques in the present study. 

As an academic researcher, I would like to broaden my knowledge and experience by interacting with student and 

community. An everyday new experience can be gained with this employment. So, it never makes me bored but 

triggers my interest. 
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池⽥
い け だ

怜史
さ と し

（⽇本）

研究題目：電気刺激による魚類鎮静化の作業機序とその効果 

主指導教員：安樂 和彦（鹿児島大学） 

第一副指導教員：小谷 知也（鹿児島大学） 

第二副指導教員：石川 学（鹿児島大学） 

鹿児島大学所属の池田 怜史（さとし）です。同大学の修士課程を卒業し 16 年間の社会経

験を経て、出戻りました。というものの、会社員も続けており、西日本ニチモウ㈱という水

産漁業で使用する網、ロープの漁具メーカーにて営業をしております。会社は山口県下関に

ありますが、私の担当エリアは日本全国、たまに海外と勝手に考えております。(写真は、

2021 年 8 月、カツオ 1本釣り船に乗船したとき) 

 卒論および修論では、「逸失漁具数の推定」に没頭しておりました。逸失漁具とは、漁業

者の管理下を離れてしまった漁具のことで、今では「ゴーストフィッシュングを引き起こし

ている漁具もある」で伝わるのではないでしょうか？しかし、2004 年頃の当時、海ゴミ、

失くした漁具なんてなんてその。この広い海にどれだけゴミを捨てても大丈夫でしょ！と

いう風潮の漁業者も多かったのも事実です。私が聞き取り調査をすると、怒られたりするこ

とも多々ありました。しかし、今ではどうでしょうか？海ゴミ問題、海洋プラスチック問題、

網に哺乳類（特にウミガメ）が引っかかってしまう問題などなど、社会風潮の変化には驚か

されます。当時の指導教員であった松岡達郎先生に学び、将来のことを見据えた活動、考え

方を教わったことに感謝しております。 

 さて、博士論文では、「電気刺激による魚類鎮静化」に関連する様々な事象を解明してい

きたいと計画しております。魚は海水から引き上げられると暴れまくります。その魚を抑え

て、活〆（延髄に刃物を入れて屠殺）する作業者は大変です。そこで、魚に特殊な電気を負

荷させて鎮静化させる製品を開発、販売してきました。全国各地で導入が進んでおりますが、

なぜ魚が鎮静化するのかの作用機序、その後の生理的影響（実際には元気に泳ぎだす）はま

だ研究されておりません。アニマルウェルフェアという観点からもそれらの解明が必要だ

と思い、安樂和彦先生に相談し、今回のテーマを決めました。アニマルウェルフェアの社会

的注目度はまだ低いと感じますが、海ゴミと同じように、将来は必ず解決しなければならな

い社会的課題と思います。 

 私自身は修士を卒業し、研究職を希望して社会人をスタートしましたが、その希望は叶い

ませんでした。しかし、営業を続けながら、様々な現場でニーズや問題を体感し、多様な分

野の人と関わりながら、色々な課題を解決してきたと多少の自負はあります。今では研究職
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より、営業職でよかったとさえ思えております。「営業って何でもできる！」からです。そ

のあたりも博士課程へのチャレンジを通じて証明していきたいです。 
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Hardin
ハーディン

 Aaron
ア ー ロ ン

 J n
ジャン

 Pierre
ピ エ ー ル

 (Saint Lucia) 

Title Of Research: Incorporating Artificial Feed with Live Feed  

(Artemia) In Marcrobrachium rosenbergii 

 Post-Larval Shrimp Production  

Advisory Professor: KOTANI Tomonari: (Kagoshima University)    

First Vice-Advisory Professor: TASUMI Saatoshi (Kagoshima 
University) 

Second Vice-Advisory Professor: ISHIKAWA Manabu（Kagoshima 

University) 

Hello everyone my name is Hardin Aaron Jn Pierre, I come from the island of Saint Lucia. I work with 
the government of Saint Lucia in the Aquaculture Unit. I hold a Masters degree in Sustainable 
Aquaculture and I am very interested in trying to make Aquaculture sustainable and profitable in my 
country. I will be undertaking my Ph.D. studies with the fisheries Faculty under the supervision and 
mentorship of Professor Kotani who is a premier live feed expert. 

I have a very keen interest in Aquaculture, specifically in fish nutrition. It is my belief that the success of 
an aquaculture enterprise is dependent upon the health and nutrition of your animals. Taking a keen 
interest in the nutrition of your animals could ensure not only that your venture is profitable but could 
ensure its sustainability in the future. 

My research will be centered around looking at reducing the amount of live feed used in the early stages 
of M. rosenbergii (Giant Freshwater Prawn) post larval production in Saint Lucia. It is my hope that the 
successful completion of this research will ensure that shrimp farming in Saint Lucia will not only be 
profitable but sustainable for future generations. Under the guidance and support of the professors and 
Kagoshima University, I am hoping to look at other native species of shrimp that will help in better 
understanding feed processes in the early production of larval shrimp development. 

I would like to send a special thank you to the Japanese International Agency (JICA) for providing me 
with the scholarship to be able to meet the costs of my studies. I want to also thank Kagoshima University 
for accepting me to work alongside Professor Kotani to carry out my studies.  

I am very confident that the successful completion of my studies will not only benefit my country the 
wider Caribbean region in general as Aquaculture development specifically shrimp Aquaculture is still 
expanding in the region.  I would love to share my research with anyone who is interested, and also learn 
as much as I can from all the qualified experts at Kagoshima University. Thank You 
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福上
ふくがみ

 周作
しゅうさく

（日本） 

 

研 究 題 目 ：        多環芳香族炭化水素類の魚胚挙動に伴う影響発現メカニズム 

の解明 

 

主 指 導 教 員 ：        宇野 誠一（鹿児島大学） 

 

第一副指導教員：石川 学（鹿児島大学） 

 

第二副指導教員：吉川 毅（鹿児島大学） 

 

はじめまして、鹿児島大学所属の福上周作です。鹿児島から早く出たい、とずっと思っていたのですが、

なんだかんだ7年目を迎えてしまいました。しかし、素晴らしい先生方の指導の下、日々、楽しい学生生

活を来ることができています。博士課程の研究テーマは多環芳香族炭化水素類の魚胚に対する影響発現メ

カニズムの解明です。 

 環境中には人為的活動によって、様々な化学物質が放出されています。特に、海や川などの水域は、排

水や、大気からの沈降による化学物質の流入が避けられません。化学物質の中には生物に対して、ごく低

濃度でも、悪影響を及ぼすものもあり、水域に生息する生物の化学物質暴露による影響が懸念されていま

す。そんな化学物質の一種である多環芳香族炭化水素類（PAHs）は化石燃料の燃焼により、生成される物

質であり、工場や自動車の排ガスなどから、至る所で多量に放出されています。あまりメジャーな物質で

はないのかもしれませんが、生物に対して変異原性などの様々な毒性を示すことが報告されており、生物

にとっては危険な物質です。各国の水域でもPAHsの検出例があり、PAHs汚染による水生生物への影響が

懸念されています。特に、PAHs の暴露を受けた魚胚では、背骨の湾曲や、異常な形の心臓の形成、顎の

未発達などの組織の形成異常が引き起こされ、正常な発達が阻害されることが分かっています。しかし、

PAHs がどのようなメカニズムで胚発生に影響を及ぼすのかはあまり分かっていません。そこで、博士の3

年間は、生理学、分子生物学などの観点から、様々な手法を駆使してこの未知のメカニズムを解き明かし

ていきます。最終的にはPAHs のリスク評価の一端を担う研究ができればと考えています。 

実りある 3年間になるよう頑張ります。 
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松尾
ま つ お

 純平
じゅんぺい

（日本） 

研 究 題 目 ：        石油流出時における魚類胚への 

アルキル化多環芳香族炭化水素類の影響に関する研究 

主 指 導 教 員 ：        宇野 誠一（鹿児島大学） 

第一副指導教員：小谷 知也（鹿児島大学） 

第二副指導教員：安樂 和彦（鹿児島大学） 

はじめまして。2022 年 4 月に入学いたしました、松尾純平と申します。環境保全学研究室に所属して

おります。出身は福岡県です。

大学 4 年生の頃は、アルキル化多環芳香族炭化水素類（アルキル化 PAHs）の魚類への影響に関する研

究を行っていました。アルキル化 PAHs とは、複数のベンゼン環が縮合した多環芳香族炭化水素類

（PAHs）にアルキル基が付加された物質の総称です。石油中に多く含まれており、毒性も高いことか

ら、海洋油田事故やタンカー事故などの大規模な石油流出事故発生時に、水生生物への影響が懸念されて

いる物質群です。卒業研究では、アルキル化 PAHs に暴露されたヒメダカ稚魚体内で代謝が攪乱されるこ

とを確認しました。

修士課程では、大型船舶燃料として使われる C 重油の魚胚への影響に関する研究を行っていました。魚

の卵は自分で動くことが出来ないため、石油流出事故が起きた際に特に影響を受けやすいライフステージ

です。石油に含まれる PAHs やアルキル化 PAHs を暴露した魚の卵は、孵化後に生存が困難となるような

奇形症状を有することが先行研究で報告されています。修士論文研究では、C 重油に汚染された水に暴露

したヒメダカ胚において、PAHs やアルキル化 PAHs 暴露と類似した奇形症状が確認され、C 重油中の

PAHs やアルキル化 PAHs の毒性が、魚胚に対する C 重油の影響に大きく寄与している可能性を予測しま

した。

現在、魚胚に対する石油汚染のリスク評価をした先行研究の多くが PAHs を対象としており、アルキル

化 PAHs の影響の知見は PAHs と比べると少ないです。そこで博士課程では、石油中に含まれるアルキル

化 PAHs の魚胚に対する影響に着目することにしました。石油中の組成が複雑であるアルキル化 PAHs の

複合的な影響と、実際の石油流出事故が起きた際の魚胚への影響にアルキル化 PAHs の影響がどの程度寄

与しているのかを明らかにしようと考えています。将来、石油流出現場に分布する魚種などに対応した石

油除去処理などに発展する様なデータを構築できるような研究にしたいと考えています。どうぞよろしく

お願いします。
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◇学生の研究活動

2021年度在学生の学会発表等

生物生産科学専攻（熱帯資源・植物生産科学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

後藤　啓太
*Goto, K., Yabuta, S.,
Ssenyonga, P., Tamaru, S.,
Sakagami, J.-I.

Response of leaf water potential,
stomatal conductance and
chlorophyll content under different
levels of soil water, air vapor
pressure deficit and solar radiation
in chili pepper (Capsicum chinense)

Scientia
Horticulturae
(Amsterdam)

Volume 281,pp1-
11

30-Apr-21 Paper

後藤　啓太

*Shin Yabuta, Tamami
Fukuta,Shotaro
Tamaru,Keita
Goto,Yoshihiro
Nakao,Phanthasin
Khanthavong, Peter
Ssenyonga,Jun-Ichi

The Productivity of Cassava
(Manihot esculenta Crantz) in
Kagoshima, Japan, Which Belongs to
the Temperate Zone

Agronomy vol.11,pp1-18 9-Oct-21 Paper

ｶﾝﾀﾎﾞﾝ ﾊﾟﾝﾀｼﾝ

Phanthasin Khanthavong,
Shin Yabuta, Al Imran Malik,
Md. Amzad Hossain, Isao
Akagi, Jun-Ichi Sakagami

Combinational Variation
Temperature and Soil Water
Response of Stomatal Control of
Transpiration in Maize, Common

Plant, MDPI 11-Mar-22 paper

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

口頭発表・ポスター発表
oral/poster
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ｸﾞｪﾝ ﾃｨ ﾚ ﾊ Presentor

Substitution mapping of QTLs on
chromosomes 5 and 6 for vascular
bundle number at the panicle neck in
rice (Oryza sativa L.)

2021/11/27 Kyushu University

後藤　啓太
*Goto, K., Yabuta, Tamaru,
S., S. Ssenyonga, P., B.
Emanuel.,Sakagami, J.-I.

Anaerobic and High Light Stress-
Induced Leaf Abscission in Chili
Pepper (Capsicum spp.)

September 8-
10th, 2021

Online from
Nagoya, Japan.

後藤　啓太
＊後藤啓太・田丸翔太郎・
薮田伸・坂上潤一

トウガラシ（Capsicum spp.）の高温回
避メカニズムの解析

2022年3月15-16
日

オンライン開催
（茨城大学）

後藤　啓太

*籔田伸・福田珠美・田丸翔
太郎・後藤啓太・中尾祥宏・
P. Khanthavong・P.
Ssenyonga・坂上潤一

鹿児島における新規塊根作物キャッ
サバの作期を通じたガス交換特性に
ついて

2021年12月8日 Online from Japan

田丸　翔太郎

*Shotaro Tamaru, Keita
Goto, Phanthasin
Khanthavong, Shin Yabuta,
Jun-Ichi Sakagami

Root Anatomical Traits Related to
Root Oxygen Consumption and
Transportation between Upland Rice
and Lowland Rice Varieties

2021年9月10日
日本　名古屋市
オンライン

ｿｳ ﾎﾞｳ ﾃﾞｲ ｼｬ
*Saw Bo Day Shar, Cuong
D. Nguyen, Shao-Hui Zheng,
Daisuke Fujita

Development and characterization of
near- isogenic lines (NILs) carrying
brown planthopper resistance genes
using japonica rice cultivar,
Sagabiyori

27-Nov-21 Online

ｴﾑﾃﾞｨ ﾓｽﾄﾌｧ ｶﾏﾙ
*Md. Mostofa Kamal, Dinh
Cuong Nguyen, Shao Hui
Zheng, Daisuke Fujita

Development and evaluation of
near-isogenic lines (NILs) for brown
planthopper resistance using indica
elite cultivar IR64 as genetic
background

27 November,
2021 (Online)

Japan (Online)

Poster

Poster

Poster presentation oral

ポスター

Oral

Oral

Poster
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ｶﾝﾀﾎﾞﾝ ﾊﾟﾝﾀｼﾝ
Phanthasin Khanthavong,
Shin Yabuta, and Jun-Ichi
Sakagami

Combinational Variation
Temperature and Soil Water
Response of Stomatal Control of
Transpiration in Maize, Common
Millet, Sorghum and Rice

15-16 March 2021 Japan

ｵﾀﾞﾏ ｴﾏﾆｭｴﾙ Emmanuel ODAMA
Effect of P-dipping priming on rice
resilience to water and nutrient
stress under rainfed lowland

March 15th -
16th, 2022

Online, Japan

生物生産科学専攻（動物資源生産科学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

ｽ ﾚ ﾘｰ ﾓﾝ

*Su Lai Yee Mon, Moe Lwin,
Aye Aye Maw, Lat Lat Htun,
Saw Bawm, Kotaro
KAWABE, Yasuhiko WADA,
Shin OKAMOTO, Takeshi
SHIMOGIRI

Phylogenetic analysis of Myanmar
indigenous chickens using
mitochondrial D-loop sequence
reveals their characteristics as a
genetic resource

Animal Science
Journal

Anim Sci J.
2021;92:e13647.

2021年11月24日 paper

ｽ ﾚ ﾘｰ ﾓﾝ

*Su Lai Yee MON, Moe
LWIN, Aye Aye MAW,
Kotaro KAWABE, Yasuhiko
WADA,　Shin OKAMOTO,
Takeshi SHIMOGIRI

Characterization of six populations
of Myanmar indigenous chickens by
body measurement traits

The Journal of
Animal Genetics

The Journal of
Animal Genetics
(2022) 50, 11-18

2022年1月31日 paper

中村　南美子

＊髙山耕二，大牟田 愛，中
村南美子，落合晋作，秋元
哲，鈴木真理子，河合 渓，
赤井克己，中西良孝

ワイヤーメッシュ柵に対するアマミノ
クロウサギの行動反応

日本暖地畜産学
会報

64（2） 2021年9月30日 論文

中村　南美子

＊中村南美子，冨永 輝，石
井大介，松元里志，稲留陽
尉，塩谷克典，赤井克己，
大島一郎， 中西良孝，髙山
耕二

ニホンジカ（Cervus nippon）の色識別
能力は2色覚のヒトと一致するか？

日本畜産学会報 92（3） 2021年8月25日 論文

中村　南美子
＊中村南美子，石川健斗，
秋山雅世，赤井克己，大島
一郎，中西良孝，髙山耕二

電気柵へのシカ通り抜け防止効果向
上のためにネット柵の併用は有効
か？

日本暖地畜産学
会報

65（1） 2022年3月 論文

Oral

Oral presentation
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中村　南美子

＊髙山耕二，小出圭史，中
村南美子，鈴木真理子，河
合 渓，秋山雅世，赤井克
己，中西良 孝

カイウサギの侵入防止に有効な電線
の架線の高さは？

日本暖地畜産学
会報

65（1） 2022年3月 論文

中村　南美子

＊大島一郎，若杉あづさ，
外山 歩，柳田大輝，石井大
介，冨永 輝，飯盛 葵，松元
里志，片平清美，中村南美
子，髙山耕二，中西良孝

黒毛和種去勢肥育牛の行動と産肉
性に及ぼす肥育後期の解砕繊維状
竹粉サイレージ給与割合の影響

日本暖地畜産学
会報

65（1） 2022年3月 論文

中村　南美子

＊髙山耕二，山植珠翠，中
村南美子，加藤達也，大塚
弘文，小田川裕之，中西良
孝，松添直隆

水田における小型球体ロボットの除
草能力

鹿児島大学農学
部学術報告

72 2022年3月 論文

中村　南美子
＊髙山耕二，中村南美子，
河合 渓

電気柵による農地へのアマミノクロ
ウサギの侵入防止

文部科学省特別
経費プロジェクト
「世界自然遺産候
補地･奄美群島に
おけるグローカル
教育研究拠点形
成」（R2～3年度）

63，42-45 2022年3月 著書

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

ｽ ﾚ ﾘｰ ﾓﾝ

*スレリーモン、モー ルウィ
ン、大澤 恵美、小澤 剛、大
澤 勝幸、河邊弘太郎、橋口
勉、岡本 新、下桐 猛

高密度 SNP 遺伝子型を用いた野間
馬集団の近交係数の推定

2021年11月13日
（土）-14日（日）

Online

ｽ ﾚ ﾘｰ ﾓﾝ

*Su Lai Yee Mon, Moe Lwin,
Aye Aye Maw, Lat Lat Htun,
Saw Bawm, Kotaro
KAWABE, Yukio NAGANO,
Yasuhiko WADA, Shin
OKAMOTO, Takeshi

Genetic diversity and population
structure of Myanmar native
chickens using double digest
restriction-site associated DNA
sequencing (ddRAD-seq)

July 26-30, 2021 online

中村　南美子

＊中村南美子，大牟田 愛，
落合晋作，秋元 哲， 鈴木
真理子，河合 渓，赤井克
己，中西良孝，髙山耕二

ワイヤーメッシュ柵上部の折り返しが
アマミノクロウサギの跳躍ならびに登
攀行動に及ぼす影響

2021年9月10日 日本，オンライン

口頭発表・ポスター発表
oral/poster

口頭

oral and poster

oral
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中村　南美子

＊中村南美子，上薗涼香，
冨永 輝，石井大介，松元里
志，稲留陽尉，塩谷克典，
赤井克己，大島一郎，中西
良孝，髙山耕二

草地においてシカが識別し難い電線
色は？

2021年10月23日
日本，福岡（オン
ライン開催）

中村　南美子

＊久冨紫音・宮ヶ迫慶介・野
島舞葉・中村南美子・冨永
輝・石井大介・松元里志・園
田寛人・山内正仁・大島一
郎・髙山耕二・中西良孝

アブラヤシ副産物（空果房）主体培
地由来のキノコ廃菌床を含む発酵
TMRの飼料特性

2021年10月24日
日本，福岡（オン
ライン開催）

生物生産科学専攻（地域・国際資源経済学連合講座）

●著書・論文等

ﾙﾝ ﾃｨ ﾀﾞﾝ(R3.9修)
Luong Thi Dan*, Thai Thi
Nhung, Norio Sakai

The relationship between women's
decision-making and household
income- Evidence from cattle
farmers in the mountainous area of
Bac Giang province, Vietnam

Japanese Journal
of Farm
Management

59(2)151-157 July, 2021

馬　麗娜(R3.9)) 馬麗娜*・豊智行
資源循環型農業システムの持続性
に関する考察－河北省保定市徐水
県漕河鎮を事例として－

農業市場研究
第30卷第1号、
pp48-55.

2021年6月 論文

馬　麗坤 馬麗坤*、坂井教郎
中国果物加工企業の原料調達の変
化とその影響 －河北省満城県にお
けるいちごの契約取引の事例から－

農業市場研究
第30卷第2号［通
卷118号］

2021年9月 論文

ｼﾝ ｼｭﾌﾞﾊ ｼｬﾘｰﾆ
Jasha Dehm, Shubha Singh,
Marta Ferreira, Susanna
Piovano, Jerker Fick

Screening of pharmaceuticals in
coastal waters of the southern
coast of Viti Levu in Fiji, South

Chemosphere Volume 276 1st August 2021 Paper

ｼﾝ ｼｭﾌﾞﾊ ｼｬﾘｰﾆ

Leo X.C.Dutra, Michael
D.E.Haywood, Shubha Singh,
Marta Ferreira, Johanna
E.Johnson, Joeli Veitayaki,
Stuart Kininmonth, Cherrie
W. Morris Susanna Piovano

Synergies between local and
climate-driven impacts on coral
reefs in the Tropical Pacific: A
review of issues and adaptation
opportunities

Marine Pollution
Bulletin

Volume 164 20th March 2021 paper

ﾐﾝ ｱﾝ ｳｲﾝ(修R4.3)
Nguyen Anh Minh, Masaaki
Sano, Mizuho Kuga

Current status and challenges of
Integrated mangrove shrimp farming
systems in the Mekong Delta

Journal of
Economics
Fisheries

Vol 65, Issue 2,
page 13-25

Jul-21 Paper

ﾛｰﾙｽﾄﾝ ﾃﾞﾘｯｸ ｷﾞﾚｯﾄ
*Raulston Gillette, Norio
Sakai

The Profitability of Rice Contract
Farming in Guyana -A case study of
Mahaica Berbice-

Japanese Journal
of Farm
Management

Vol. 59 No.2, page
145

Jul-21

口頭

口頭

42



ｲﾋﾞｸﾚ ﾄｲﾐ ｺﾞｯﾄﾞﾌﾘｯﾄﾞ ｴ
ﾗｽﾒ

Erasme Godfrid IBIKOULE,
Jaehyeon LEE

Impact of Cooperatives on Farm
Performance in The Republic of
Benin: A Maize Producers
Household Study in Alibori

応用生命科学専攻（生物機能化学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

ｳｽｱｿﾞ ﾌｨﾌｧﾒ ｵﾘｱﾝ(修
R4.3)

Auriane Fifame Oussou-
Azo, Taiki Futagami, Mun’
delanji C. M. Vestergaard

Immuno-Dipstick for Colletotrichum
gloeosporioides Detection: Towards
On-Farm Application

Biosensors
volume 12, Issue
2, page 49~

January, 2022 paper

佐々木 優紀(修R4.3)
3. Sasaki, Y., Uchimura, Y.,
Kitahara, K., and Fujita, K.

Characterization of a GH36 α-D-
galactosidase associated with
assimilation of gum arabic in
Bifidobacterium longum subsp.
longum JCM7052.

J. Appl. Glycosci. 68, 47-52 2021年6月 論文

佐々木 優紀(修R4.3)

Sasaki, Y.*, Komeno, M.,
Ishiwata, A., Horigome, A.,
Odamaki, T., Xiao, J-Z.,
Tanaka, K., Ito, Y., Kitahara,
K., Ashida, H., and Fujita, K.

Mechanism of cooperative
degradation of gum arabic
arabinogalactan protein by
Bifidobacterium longum surface
enzymes.

Appl. Environ.
Microbiol.

88 (6) 論文

趙 喆(修R4.3)

Zhe Zhao*, Mina Sugimachi,
Yumiko Yoshizaki, Xuan Yin,
Xing-Lin Han, Kayu Okutsu,
Taiki Futagami, Hisanori
Tamaki, Kazunori Takamine

Impact of solid-state
saccharification on the flavor of
rice-flavor baijiu

Journal of Food
Science

86，4958-4968 2021年10月 論文

趙 喆(修R4.3)

Zhe Zhao*, Mina Sugimachi,
Yumiko Yoshizaki, Xuan Yin,
Xing-Lin Han, Kayu Okutsu,
Taiki Futagami, Hisanori
Tamaki, Kazunori Takamine

Correlation between key aroma and
manufacturing processes of rice-
flavor baijiu and awamori, Chinese
and Japanese traditional liquors

Food Bioscience 44, 101375 2021年12月 論文

山之内 博紀
*Yamanouchi H, Tokimura
K, Miura N, Ikezawa K, Onjo
M, Minami Y, Kajiya K

Effects of flooding cultivation on the
composition and quality of taro
(Colocasia esculenta cv. Daikichi)

Journal of the
Science of Food
and Agriculture

102(4), 1372-1380 10-Feb-22 論文
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鶴留　奈津子
Natsuko Tsurudome*, Yuji
Minami, Katsuko Kajiya

Fisetin, a major component derived
from mulberry (Morus australis Poir.)
leaves, prevents vascular abnormal
contraction

Biofactors 48(1), 56-66 23-Oct-21 論文

筒井　莊周

ken-ji Yokoi* Sosyu Tsutsui
Gen-Ya Arakawa Masakazu
Takaba Koichi Fujii Satoshi
Kaneko

Molecular and biochemical
characteristics of inulosucrase
InuBK from Alkalihalobacillus
krulwichiae JCM 11 691

Bioscience
Biotechnology and
Biochemistry

85（8）　1830-1838 2021年8月 論文

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

趙 喆(修R4.3)

趙喆1, 杉町美奈2, 吉﨑由
美子1,3, 印璇3, 韓興林4, 奥
津果優3, 二神泰基1,3, 玉置
尚徳1,3, 髙峯和則1,3（1鹿
大院・連農，2鹿大院・農，3
鹿大・農・焼酎学セ，4中国
食品発酵工業研）

固体糖化工程が小曲米酒の風味に
与える影響

2021年10月1日 日本（オンライン）

趙 喆(修R4.3)

趙喆1, 杉町美奈2, 吉﨑由
美子1,3,印璇3, 韓興林4, 奥
津果優3, 二神泰基1,3, 玉置
尚徳1,3, 髙峯和則1,31鹿大
院・連農，2鹿大院・農，3鹿
大・農・焼酎学セ，4中国食
品発酵工業研）

固体糖化工程が小曲米酒の特徴香
気成分の生成に与える影響

2021年12月4日 日本（オンライン）

趙 喆(修R4.3)

趙喆1, 杉町美奈2, 吉﨑由
美子1,3, 印璇3, 韓興林4, 奥
津果優3, 二神泰基1,3, 玉置
尚徳1,3, 髙峯和則1,3（1鹿
大院・連農，2鹿大院・農，3
鹿大・農・焼酎学セ，4中国
食品発酵工業研）

中国の伝統的な酒である小曲米酒
の主要な香りと製造工程の関係

2021年9月24日
日本　鹿児島（オ
ンライン）

ｳｽｱｿﾞ ﾌｨﾌｧﾒ ｵﾘｱﾝ(修
R4.3)

Auriane Oussou-Azo, and
M.C. Vestergaard

A rapid all-on-paper based
biosensor toolkit for pathogens

July 25-29, 2021 Busan, KOREA

口頭発表・ポスター発表
oral/poster

口頭発表

口頭発表

口頭発表

oral presentation
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佐々木 優紀(修R4.3)

佐々木　優紀1*、芦田　久
2、石渡　明弘3、伊藤　幸成
3、堀米 綾子4、小田巻　俊
孝4、清水(肖)金忠4、北原
兼文1, 5、藤田　清貴1, 5*
（1鹿児島大院・連合農学、2
近畿大･生物理工、3理研、
阪大院理、4森永乳業(株)・
基礎研究所、5鹿児島大･

Bifidobacterium longum の菌株特異
的なアラビアガム分解メカニズムの
全容解明

2021年7月 オンライン

佐々木 優紀(修R4.3)

佐々木優紀1*, 堀米綾子2,
小田巻俊孝2, 清水(肖)金忠
2, 石渡明弘3, 伊藤幸成3,4,
北原兼文1,5, 鹿児島大院・
連合農学1, 森永乳業・基礎
研2, 理研3, 阪大院理4, 鹿
児島大・農5 藤田清貴1,5

ビフィズス菌のアラビアガム資化性
の鍵を握る3-O-α-D-
galactopyranosyl-α-L-
arabinofuranosidaseの機能解析

2021年9月 オンライン

戴　凰凰 dai huanghuang
Study on the health function of
fermentative microorganism

オンライン

山之内 博紀
*山之内博紀、南雄二、加
治屋勝子

血圧調節機構に対する･鹿児島県産
薬用植物の影響

2021年9月24・25
日

日本、鹿児島（オ
ンライン）

鶴留　奈津子
鶴留 奈津子*、南 雄二、加
治屋勝子

Fisetinによる血管異常収縮予防の
可能性と細胞膜上マイクロドメインの
役割

2021年8月6日～
2021年8月7日

日本、香川県（オ
ンライン開催）

鶴留　奈津子
鶴留 奈津子*、南 雄二 、加
冶屋 勝子

血管異常収縮の制御機構に対する
Fisetinの関与

2021年11月20日
～2021年11月21
日

日本、奈良県（オ
ンライン開催）

応用生命科学専攻（食品機能化学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

ｳﾞｫ ｶﾝ ﾘﾝ(退R4.3)

Linh Khanh Vo*, Nhung Thi
Tran, Yurina Kubo, Daichi
Sahashi, Masaharu
Komatsu, Kazuhiro Shiozaki

Enhancement of Edwardsiella
piscicida infection, biofilm formation,
and motility caused by
N?acetylneuraminate lyase

Glycoconjugate
Journal

22-Feb-22 paper

ポスター発表

口頭発表

口頭発表

口頭発表

口頭発表

口頭発表
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池田　麻美

Ikeda, A.＊, Komamizu, M.,
Hayashi, A., Yamasaki, C.,
Okada, K., Kawabe, M.,
Komatsu, M., Shiozaki, K.

Neu1 deficiency induces abnormal
emotional behavior in zebrafish.

Scientific Reports 11巻、13477頁 2021年6月29日 論文

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

大江　萌那

大江萌那*、ヨナタンアシキ
ン、新垣江利子、笠松久
美、堀内政宏、棚原尚哉、
高良健作、和田浩二

ヘチマ(Lutta cylindrica)の加熱調理
により生成する特徴香気の分析

2021 オンライン

ｳﾞｫ ｶﾝ ﾘﾝ(退R4.3)
Vo Khanh Linh, Tran Thi
Nhung, Masaharu Komatsu,
Kazuhiro Shiozaki

Involvement of N-acetylneuraminate
lyase in Edwardsiella piscicida
pathogenicity

October 27-29th
Japan, Kagoshima
city

池田　麻美
池田麻美＊、久保友理奈、
山崎千春、小松正治、塩﨑
一弘

Neu1シアリダーゼはグリア細胞活性
化を介して不安時の興味探索行動を
制御する

2021年10月27日
～2021年10月29
日

鹿児島県鹿児島
市（現地とオンラ
インのハイブリット
開催）

池田　麻美
池田麻美＊、久保友理奈、
山崎千春、小松正治、塩崎
一弘

Neu1シアリダーゼ欠損によるグリア
細胞の減弱は不安感受性を低下さ
せる

2021年12月1日～
2021年12月3日

神奈川県横浜市
（現地とオンライン
のハイブリット開
催）

池田　麻美
池田麻美＊、久保友理奈、
山崎千春、小松正治,、塩﨑
一弘

シアル酸加水分解酵素Neu1の欠損
はゼブラフィッシュの不安感受性を低
下させる

2021年8月26日～
2021年9月10日

北海道札幌市（現
地とオンラインの
ハイブリット開催）

応用生命科学専攻（先端応用生命科学連合講座）
●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

ポスター発表（オンライン参加）

ポスター発表（オンライン参加）

口頭発表・ポスター発表
oral/poster

口頭発表

poster

ポスター発表（現地参加）
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王 子泰(修R4.3)

＊Chuantao Zeng, Yumiko
Yoshizaki, Xuan Yin, Zitai
Wang, Kayu Okutsu, Taiki
Futagami, Hisanori Tamaki,
Kazunori Takamine

Additional moisture during koji
preparation contributes to the
pigment production of red koji
(Monascus-fermented rice) by
influencing gene expression

Journal of Food
Science

Vol. 86, Iss. 3 2021.3 paper

王 子泰(修R4.3)

*Zitai Wang, Kayu Okutsu,
Yumiko Yoshizaki, Taiki
Futagami, Hisanori Tamaki,
Takuro Maruyama, Kazufumi
Toume, Katsuko Komatsu,
Fumio Hashimoto, Kazunori
Takamine

Effects of microbial fermentation on
enzyme activity and volatile
properties of Massa Medicata
Fermentata

Traditional &
Kampo Medicine

2021.11.30 paper

長澤　智隆(修R4.3)

*Tomotaka Nagasawa,
Masaki Horitani, Shin-ichi
Kawaguchi, Shigeki
Higashiyama, Yoichiro
Hama, and Susumu
Mitsutake

The molecular mechanism of
phytosphingosine binding to
FFAR4/GPR120 differs from that of
other fatty acids

FEBS open bio 9, 2021 論文

奥西　勲
Isao Okunishi, Tomoe
Yamada-Kato , Jiro Saito
and De-Xing Hou

Safety Evaluation of 6-
(Methylsulfinyl) Hexyl Isothiocyanate
(6-MSITC) and Wasabi Sulfinyl, a 6-
MSITC-containing Supplement

Food Science and
Technology
Research,

26 (6), 813_824 2020.12.27 論文

奥西　勲

Isao OKUNISHI, Yousuke
MIURA, Yo NAKAMURA,
Yoshitada HIRA, and De-
Xing HOU

Assessment of mutagenicity, acute
and sub-acute toxicity and human
trial safety of wasabi leaf extract
powder

Food Science and
Technology
Research

27 (1), 131-149 2021.3.7 論文

ﾎﾞｶﾞﾊﾜｯﾃ ﾗｰﾗﾗｹﾞ ｽ
ﾀﾞｰﾏ ﾎﾞｶﾞﾊﾜｯﾀ

Sudarma Bogahawaththa,
Suranga P. Kodithuwakku,
Kavindra K. Wijesundera,
Eranga H. Siriweera, Lalith
Jayasinghe, Waruna L.
Dissanayaka,Jayanthe
Rajapakse,Chandana B.
Herath, Tadayuki Tsujita,
Missaka P. B.
Wijayagunawardane

Anti-Fibrotic and Anti-Angiogenic
Activities of Osbeckia octandra Leaf
Extracts in Thioacetamide-Induced
Experimental Liver Cirrhosis

Molecules
Molecules 2021,
26(16), 4836

10-Aug-21 paper
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●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

王 子泰(修R4.3)

＊中光 はるの, 王 子泰, 奥
津 果優, 吉﨑 由美子, 二神
泰基, 玉置 尚徳, 丸山 卓
郎, 河野 徳昭, 當銘 一文,
小松 かつ子, 髙峯 和則

漢方用薬「神麹」の製造時における
植物添加の影響

2021.9.4-9.5 オンライン参加

王 子泰(修R4.3)

＊王 子泰, 奥津 果優, 二神
泰基, 吉﨑 由美子, 玉置 尚
徳, 丸山 卓郎, 當銘 一文,
小松 かつ子, 髙峯 和則

糸状菌による発酵が漢方用薬「神
麹」の品質に与える影響

2021.9.24-9.25 オンライン参加

長澤　智隆(修R4.3)
*長澤智隆、石丸幹二、濱
洋一郎、光武進

PHS. teadenol A はGPR120 を活性
化しGLP-1の分泌を誘導する

2021年
WEB開催(久留米
大学)

長澤　智隆(修R4.3)
＊長澤智隆、濱洋一郎、石
丸幹二、光武進

微生物発酵茶分子teadenol Aは
FFAR4 を活性化させる

2021年 オンライン開催

園田　健登

＊園田健登、氏家沙綺、片
山彰人、黒木紗英、廣津留
倖一、北川尚穂、川口真
一、辻田忠志

既存HIF活性化剤と基本骨格が異な
る新規HIF活性化剤PyrzAの機能性
評価

2021年6月12日 WEB開催

園田　健登
＊園田健登、川口真一、辻
田忠志

既存 HIF 活性化剤と基本骨格が異
なる新規ピラゾリジン系化合物の機
能性評価

2021年7月3日 WEB開催

園田　健登

＊園田健登、片山彰人、氏
家沙綺、黒木紗英 、北川尚
穂、 廣津留倖一、川口真一
、辻田忠志

既存HIF活性化剤と分子構造が異な
る新規活性化PyrzAの開発と特性の
解析

2021年11月3-5日 WEB開催

農水圏資源環境科学専攻（生物環境保全科学連合講座）

●著書・論文等

口頭発表

口頭発表

口頭発表

ポスター発表

ポスター発表

口頭発表・ポスター発表
oral/poster

口頭発表

口頭発表
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氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

柳澤　隆平(R4.4転学)
柳澤隆平* ・高梨琢磨・諏訪
竜一・立田晴記

振動を用いた害虫防除 計測と制御 61巻(1)、31-35pp 2022年1月10日 解説

WU TONGJIAO (呉彤
嬌)

立花知奈津*・我謝瑞希・
Tongjiao WU・紙谷喜則

酢酸添加次亜塩素酸水とアルコール
噴霧による殺菌効果の検証ー有機
物汚染の影響ー

九州農業食料工
学会誌

71:26~29 2021.12 論文

WU TONGJIAO (呉彤
嬌)

Tongjiao Wu*, Masahiro
Hiroshima, Chinatsu
Tachibana, Mizuki Gaja,
Ayane Nagahama, Yoshinori
Kamitani

Study on Tourmaline Water to
Enhance the SOD Activity of
Ascorbic Acid : Comparison with
Alkaline Electrolyzed Water

J. Functional
Water

Vol.16-2 2022.02 paper

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

柳澤　隆平(R4.4転学)

Ryuhei Yanagisawa*,
Ryuichi Suwa, Takuma
Takanashi, Ryuichi Onodera,
Haruki Tatsuta

Double effect on pest and crop:
vibrations reduced the density of
whitefly and increased the yield of
tomato fruit

13-14 November
2021

On-Line meeting

WU TONGJIAO (呉彤
嬌)

TONGJIAO WU*,
CHINATSU TACHIBANA,
MIZUKI GAJA, MITSUKI
SAKAMOTO, YOSHINORI
KAMITANI

Study on Antioxidant Activity of
Silver Ion Water

2021.12.08 オンライン

吉田　一貴
吉田一貴*・真田幸代・徳田
誠

ヒメトビウンカが媒介するイネ縞葉枯
ウイルスに対する共生細菌ボルバキ
アの影響

2022年3月14日
(月)～19日(土)

福岡（オンライン）

吉田　一貴
吉田一貴*・真田幸代・徳田
誠

宿主昆虫の累代飼育過程で確認さ
れたボルバキアcif遺伝子の欠失

2022年3月20日
(日)～22日(火)

明治大学：神奈川
（オンライン）

農水圏資源環境科学専攻（地域資源環境工学連合講座）
●著書・論文等

口頭発表・ポスター発表
oral/poster

口頭

口頭発表

ポスター発表

口頭発表
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氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

ｳｲｼﾞｪｺｳﾝ ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ ﾑ
ﾁﾞｨﾔﾝｾﾗｰｹﾞ ｱﾇｼｬｶ
ﾁｬﾄﾗﾝｶﾞ ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ

Bandara, W.B.M.A.C.*;
Sakai, K.; Nakandakari, T.;
Kapetch, P.; Anan, M.;
Nakamura, S.; Setouchi, H.;
Rathnappriya, R.H.K.

Global Optimization of Cultivar Trait
Parameters in the Simulation of
Sugarcane Phenology Using
Gaussian Process Emulation

Agronomy MDPI
Volume 11/Issue
7/paper number
1379

Jul-21

ﾗﾀﾅﾌﾟﾘｹﾞ ﾋﾏｰｼｬｰ ｷﾀﾐ
ﾆ ﾗﾀﾅﾌﾟﾘﾔ

R.H.K. Rathnappriya*,
Kazuhito Sakai, Ken
Okamoto, Sho Kimura,
Tomokazu
Haraguchi,Tamotsu
Nakandakari, Hideki
Setouchi, W. B. M. A. C.
Bandara

Examination of the Effectiveness of
Controlled Release Fertilizer to
Balance Sugarcane Yield and
Reduce Nitrate Leaching to
Groundwater

MDPI Agronomy 12(3), 23 pages 13-Mar-22 Paper

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

ｳｲｼﾞｪｺｳﾝ ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ ﾑ
ﾁﾞｨﾔﾝｾﾗｰｹﾞ ｱﾇｼｬｶ
ﾁｬﾄﾗﾝｶﾞ ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ

Anushka Bandara*, Sakai
Kazuhito, Tamotsu
Tamotsu, Preecha Kapetch,
Mitsumasa Anan, Shinya
Nakamura

Global Optimization of Cultivar
Parameters in Agricultural
Production Systems Simulator
(APSIM) Sugarcane Model using
Gaussian-Process Emulation

31st August -2nd
September 2021

Fukushima, Japan

ｳｲｼﾞｪｺｳﾝ ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ ﾑ
ﾁﾞｨﾔﾝｾﾗｰｹﾞ ｱﾇｼｬｶ
ﾁｬﾄﾗﾝｶﾞ ﾊﾞﾝﾀﾞｰﾗ

Anushka Bandara*, Sakai
Kazuhito, Tamotsu
Tamotsu, Preecha Kapetch,
Mitsumasa Anan, Shinya
Nakamura

Global Optimization of Cultivar
Parameters in Agricultural
Production Systems Simulator
(APSIM) Sugarcane Model using
Gaussian-Process Emulation

31st August -2nd
September 2021

Fukushima, Japan

口頭発表・ポスター発表
oral/poster

Oral presentation

Oral presentation
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ﾗﾀﾅﾌﾟﾘｹﾞ ﾋﾏｰｼｬｰ ｷﾀﾐ
ﾆ ﾗﾀﾅﾌﾟﾘﾔ

RHK Rathnappriya*,
Kazuhito Sakai, Tamotsu
Nakandakari,Tomokazu
Haraguchi, Sho Kimura

Examination of the Effectiveness of
Controlled Release Fertilizer for
Nitrate Leaching Reduction to
Groundwater Via Water Footprint
Assessment

2021-08-31 to
2021-09-02

Fukushima, Japan

ｺﾅﾗ ﾑﾁﾞｬﾝｾﾗｹﾞ ﾂｼﾀ ｻ
ﾏﾝ ﾊﾞﾝﾀﾞﾗ

Thusitha Saman Bandara*,
Kazuhito Sakai, Tamotsu
Nakandakari, and Kozue
Yuge

Application of the New Low-Cost
Gas Detecting Device for N2O Gas
Monitoring in the Soil Atmosphere

August 31st to
September 2nd

Fukushima
University
,Fukushima,
Kanayagawa,
Japan

ｱｰﾊﾟｰﾗﾀﾅ ｷｯﾁﾎﾟﾝ
Kittipon Aparatana*, Yumika
Naomasa, Muneshi
Mitsuoka,and Eizo Taira

Possibility of sugarcane diagnosis
using a UAV equipped with a
multispectral camera

2021年9月14－15
日

オンライン開催

農水圏資源環境科学専攻（水産資源環境工学連合講座）

●著書・論文等

氏名

著者名（共著の場合は全員
の氏名、ファーストオーサー

に＊印）
authors(*first author)

論文題名　title 雑誌名　journal
巻（号）、頁
vol./page

出版年月
date of issue

論文著書、総
説、紀要、その

他
paper/book/revi
ew/bulletin/oth

ｸﾝﾄ ｳｨﾎﾞｫ(R3.9修)
Kunto Wibowo*; Hiroyuki
Motomura

Review of Indo?Pacific species of
the scorpionfish genus
Scorpaena(Teleostei: Scorpaenidae),
with descriptions of two new
species from the west coast of
Australia

Ichthyological
Research

online 10-Aug-21 monograph

松本　達也

*赤池貴大・藤原恭司・上原
航知・松岡　翠・藤井琢磨・
ジョン ビョル・松本達也・中
川龍一・緒方僚輝・是枝伶
旺・古橋龍星・望月健太郎・
飯野友香・出羽優凪・石原
祥太郎・本村浩之

標本に基づく琉球列島初記録を含む
沖永良部島初記録の魚類66種，お
よびサザンプラティフィッシュの島内
における新産地とカワアナゴ属の一
種の形態学的特徴

ICHTHY - Natural
History of Fishes
of Japan

13:18-35 2021年10月11日

口頭発表

Oral presentation

Oral presentation
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松本　達也
*松本達也 前川隆則 本村
浩之

薩南諸島初記録のカワハギ科ウマ
ヅラハギ属3種（アズキウマヅラハ
ギ・センウマヅラハギ・ゴイシウマヅ
ラハギ），およびCantherhinesに対す
る標準和名ハクセイハギ属（新称）の
提唱

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

12:12-19 2021年9月6日

ﾛﾆｯｸ ｽﾍﾟﾝﾘｰ ｼｬﾄﾞﾗｯｸ
(修R4.3)

sHADRACK et al.,

Efficacy of single and mix probiotic
bacteria strain on growth indices,
physiological condition and bio-
chemical composition of juvenile
amberjack (Seriola dumerili)
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Kumbukani Mzengereza* ,
Manabu Ishikawa ,
Shunsuke Koshio , Saichiro
Yokoyama Zhang Yukun 1,2
, Ronick S. Shadrack 1,2 ,
Seok Seo , Tomonari Kotani
, Serge Dossou ,
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Growth Performance, Growth-
Related Genes, Digestibility,
Digestive Enzyme Activity, Immune
and Stress Responses of de novo
Camelina Meal in Diets of Red
Seabream (Pagrus major)
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ｸﾝﾌﾞｶﾆ ﾝｾﾞﾝｹﾞﾚｻﾞ(修
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Koshio,Saichiro
Yokoyama,Zhang
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藤原 恭司(修R4.3)
Kyoji Fujiwara*, Kevin W.
Conway, and Hiroyuki
Motomura

First record of the Kermadec
Clingfish, Flexor incus Conway,
Stewart & Summers, 2018
(Gobiesocidae), from New Caledonia
and Australia

Check List
17巻（3号）769-
773

2021年5月14日 論文

藤原 恭司(修R4.3)
Kyoji Fujiwara*, Kevin W.
Conway, and Hiroyuki
Motomura

Description of a new genus and two
new species of Indo-Pacific
clingfishes (Gobiesocidae:
Diademichthyinae) with redescription
and reassignment of two species
previously assigned to Lepadichthys
Waite, 1904

Ichthyology &
Herpetology

109巻（3号）753-
784

2021年9月10日 論文

藤原 恭司(修R4.3)
Kyoji Fujiwara*, Toshiyuki
Suzuki, and Hiroyuki
Motomura

Callogobius falx, a new species of
goby from southern Japan

Zootaxa
5048巻（2号）253-
264

2021年10月6日 論文

藤原 恭司(修R4.3)

Kevin W. Conway*, Kyoji
Fujiwara, Adam P.
Summers, and Hiroyuki
Motomura

Erdmannichthys, a new genus of
Gobiesocidae (Teleostei:
Gobiesociformes), and notes on the
rare clingfish E. alorensis (Allen &
Erdmann, 2012), new combination

Raffles Bulletin of
Zoology

69巻428-437 2021年10月13日 論文

藤原 恭司(修R4.3)
Kyoji Fujiwara* and Hiroyuki
Motomura

Review of the Lepadichthys lineatus
complex (Gobiesocidae:
Diademichthyinae) with descriptions
of three new species

Journal of Fish
Biology

100巻（1号）62-81 2021年10月21日 論文
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藤原 恭司(修R4.3)

赤池貴大*・藤原恭司・上原
航知・松岡　翠・藤井琢磨・
ジョン ビョル・松本達也・中
川龍一・緒方僚輝・是枝伶
旺・古橋龍星・望月健太郎・
飯野友香・出羽優凪・石原
祥太郎・本村浩之

標本に基づく琉球列島初記録を含む
沖永良部島初記録の魚類66種，お
よびサザンプラティフィッシュの島内
における新産地とカワアナゴ属の一
種の形態学的特徴

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

13巻18-35 2021年10月11日 論文

藤原 恭司(修R4.3)
Kyoji Fujiwara* and Kevin
W. Conway

A replacement name for the acoelan
flatworm genus Rimicola B?hmig
(Acoela: Isodiametridae)

Zootaxa
5068巻（1号）149-
150

2021年11月15日 論文

藤原 恭司(修R4.3)

Kyoji Fujiwara*, Peter N.
Psomadakis, Thet Yu Yu
Swe, and Hiroyuki
Motomura

Description of a new species of
Obliquogobius (Teleostei: Gobiidae)
from the Andaman Sea
(northeastern Indian Ocean)

Raffles Bulletin of
Zoology

69巻541-547 2021年12月17日 論文

藤原 恭司(修R4.3)
Kyoji Fujiwara*, Kevin W.
Conway, Adam P. Summers,
and Hiroyuki Motomura

Rediagnosis of the monotypic genus
Lepadicyathus Prokofiev 2005
(Gobiesocidae: Diademichthyinae)
and redescription of Lepadicyathus
minor (Briggs 1955), new
combination

Ichthyological
Research

2022年1月22日 論文

藤原 恭司(修R4.3)
藤原恭司*・ジョン　ビョル・
松岡　翠・本村浩之

奄美群島喜界島から得られた初記
録の魚類28種および同島から確認さ
れた魚類の総種数

Ichthy, Natural
History of Fishes
of Japan

17巻88-94 2022年2月27日 論文

●口頭発表・ポスター発表・講演

氏名
共同研究者氏名（全員の氏
名、口頭・ポスター発表者に
*印）menbers(*presenter）

口頭・ポスター発表題目
oral/poster program title

開催期間（西暦）
period

開催地：国名、都
市名

place:country,city

藤原 恭司(修R4.3)
小川奈津*・藤原恭司・本村
浩之

琉球列島から得られたイソハゼ属の
1未記載種

2021年9月18-20
日

オンライン

口頭発表・ポスター発表
oral/poster

ポスター発表
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藤原 恭司(修R4.3) 藤原恭司*・本村浩之
日本産ウバウオ科魚類の分類学的
再検討

2021年9月18-20
日

オンライン ポスター発表
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◇研究室紹介 
生物生産科学専攻 熱帯資源・植物生産科学連合講座 

アグリ創生教育研究センター  

アグリ資源開発学分野（佐賀大学農学部）准教授 

福田伸二 

 

私たちの研究室が設置されている佐賀大学農学部附属アグリ創生教育研究センターは、

昭和 24年に佐賀大学が設置されると同時に大学附属農場として旧佐賀青年師範学校所在地

（佐賀市久保泉町）に設置されました。平成 15 年には資源循環フィールド科学教育研究セ

ンターに改組され、その後、平成 24 年に海浜台地生物環境研究センターと統合されアグリ

創生教育研究センターとなりました。現在は佐賀市および唐津市にキャンパスがあり、合計

７研究室が教育研究活動を行っています。 

さて、我々の研究室アグリ資源開発学分野は佐賀市久保泉キャンパスにあり、生物資源科

学科生物科学コースに属します。現在の研究室のメンバーは教員 1 名、博士課程 1 名、4 年

生 3 名、3 年生 3 名と非常に少人数の研究室です。 

研究内容は、果樹における DNA マーカー育種技術の開発と栽培技術の確立を中心に研究

しています。特に九州各地（長崎県および鹿児島県）で栽培されているビワを材料に、広大

な圃場に定植した数百本のビワ系統の形質評価と我々のチームが取得したビワ概要ゲノム

情報を基に、抵抗性遺伝子の同定、病原細菌感染時における抵抗性遺伝子の発現解析および

果実形質のゲノムワイドアソシエーション解析等を行っています。将来的には、開発した遺

伝資源や育種技術を活用して新品種を育成したいと考えています 

さらに佐賀大学内の複数の教員と連携して「すくすく野蒜プロジェクト」を立上げ、ネギ

属のノビルの農作物化に関する研究も行っています。ノビルは東アジアに広く生息する多

年草の野生ネギ属植物で、タマネギやニンニクに似た香りを持つ食用植物です。しかしなが

ら、日本において農作物として栽培化されておらず、機能性成分の面からもとても将来性の

ある植物と考えています。我々のグループは現在、日本で最も多くの野蒜を遺伝資源として

所有しており、ゲノムレベルでの遺伝的多様性の評価や遺伝資源の形質評価を中心に研究

を進めています。 
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最後に、地域と共に発展する大学の一研究室として、皆様のお役に立てればと考えており

ます。
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◇留学生の近況 

 

ARINAL
ア リ ナ ル

 HAQ
ハ

 IZZAWATI
イ ザ ワ テ ィ

 NURRAHMA
ヌ ラ マ

 

March 25, 2021 : Graduated from The United Graduate 
School in Agricultural Studies 
(Rendai), Kagoshima University. 

March 1, 2022 : Junior Researcher at Research Center 
for Food Crops, National Research 
and Innovation Agency (BRIN), 
Indonesia. 

[University Life] 
 
I came and joined the Tropical Crop Science Laboratory (Nessaku) on September 27, 2017 as 
a research student. I studied and tried to adapt with differences in academic atmosphere, life, 
and socio-culture between Indonesia and Japan. I realized that this short period was a very 
important provision in my PhD life. 
 
My PhD program started in April 2018. I conducted research on the physiological mechanism 
of rice tolerance to submergence stress. If I said that it was smooth, it would be a lie. Thanks 
to the guidance of my supervisors and the support of the laboratory members, I can deal with 
many difficulties.  
 
Beside theories and technical skills, the biggest lesson I learnt during my PhD was being 
proactive and independent learner. It's normal to be afraid of failures, but missing out on an 
opportunity to try will be even more disappointing. 
 
[Social Life in Kagoshima] 
 
I spent time outside of academic activities by socializing with societies. Experiences from 
senior foreign students really helped me adapt to life in Kagoshima. Working with different 
people's characters and backgrounds made me appreciate differences point of view better. I am 
very grateful to the Japanese NPOs who introduced me to local farmers and allowed me to be 
directly involved in local agricultural activities in Kagoshima City, Osaki Town, and Akune 
City. 
 
[Current Activities] 
 
After graduating from the Rendai, I am grateful to land a job that matches my skills and 
passions. The scope of my current research is not much different from what I did when I was 
a PhD student, optimizing food crops yield under environmental stress and climate changes. 
The knowledge and skills I learned while at Rendai were very useful in my current job. And 
finally, I hope one day I can return to Japan again for research collaborations. 
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◇修了生より 

Title of Research: Study on Strawberry Photosynthesis 

and Growth under Optimized Plant Factory Conditions 

(2018 – 2021) 

 
Advisory Professor: Prof. Dr. KAWAMITSU Yoshinobu 

(University of the Ryukyus) 

First Vice-Advisory Professor: Prof. Dr. URESHINO 

Kenji (University of the Ryukyus) 

Second Vice-Advisory Professor: Prof. Dr. YAMAMOTO Masashi (Kagoshima University) 

 

 Hello everybody! My name is Lu. I finished my Ph.D. course from Rendai and now working in my home 

province, Phu Yen – Vietnam. During the study period at Ryukyu University, in my opinion, I realized that a 

scientist has to finish two missions; the first mission is to find out the true/nature of things and the second 

mission is to introduce that truth into the human society. This idea came to me when I experienced my 

professor’s study style and research style (Prof. Dr. Kawamitsu). Therefore, now I am working on flowing his 

way to finishing two missions as a scientist. 

 With the current conditions in Vietnam, performing the second task is my priority. Currently, I am 

operating a fruit farm in my hometown, intending to contribute a scientific and sustainable farming method to 

the locality. Specifically, I apply the knowledge concerning my study’s results to promote the flowering of 

plants on the farm. In addition, Vietnam's agriculture is facing a serious problem of abuse of synthetic 

pesticides; I have converted my farm to an organic and sustainable farming direction. One of the methods 

applied is microorganism utilization to control pests instead of using harmful chemicals. I use the probiotic 

species in the product called EM, which is the research result of Professor Teruo Higa from Ryukyu University 

in the 1980s. How interesting!  

 Currently, I am an invited lecturer at Yersin University Da Lat. I choose to teach as a way to share 

knowledge and introduce this knowledge into life through the students. In my opinion, If I want to introduce 

something new and helpful to human society, I should start it with the people who will be the future of the 

society! It will be one of the best ways.  

 I would like to sincerely thank Rendai and Ryudai for supporting my study and developing myself. Now 

I confidently move forward with my ability and knowledge. 
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◇ 学会賞等受賞 

 
 

所属：連合農学研究科 

農水圏資源環境科学専攻 

職名：教授 

氏名：寺田竜太 

学会賞名：第 25 回日本藻類学会論文賞 

受賞研究課題名：Ryuta Terada, Mahiko Abe, Takuzo Abe, Masakazu Aoki, Akihiro 

Dazai, Hikaru Endo, Mitsunobu Kamiya, Hiroshi Kawai, Akira Kurashima, Taizo Motomura, Noboru Murase, 

Yoshihiko Sakanishi, Hiromori Shimabukuro, Jiro Tanaka, Goro Yoshida, Misuzu Aoki 2021. Japan’s nationwide 

long-term monitoring survey of seaweed communities known as the “Monitoring Sites 1000”: Ten-year overview 

and future perspectives. Phycological Research 69 (1): 12–30 DOI: 10.1111/pre.12395 

 

［受賞内容］ 

第 25 回日本藻類学会論文賞は、日本藻類学会の英文国際誌 Phycological Research（Wiley；IF=1.560）

において、2021 年に刊行された第 69 巻に掲載された論文より選考された論文賞です。 

本論文は、環境省モニタリングサイト 1000（モニ 1000）沿岸域調査における藻場（海藻群落）モニタ

リングの 10 年間の成果と今後の展望について論じた総説論文になり、モニ 1000 の藻場分科会の代表を

務める私が執筆する機会をいただきました。モニ 1000 は、日本の代表的な生態系の状態を長期的かつ

定量的にモニタリングすることにより、種の減少や種構成等の変化等をいち早く検出し、適切な自然環

境保全施策に資することを目的としています。本事業は生態系のタイプごとに共通の調査方法を用い、

各調査サイトで長期間にわたってモニタリングを継続することが特色です。モニ 1000 の藻場モニタリ

ングは 2008 年から始まり、北海道室蘭、宮城県志津川、静岡県下田、兵庫県淡路島由良、兵庫県竹野、

鹿児島県薩摩長島の 6 サイトで実施しています。調査は、各サイトの代表者が中心となり、2008 年から

2021 年までの調査で延べ約 700 名の方に藻場調査に関わっていただきました。 

調査では様々な成果が得られました。2011 年の東日本大震災による津波や地盤沈下に際しては、志津

川サイトの震災前後のデータを比較することで、津波や地盤沈下の影響によると考えられるアラメ群落

の生育下限水深の変化を捉えることができました。また、他のサイトにおいても、藻場植生の特徴や変

化などが捉えられました。一般に、ホンダワラ類やコンブ類の多年生種の藻場は、ギャップ（裸地）へ

の新規個体の加入から成長、成熟、枯死流失までの遷移が数年程度の時間スケールで発生すると考えら

れています。モニ 1000 藻場モニタリングでは、同じ種の高密度群落が極相となって見られるサイトも

ありますが、一見同じように見える藻場でも、数年程度のスケールで個体や構成種が大きく変化するサ

イトもありました。また、良好な藻場だったところが、ある年を境に衰退・消失したまま回復しないサ

イトもあり、温暖化や藻食魚介類の変化が指摘されています。モニ 1000 藻場モニタリングでは、このよ

うな植生の変化を迅速に捉えることに成功しており、国内外で高い評価を得ています。モニ 1000 は今

後も長期間継続することが予定されており、定期的に論文にすることで、情報発信を継続する予定です。 
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所属：応用生命科学専攻先端応用生命科学連合

職名：教授

氏名：髙峯和則

学 会 賞 名：日本醸造協会技術賞

受賞研究題目：芋焼酎の品質に関与する要因の研

究

受 賞年月日：令和 3 年 10 月 1 日 

本技術賞は鹿児島大学農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター焼酎製造学部門所属の髙峯和則、吉﨑

由美子および奥津果優が連名で受賞したものである。 

1．はじめに

焼酎の成分はエタノールと水以外に、高級アルコールや脂肪酸エステル、微量香気成分、有機酸など

が含まれ、その合計量は 0.2%程度である。わずか 0.2%程度の成分の中でも、特に微量香気成分は、原

料や原料処理、発酵条件、蒸留条件、麴菌や酵母の種類など、様々な要因から形成され、その成分の有

無や割合の違いによって焼酎は個性を持つことになる。そこで、サツマイモの栽培期間や、醪 pH、仕込

み配合が焼酎の品質に与える影響について検討した。 

2．栽培期間がサツマイモの品質および芋焼酎の酒質に及ぼす影響 

芋焼酎メーカーでは、植え付け後 150 日前後のサツマイモで製造すると「芋焼酎らしい」風味になる

と言われている。そこで、栽培期間が 120 日、150 日、180 日のサツマイモを使って芋焼酎を製造し比

較すると、150 日のサツマイモで製造した焼酎が最も「芋焼酎らしい」、「甘い」と評価され、180 日に

延長したものが最も「華やか」な酒質となる傾向があった。また栽培期間が長くなるほど、ローズオキ

サイドやβ-ダマセノンの含量が多く、栽培期間が 120 日のサツマイモで製造した焼酎はモノテルペン

アルコールが多い傾向にあった。

3．芋焼酎の発酵および酒質に及ぼす二次醪の pH の影響 

焼酎麴菌はクエン酸を菌体外に多量に生産するため醪 pH が低下し、発酵中の醪では雑菌の増殖が抑

制できる。また、醪 pH は焼酎の香気成分生成にも大きな影響を及ぼす。高級アルコールと酢酸エステ

ルは pH が高くなるに従い緩やかに増加する傾向があった。β-ダマセノンは醪 pH が低くなるほど増加

した。アルデヒドは、醪 pH が高くなるほど焼酎中の含有量が減少する傾向にあった。醪 pH が低い焼酎

は「華やかさ」や「柑橘の香り」と評価された。味は醪 pH が 3.1～4.3 と 5.4 の焼酎では、「甘味」を

感じ、醪 pH3.1 と 5.1 の焼酎では「渋味」を感じた。 

4．仕込み配合が酒質に与える影響 

芋焼酎の仕込み配合は米麴 1 に対して芋が 5 の割合（1:5）が一般的である。本研究では低アルコー

ル芋焼酎に適した製造法について、異なる仕込み配合（米：サツマイモ＝1:1、1:3、1:5、1:8 および

1:10）で製造した芋焼酎を 15％に割り水した芋焼酎は、1:8 の焼酎が最も華やかで濃厚との傾向がみら

れた。 

以上、これらの研究成果は、芋焼酎の品質の向上と酒質の多様化に貢献するものと期待される。 
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所属：鹿児島大学農学部生物機能化学 

職名：准教授 

氏名：吉﨑 由美子 

 

 

 

学 会 賞 名：日本醸造学会奨励賞 

受賞研究題目：食品への利用拡大を目指した紅麹および紅麹菌

の機能解析 

受 賞年月日：令和３年１０月１日 

 

紅麹は，紅麹菌 (Monascus sp.) より製造された麹であり，その機能性の高さから主に医薬分野で研

究が展開されてきた．一方で紅麹は，古くから中国や台湾，沖縄において発酵食品製造に用いられてい

るにも関わらず，食品としての研究はほとんど行われていなかった．我々は，日常の食事から紅麹を摂

取することで，日本人の健康寿命延伸に貢献することを目的に，紅麹の食品に関する基礎研究を進めて

きた． 

紅麹菌は生育が遅く，製麹時に雑菌汚染を受けやすい，かつ麹に求められる酵素の生産能が低い．我々

は，紅麹菌のα-amylase の発現および酵素学的諸性質を解明することで 35℃以上 40℃以下の製麹条件

が望ましいことを提案し，紅麹菌のα-amylase 活性を 10 倍上昇させることができた．また中国では製

麹途中で加水を行う独自の製造工程がある．この加水の効果について調べ，色素生合成遺伝子の発現を

上昇させて色素量を著しく亢進させることを明らかにした．紅麹色素には複数の機能性が報告されてお

り，加水製麹という高品質紅麹製造に繋がる重要な知見を得ることができた． 

また紅麹で焼酎を製造すると白麹・黒麹製焼酎とは全く異なるチーズやミルキー様の特徴香が確認さ

れ，その寄与成分がイソ酪酸や 2-ペンタノンであることを明らかにした．さらにこれら成分の生成機序

について検討し，生成量のコントロールに関わる重要な知見を得た．一方で，紅麹焼酎製造の中でもろ

み中の麹粒の硬さによる蒸留時アルコール回収率の低さという問題があった．そこでもろみ中にプロテ

アーゼ系または細胞壁分解系酵素製剤を添加することで，麹粒の硬さの低減とアルコール収得量の向上

に成功し，紅麹焼酎の実用的製造の可能性を示した (特許取得)． 

加えて，紅麹そのものに抗肥満および糖代謝改善効果があることを確認し，糖代謝改善効果において

モナコリン K とモナシンが有効成分であることを示した．これにより焼酎粕の高付加価値化や，紅麹を

用いた食品の開発に大きく貢献できる研究成果となった． 

本研究内容について熱心にご指導・ご助言を賜りました鹿児島大学農学部附属焼酎・発酵学教育研究

センターの先生方および実際に実験を遂行してくださった学生の皆様にこの場を借りて厚く御礼申し

上げたい． 
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Courses: Science of Bioresource Production. 

Major Chairs: Tropical Bioresource and Plant Resource 

Production. 

University: Kagoshima University, Japan.  

Year: 2022 

Name: ODAMA Emmanuel  

Award title: Outstanding Student Presentation Award 

during the 131st Japanese Conference on Tropical 

Agriculture 

Date of award: March 15th, 2022 

Research title: Effect of P-dipping priming on rice resilience to water and nutrient stress under 

rainfed lowland.  

ODAMA Emmanuel is a graduate student at The Graduate School of Agricultural Sciences, Faculty 

of Agriculture, Tropical Crop Science Laboratory, Kagoshima University, Japan. Having obtained a 

Master of Science degree in Soil Science at Makerere University, Uganda, Emmanuel has kept a 

steady passion to see that farmers’ agricultural production and productivity is improved through soil 

fertility management; especially in sub-Saharan Africa (SSA), where limited supply of plant-

available phosphorus (P) is a major factor hindering improved crop productivity in the inherently low 

soil fertility.   

In Uganda, Emmanuel works for the National Agricultural Research Organisation (NARO) as a Soil 

Research Scientist. In 2020 he got the Agricultural Networks Program for Food Security (Agri-Net) 

scholarship of the Japan International Cooperation Agency (JICA) to pursue a PhD in Agriculture. 

Though Emmanuel delayed entering Japan by April 2021 due to the COVID-19 travel restrictions, he 

was able to report to Kagoshima University in July 2021 and immediately embarked on his doctorate 

research studies under the supervision of Professor Dr. SAKAGAMI Jun-Ichi. His research is focused 

on P-dipping priming, a technique by which the rice crop can improve its P uptake for improved 

yields, even under low fertility soils. 

During the 131st Japanese Conference on Tropical Agriculture held 

on March 15-16, 2022, Mr. Odama won the outstanding Student 

Presentation Award. He expects that the knowledge generated from 

his research shall be useful for improving rice productivity in 

Uganda, SSA, and other regions of the world where available P is 

limited. Emmanuel also looks forward to imparting the knowledge 

and skills from his PhD training to other younger up-coming 

agricultural scientists through his continued work in NARO when 

he goes back to his Country, and by lecturing in a university. 
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所属：応用生命科学 専攻，生物機能化学講座，鹿児島大学農学部 

 

職名：3 年生 

 

氏名：佐々木 優紀  

 

学 会 賞 名：日本乳酸菌学会 2021 年度大会 若手優秀発表賞 

受賞研究題目： ビフィズス菌(Bifidobacterium longum)がアラビアガムを資化

する機構 

受 賞年月日：令和 3年 7月 10 日 

 

アラビアガムとはプレバイオティクスとして腸内でビフィズス菌を増やす効果があることが報告されている

ものの、その構造は非常に複雑な分岐構造をとるため、これまでにビフィズス菌がどのようにアラビアガム

を分解して利用しているのかは明らかになっていませんでした。また、これまでの研究から、アラビアガム

の資化性は全ての B. longum 菌株で見られる訳ではなく、一部の菌株にだけ見られるということが明らかに

されていました。佐々木氏は、はじめに資化性菌と非資化性菌を含めた 12 菌株で資化性試験とゲノム解析を

組み合わせ、資化性に関わる遺伝子の特定を行いました。その結果、アラビアガムの側鎖末端から二糖単位

で Gal-Ara を分解する新規の機能性を有する酵素(GAfase)の存在が明らかになり、切り出した二糖を糖源と

して利用していることが分かりました。さらに、GAfase が複雑なアラビアガムの側鎖をトリミングすること

によって他の修飾糖･主鎖分解酵素が作用しやすくなることを明らかにしました。また、組み換え酵素群の組

み合わせにより、培地中に残る四糖で構成された限界分解物を再現することに成功し、B. longum における

一連のアラビアガム分解モデルを示すことができました。限界分解物はB. longumには利用できないものの、

一 部 の Bacteroides 属 細 菌 が 利 用 で き た こ と か ら 、 共 生 関 係 の 存 在 が 示 唆 さ れ ま し た 。
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Belong: Course: Science of Bioresource Production 

Major Chair: Animal Resource Production 

University: Kagoshima University 

Year: 2019 - 2023 

Name: Su Lai Yee Mon 

Award title: Excellent Poster Award in 38th International Society for Animal Genetics Conference (2021 Virtual) 

Research title: Genetic diversity and population structure of Myanmar native chickens using double digest 

restriction-site associated DNA sequencing (ddRAD-seq) 

Date of award: July 30, 2021 

I participated in the 38th International Society of Animal Genetics Conference from 26th to 30th July 2021. The 

conference was held virtually because of the Covid-19 pandemic situation instead of happening in person in Cape 

Town, South Africa. It was my first experience participating in an international conference, and I was excited to 

make a presentation in front of worldwide researchers and international students. It was so worth attending that I 

learned new and popular research trends, giving me research ideas. 

My research topic at the conference was genetic diversity and population structure of Myanmar native chickens 

using ddRAD-sequencing. This was the first study of Myanmar native chickens using next-generation sequencing. 

The objective of the study was to understand and provide helpful information to promote the ability of Myanmar 

native chickens. In 2019, I collected blood samples of native Myanmar chickens and extracted genomic DNAs from 

some areas of Myanmar. The ddRAD-sequencing was performed for Myanmar native chickens. Moreover, the 

chickens from some Asian countries and commercial chicken breeds were also added to compare with Myanmar 

samples. The data analysis was done, and the results revealed that Myanmar native chickens retained high genetic 

diversities compared to other native chicken populations. Interestingly, according to the population structure 

analysis, a cluster was seen in varying proportions in Myanmar native chickens, and that cluster was not seen much 

in other chicken populations. This might be the unique characteristics of Myanmar native chickens, and I have been 

investigating this to explore more detailed information. 

At first, I intended to participate in the poster section of the conference. Luckily, my research was chosen for oral 

presentation in the Avian Genetics Workshop session. Therefore, I prepared materials to present my research in two 

types; one as a digital poster and another one as PowerPoint slides presentation for the workshop session. Then, I 

made two explanation videos for the poster and oral presentation. The poster and its explanation video were posted 

on the conference web page and accessible to the registered participants during the whole conference. In the 

workshop session, the video was live-streamed according to the schedule, followed by the Question-and-Answer 

session. It was amazing to have a good discussion with the researchers and accepted some advice from them. Finally, 

I am grateful to receive an excellent poster award at the conference, and my deepest gratitude goes to my supervisor, 

Takeshi Shimogiri Sensei, for his constant encouragement and guidance. 
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所属：応用生命科学専攻・生物機能化学連合講座・鹿児島大学 

 

職名：博士課程 3 年 

 

氏名：鶴留 奈津子 

 

学 会 賞 名：第 63 回日本平滑筋学会最優秀演題賞 

受賞研究題目：Fisetin による血管異常収縮予防の可能性と

細胞膜上マイクロドメインの役割 

受 賞年月日：2021 年 8 月 7 日 

 

血管異常収縮は、世界的な死因の多くを占めている心筋梗塞や脳梗塞などの血管病を引き起こす原因

となる病態です。原因分子であるスフィンゴシルホスホリルコリン（SPC）は、細胞膜の代謝異常物質

で誰もが有しており、老若男女問わず、ある日突然、異常収縮を発症するリスクを抱えています。しか

し、SPC の作用機序が未解明なため、治療法も予防法もなく、多くの方々が命を失ってきました。そこ

で、私たちは血管異常収縮の予防法確立が急務であると考え、食品による予防法確立を目指してきまし

た。日常の食生活で摂取可能な農産物をスクリーニングし、樹齢 20 年以上の桑葉が最も有効であるこ

とを明らかにしました。また、桑葉の活性成分を探索したところフラボノイド類の Fisetin が活性成分

であることを同定しました（Tsurudome et al., BioFactors, 2022;48(1):56-66.）。 

そこで本発表では、Fisetin による異常収縮予防機序の検討結果について報告しました。まず、異常収

縮が発生する血管平滑筋細胞に対する SPC の作用点を解明するため、私たちは細胞膜上マイクロドメ

インに着目しました。細胞膜上マイクロドメインは、スフィンゴ脂質やコレステロール、タンパク質で

構成される細胞膜上の局所部位です。マイクロドメインには、カベオラや脂質ラフトのようなサブタイ

プが存在し、それぞれのマーカータンパク質として、Caveolin1 や Flotillin1 があります。そのため本

発表では、これらマーカータンパク質の発現解析や細胞膜周辺での SPC の局在解析の結果について報

告し、血管異常収縮と細胞膜上マイクロ

ドメインの関係性について明らかにす

ることができました。 

本研究成果により、Fisetin を介した血

管異常収縮の予防法確立が着々と進ん

でいます。そのため今後は、研究の更な

る発展を目指していきたいと思います。 

最後に、受賞に際しまして、ご指導くだ

さいました加治屋勝子准教授をはじめ

とする指導教員の先生方、研究室のメン

バーやお世話になった方々に、この場を

借りて厚く御礼を申し上げます。 

桑葉抽出物

異常収縮

HO O

O

OH

OH

OH

Fise tin
フラボノイド類の⼀種
天然物含有成分

予防

正常収縮

平滑筋
細胞

内⽪細胞

細胞膜

タンパク質

コレステロール Caveolin1Flotillin1

マイクロド メ イン
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所属：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 

職名：博士三年 

氏名：喬煜翔 

学会賞名：新学術領域研究「中緯度大気海洋」 若手発表賞 

受賞研究題目：Synchronized decadal variabilities in the Kuroshio 

and Kuroshio Extension system 

受 賞年月日：令和 3 年 3 月 19 日 

 

Using satellite altimetry and wind stress data, the spatially coherent decadal variabilities in current intensity and 

current path during 1993–2018 were investigated for a western boundary current system, namely, the Kuroshio from 

the east of Luzon Island to the south of Japan and the Kuroshio Extension (KE). Analyses based on Hovmöller 

diagrams showing decadal variabilities along the entire current demonstrated three types of synchronic relationship 

between different regions: 1) an out-of-phase relationship in current intensity between the Kuroshio south of Japan 

and the KE during 1993–2018; 2) an out-of-phase relationship in current intensity between the Kuroshio from the 

east of Taiwan (ETW) to the East China Sea (ECS) and the KE during 2006–2014; 3) an out-of-phase relationship 

in current position between the Kuroshio paths in the ETW to ECS and the Luzon Strait during 1993–2018. These 

patterns were dynamically regulated by the Pacific Decadal Oscillation (PDO). The synchronized current-intensity 

variability in 2006–2014, which governed almost the entire current system, was caused by coherent phenomena 

comprising two kinds of baroclinic Rossby wave propagations along the KE and the subtropical countercurrent 

(STCC), and a regional sea surface height (SSH) anomaly advection from the South China Sea (SCS) to the ECS 

via the Taiwan Strait. However, the synchronized current-path variability between 1993–2018 was caused by an 

SSH anomaly migration advected by the Kuroshio from the western North Equatorial Current zone to the ECS and 

an SSH variability localized in the SCS. 

In this study, we paid particular attention to that the current intensity of the Kuroshio in the ETW to ECS had a 

positive no-lag correlation with the SSH-based PDO index in 1996–2005 while a positive 3–4 years lag correlation 

with that index during 2006–2014. It was emphasized that this transition was due to the following mechanism: the 

current-intensity variability in 1996–2005 was mainly caused by the variability of the eddy activity in the western 

STCC zone, while that variability in 2006–2014 was mainly caused by the amplification of baroclinic Rossby waves 

propagating along the STCC zone; the shift from the former to the latter was generated by a rapid phase shift with 

a relatively large amplitude for the wind stress curl anomaly and a timescale change of the eddy kinetic energy over 

the STCC zone around 2006. 

https://doi.org/10.1016/j.pocean.2022.102808 
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◇ 連大行事と活動 

 

連合農学研究科学位記授与式 

 令和 3 年 9 月 17 日に令和 3 年度学位記授与式（前期）が挙行されました。 

 授与式後は、修了生の指導教員らとともに新たな博士の誕生を喜びました。 

 

学位記授与式（前期） 

【課程博士 2 名】 

・日本人 2 名 

・外国人留学生 3 名（ベトナム 3 名） 

【論文博士 1 名】 

・日本人 1 名 

 

 

 

 

 

連合農学研究科入学式 

令和 3 年 10 月 8 日に令和 3 年度 10 月入学式が挙行されました。 

令和 3 年度 10 月入学式 

・日本人 1 名 

・外国人留学生 4 名（バングラデシュ 1 名、ラオス 1 名、スリランカ 1 名、中国 1 名） 

 

入学生代表 鹿児島大学所属生物生産科学専攻 

中野拓宜さんによる宣誓 

 

  

告示を述べられる 

鹿児島大学大学院連合農学研究科  

寺田竜太研究科長 

修了生を代表して謝辞を述べる、 

ルンティダンさん 
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令和 3 年度 全国連合農学研究科協議会 

 大学院連合農学研究科における教育及び運営等に関する諸問題を協議し、連合農学研究科の充実と発

展を図ることを目的として、全国連合農学研究科協議会（以下「協議会」という。）が置かれている。 

協議会は、構成大学全体会議と研究科長会議を包含し、構成大学全体会議は年 1 回、研究科長会議は

年 2 回開催することとされ、さらに、研究科長会議は特に必要な場合は臨時に開催することができると

されている。

開催時期は、基本的に 6月に構成大学全体会議と研究科長会議を東京農工大学大学院連合農学研究科

が幹事となり開催し、研究科長会議は 10 月又は 11 月に東京農工大学以外の 5 連大の持ち回りにより開

催している。

なお、令和 3 年度の秋の同研究科長会議は、岐阜大学の当番でオンラインにて実施され、活発な意見

交換があった。
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秋の当番大学、開催日、実施場所は次のとおり 

平成１５年度 鹿児島大学 10.30（木）～31（金） 鹿児島東急イン 

平成１６年度 鳥取大学 10.28（木）～29（金） ウェルシティ鳥取

平成１７年度 岩手大学 10.27（木）～28（金） ホテル安比グランド「花輪」

平成１８年度 岐阜大学 11.16（木）～17（金） ひだホテルプラザ 

平成１９年度 愛媛大学 11. 1（木）～ 2（金） メルパルク松山

平成２０年度 鹿児島大学 10.30（木）～31（金） ホテルレクストン鹿児島

平成２１年度 鳥取大学 11. 5（木）～ 6（金） ホテルモナーク鳥取

平成２２年度 岩手大学 11. 4（木）～ 5（金） いろり火の里｢なの花ホール」(山形県)

平成２３年度 岐阜大学 10.20（木）～21（金） 岐阜大学、ホテルグランヴェール岐山 

平成２４年度 愛媛大学 10.25（木）～26（金） メルパルク松山

平成２５年度 鹿児島大学 10.24（木）～25（金） ウェルビュー鹿児島

平成２６年度 鳥取大学 10.30（木）～31（金） ホテルモナーク鳥取

平成２７年度 岩手大学 10.22（木）～23（金） ホテルメトロポリタン盛岡

平成２８年度 岐阜大学 10.27（木）～28（金） クーポール会館(静岡県)

平成２９年度 愛媛大学 10.19（木）～20（金） 愛媛大学 

平成３０年度 鹿児島大学 10.25（木）～26（金） 鹿児島大学 

令和 元 年度 鳥取大学 10.17（木）～18（金） ホテルモナーク鳥取

令和 ２ 年度 岩手大学 10.29（木） オンライン会議

令和 ３ 年度 岐阜大学 10.29（金） オンライン会議

令和 ４ 年度 愛媛大学 10.21（金） 愛媛大学 
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連合一般ゼミナール「農学共通講義」

「農学共通講義」は、全国6つの連合農学研究科が合同で行う集中講義形式授業であり、年2回（前

期：日本語，後期：英語）開講される。SINETによる「多地点制御遠隔講義システム」を活用し、6連

合農学研究科が連携し、高い専門性，幅広い分野の講師を年度ごとに選定して開講している。

本特別講義は、前期連合一般ゼミナール、後期連合一般ゼミナールとして平成21年度から、全国6連

合農学研究科連携のもと、選択科目として開講されたもので、全3日間で90分授業を12コマ用意してい

る。

開催にあたっては、6連合農学研究科の持ち回り担当にて、後期（英語）及び前期（日本語）を1サ

イクルとしている。鹿児島大学は、平成28年度後期（英語）、平成29年度前期（日本語）を担当し

た。

 当該ゼミナールの講義名、修得コマ数及び付与単位に関しては、各連合農学研究科に委ねられてお

り、本研究科においては、前期（日本語）に関しては「農学共通講義Ⅰ（日本語）」、後期（英語）

に関しては「農学共通講義Ⅱ（英語）」として開講している。また、単位に関しては4コマ修得で0.5単

位、8コマ以上で1単位としている。 

令和3年度前期（日本語）は岐阜大学担当にて、令和3年6月16日（水）～18日（金）まで実施され、

鹿児島連大からは講師として、侯德興鹿児島大学教授と、古藤田信博佐賀大学准教授が講師を務め

た。また、令和3年度後期（英語）は愛媛大学担当にて、令和3年11月17日（水）～19日（金）まで実

施され、鹿児島連大からは講師として、塩﨑一弘鹿児島大学准教授と、ヨナタンアシキン琉球大学准

教授が講師を務めた。

前期日本語の講義はすべて日本語で、後期英語の講義はすべて英語で行われるもので、専門的知識

を修得するとともに、他連大の学生と講義を共有することにより幅広い視野を持てるものと期待して

いる。

本特別講義は、SINETを利用して6連合農学研究科が同時受講する。 

6連合農学研究科は、次のとおりである。 

（１）岩手大学大学院連合農学研究科

（岩手大学、弘前大学、山形大学）

（２）東京農工大学大学院連合農学研究科

（東京農工大学、茨城大学、宇都宮大学）

（３）岐阜大学大学院連合農学研究科

（岐阜大学、静岡大学）

（４）鳥取大学大学院連合農学研究科

（鳥取大学、島根大学、山口大学）

（５）愛媛大学大学院連合農学研究科

（愛媛大学、香川大学、高知大学）

（６）鹿児島大学大学院連合農学研究科

（鹿児島大学、佐賀大学、琉球大学） 

72



中間発表会 

本研究科概要には、本研究科のアドミッション・ポリシーを掲載するとともに、各専攻・連合講座

毎に、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等についての方針が記述されて

いる。これらについては本研究科のホームページにも掲載し、広く学内外に周知している。学生の指

導は、学生1名に対し、主指導教員1名と副指導教員2名の計3名の指導教員があたっているが、1年次の

学生については「中間報告会」、2年次の学生については研究成果の「中間発表会」を行い、その達成

状況を検証している。特に、2年次学生による中間発表会には、多地点遠隔講義システム（SINET）に

より、各構成大学に配信され、学部生、修士学生及び教職員だれでも聴講することができるため、特

に学生においては、他の学生の研究進捗状況を知る手段となり、自己研鑽の 適の要素となるもので

ある。 

中間報告会後の研究指導報告書には、1）研究経過及び指導内容、2）研究の進捗状況（学会誌への投 

稿状況及び 3年以内に学位論文が提出できる可能性）、3）アドミッション・ポリシーについて（アドミ

ッション・ポリシーに当該学生が沿っているか）の項目を設け、「中間発表会」終了報告書には、1)研

究の進捗状況（学会誌への投稿状況及び 3年以内に学位論文が提出できる可能性）、2)今後の指導方針

の項目を追加し、研究教育指導達成状況をより具体的に把握できるようになっている。 

令和 3年度の中間発表会 

令和 元年 10 月入学者 

令和 2 年 10 月入学社会人早期修了希望者 

令和元年 4月入学者・・・令和 3年 12 月に実施 

令和 3年 9月に実施
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ティーチング・アシスタント（ＴＡ）研修会 

 

本研究科では在学生を修士課程及び学士課程の教育補助者（ティーチング・アシスタント：TA）、あ

るいは研究補助者（リサーチ・アシスタント：RA）として採用し、教育研究指導者としてのトレーニン

グの機会を提供している。 

平成 18 年度から TA の手引きを作成し、任務遂行のために必要な基本事項の周知を図ると共に TA 活

動実施報告書の提出を義務づけている。さらに平成 19 年度からは教育者の資質を効果的に向上させる

システムの一環として、TA 活動の実態をより詳しく把握するため、アンケート形式の TA 活動評価調

査を開始した。TA を行った本人が提出する活動報告書ならびに TA による指導を受けた学生を対象と

した活動評価調査の結果は、集計後、TA を行った本人達へフィードバックしている。 

さらに、平成 20 年度からは各構成大学にて、本研究科学生を対象とした TA 研修会を連大主催で開催

し、「TA は大学の非常勤職員の扱いとなり、教職員と同じ立場である」という点も、強く認識してもら

うよう図っている。 

平成 19 年度から令和 3 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 27～令和 3 年度の TA, RA の採用状況である。ここ平成 28 年度からの減少傾向は、入

学者の減少によるものである。 

 

TA と RA の構成大学別年度採用数 

年度 27 28 29 30 R1 R2 R3 

      職種 

構成大学 
TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA TA RA 

佐賀大学 32 3 7 3 13 3 13 3 13 4 13 3 12 2 

琉球大学 13 6 18 4 21 2 19 3 14 5 12 0 9 3 

鹿大農学部 16 3 10 5 8 9 9 9 9 4 7 3 8 4 

鹿大水産学部 11 5 7 5 5 4 8 4 5 3 7 4 5 3 

連大 - - 1 - 1 - 2 0 2 1 1 3 1 5 

合計 72 17 43 18 43 18 51 19 43 17 40 13 35 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

代議委員による TA 研修会の様子 

(令和 3 年 7 月 30 日鹿児島大学にて) 
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分野別セミナーの開催

平成 24 年度から、構成大学間の連携を促進し、さらに地域特性に根ざした産学官の連携も視野に入

れて、連大生を中心とした若手研究者の意欲の向上に資することを目的とした「分野別セミナー」を開

催している。令和 3年度は、1件の分野別セミナーが開催された。 

（１）セミナー名称：応用生命科学専攻 分野別セミナー（農芸化学）

開催日時：令和 4年 2月 22 日

会  場：Zoom 会議システムを用いたオンライン方式（ホスト；琉球大学農学部） 

「食品ロスに新たな価値を」～食の循環による SDGs 実践事例～と題し、株式会社日本フード

エコロジーセンター代表取締役の高橋巧一氏による講演を行った。獣医師である高橋氏は、神奈

川県相模原市で、大手の食品製造業者から得られる食品廃棄物を独自の乳酸発酵技術により液体

飼料を製造する食品リサイクル事業を行っている国内 大の企業の代表である。液体飼料の低コ

スト化、安定生産化、肥育の 適栄養配合化など多くの課題を乗り越え、その飼料で肥育した豚

はブランド化して販売が行われており、食品リサイクルの成功例として国内外で も注目される

現場の貴重な講演を聴講できた。また応用生命科学専攻の学生を中心に 6 名の研究報告があっ

た。
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令和３年度 連合農学研究科（博士課程）

「農学特別講義（一般セミナー）」の開講

令和 3 年度鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士課程）「農学特別講義（一般セミナー）」が、令

和 3 年 11 月 8 日（月）から 11 月 10 日（水）までの 3 日間開講された。開講趣旨は、本連合農学研究

科に在籍する学生に本学の教育理念に基づき、幅広い専門領域の先端知識に触れるとともに、各学生に

よるプレゼンテーション、専攻セミナーなどを通じて発表能力、課題探求能力、創造性を養うことにあ

る。本研究科開設以来、各構成大学の輪番制で継続実施されているが、今年度は新型コロナウイルス感

染症対策により昨年度に引き続きオンラインでの実施となった。内容は、外部から招聘した講師による

講義 4 コマと、学生による「専攻セミナー（プレゼンテーション）」で、参加学生数は 61 名だった。 

初日：11 月 8 日（月） 

初日は 13 時から受講受付ののち、13 時 30 分から開講式が行われた。総合司会と進行は、本講義全体

を通じて三好和睦副研究科長により執り行われた。開講式では、寺田竜太連合農学研究科長による挨拶

と、三好副研究科長から日程と注意事項が説明された。

続いて 14 時から 15 時 30 分までセミナーA が開催された。講師は京都大学大学院農学研究科の近藤

直先生で、講義題目は「90 億人時代のための農畜水産物のセンシング技術」であった。農畜水産分、食

品の特性を生かした光センサを中心に、これまで観察困難であった農作物や農作物の情報を可視化する

技術を紹介いただいた。同時に、今後の地球人口の増大ならびに環境保全のためのロス削減、新しい食

文化について、これまでの研究例、実用例を交えながら活発な議論が行われた。コーディネーターは、

琉球大学農学部 平良英三代議委員。

続いて、15 時 40 分から 17 時 10 分までセミナーB が実施された。横浜国立大学環境情報研究院の松

田裕之先生により「SDGs 後の自然保護区と野生動物管理」をテーマに講義が行われた。SDGs が提唱さ

れて以降、環境保護・環境保全が取り組まれる一方、環境保全のために管理保護されている自然保護区

では野生動物による人間への被害の問題が後を絶たず、自然保護における人間と動物の関係性のあり方

についてご講演いただいた。学生にとって、環境問題に対して異なる視点から改めて着目する貴重な機

会となった。コーディネーターは、鹿児島大学水産学部 山本智子代議委員。

二日目：11 月 9 日（火） 

前日に引き続き、9 時から 10 時 30 分までセミナーC として、西九州大学の安田みどり先生による講

義「忍者も使った菱に秘められた機能性の解明と商品化への挑戦」が行われた。昔から日本に自生する

水草の一種であり、佐賀県神埼市に自生する“菱”をテーマに、菱の成分の機能性と、産学官連携で開発

した菱を用いたお菓子やお茶、化粧品のエキスの商品の開発秘話についてご講義いただいた。質問は、

オンラインのコメントでも多く寄せられ、充実した議論が行われた。コーディネーターは、琉球大学農

学部 高良健作代議委員。

続いて、10 時 40 分から 12 時 10 分までセミナーD が実施され、京都大学大学院農学研究科の池田俊

太郎先生による講義「資源動物のエピゲノム研究」が行われた。細胞の DNA 塩基配列は同一であるの

に細胞の機能や形態が大きく異なっているのは「エピジェネティック修飾」によって、どの遺伝子を機

能させどの遺伝子を動かなくするということを調節しているからであること、エピジェネティック修飾
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の種類やその解析方法、資源動物でのエピゲノム研究の現状についてご講義いただいた。コーディネー

ターは、鹿児島大学農学部後藤貴文代議委員。

2 日目の午後は 13 時 40 分から専攻セミナーの 1 年生の専攻セミナー（プレゼンテーション）が行わ

れた。昨年度は全体を 2 グループに分けたが、今年度は A～C までの 3 グループに分け、1 グループあ

たりの人数を少なくすることで、1 人あたり 10 分の発表時間と 3 分の質疑応答の時間を確保するよう改

善した。このことは、事後アンケートの結果において学生の満足度が昨年度よりも向上する結果に繋が

ったと思われる。

セミナーの後は例年であれば懇親会あるいは関係施設見学が開催されるのだが、今年度も遠隔開催の

為、昨年度に引き続きそれぞれのグループの 終発表が終われば解散であった。プレゼンテーションは

昨年度の改善点を活かしてよりよい内容となったが、一堂に会しての交流ができなかったことは学生か

らも非常に残念との声が多く聞かれた。

三日目：11 月 10 日（水） 

終日は、9 時から 12 時 10 分まで 2 年生の専攻セミナー（ポスターセッション）が行われた。昨年

度は 3 専攻を 2 グループにグループ分けしたが、今年度は Zoom のブレイクアウトルームを使用して、

A～K までの 11 グループに細分化した。一人当たり 1 時間の持ち時間で、発表者以外の学生は自由にブ

レイクアウトルームを移動して質疑ができる形とし、よりオンライン学会に近いポスターセッションと

なるよう改善した。昨年度の学生からの声を反映して改善することができ、学生からはオンライン学会

のよいトレーニングになったという声が聞かれた一方、ポスターを事前に見ることができればより活発

な質疑応答につながるのではないかとの意見もあった。

 閉講式は三好副研究科長の司会進行により執り行われ、寺田連合農学研究科長の閉講の挨拶をもって、

すべての日程を終えた。
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令和 3 年度大学院連合農学研究科「人材養成学生支援セミナーI」実施報告 

「人材養成学生支援セミナーI」は、大学・研究所・企業等で活躍中の方々を招き、企業や社会でどの

ような人材が求められているかなど、今後の研究者・指導者としての道をひらくことを目的としており、

今年度は令和 3 年 7 月 29 日（木）に各大学をオンラインで結んで開講された。例年は各大学に講師を

お招きして講義をしていただくが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、所属機関から講

義をしていただくこととなった。セミナーは４つの講義と質疑応答からなり、その概要は以下のとおり

である。

講演 1 中井克樹氏（滋賀県琵琶湖博物館研究部/総務部広報営業課（兼）滋賀県琵琶湖環境部自然環境

保全課生物多様性戦略推進室）

題目：大学院博士課程から地方公務員へ：試験研究機関と行政部局でのキャリアの活かし方

本講演では、中井先生のこれまでの経緯、博士課程を経て滋賀県庁に就職され、その後どのように仕

事をされてきたのかについてお話しいただいた。1996 年に琵琶湖博物館が開設されてから、どのような

活動をされてきたのか、博士課程での研究がどのように活かされたのか、外来種対策で活躍されたこと

など、興味深いお話をお話しいただいた。現在も学会や行政の各種専門委員会で専門家として支援を行

う日々を過ごしていらっしゃることを紹介された。

講演 2 田代暢哉氏（一般社団法人プラントヘルスケア研究所） 

題目：博士課程で身に着けていたら得する精神論だけではない人生術とスキル

 本講演では、田代先生の佐賀大学農学部を卒業後の経緯をまず紹介され、その後佐賀県庁でのお仕事

について詳しく話された。佐賀県庁での Evidence-based control の研究で、日本植物病理学会学術奨励賞、

日本植物病理学会賞、農林水産技術会議会長賞を受賞され、啓蒙書 2 冊を執筆され、その後 EBC 研究会

を立ち上げられ、現在は一般社団法人プラントヘルスケアを総説され病害虫防除技術開発に携わられて

いることなどをお話しいただいた。
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 これまでのお仕事の中で、研究の考え方がいかに役に立ったか、夢をかなえるための人生術、夢をか

なえるために今読んでおくと役立つ本などをお話しいただいた。 

 

講演 3 久永絢美氏 （国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）） 

 題目：農研機構の概要と研究内容の紹介 

 本講演では、所属されている農研機構の概要やこれまでに携わってきた研究課題及び業務内容を中心

に紹介していただいた。取り組んでおられる研究として、カンキツ類に含まれている機能性成分が健康

維持機能に及ぼす影響の解明や、機能性成分の含有量保証技術を開発するプロジェクト、「果樹・茶の

育種・生産プロセスのスマート化」を目指して、栽培性と市場競争力に優れるカンキツ新品種の育成や

ゲノム情報を活用した効率的な育種素材の開発などご講演いただいた。先生の講演は、学位取得後の進

路として、研究者としての将来像や就職先について考える上で学生に良い刺激となった。 

 

講演 4 広瀬直人氏 （沖縄県工業技術センター） 

 題目：地域に密接した公設試の研究～黒糖に関する研究例～ 

 本講演では、広瀬先生が組んでおられる黒糖の研究を例として、公設試における研究活動についてご

紹介いただいた。大学や独法研究機関と連携して実施した課題、大学や他研究機関の研究成果を利用し

て実施した課題などの紹介があり、「現場に近い」公設試の特徴である研究機関連携を通じた実用化研

究について説明いただいた。先生のご講演は、学生達がキャリア形成を考える上で良い刺激となった。 
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１．洋上セミナーの開催趣旨 

鹿児島大学大学院連合農学研究科の博士課程大学院生2名を対象に、2021年 11月１2日～ 22日

の期間、鹿児島大学水産学部附属練習船「かごしま丸」を利用して人材養成学生支援セミナーⅡ（洋

上セミナー）を開講した。この洋上セミナーでは、国内外の研究教育機関から海洋観測・サンプル採

取するために乗船した研究者・技術者と協働しながら、研究者・高度技術者としてのキャリアをデザ

インする能力・経験を涵養するための実践型教育研究実習を実施している。具体的には、「我が国の

水産資源を支える黒潮流域の海洋環境と生態系を明らかにする」という研究プロジェクトに基づき、

連大生とともに観測を実施し取得資料を考察することにより、研究者を目指す実習生（連大生）と専

門家（担当教員・外部研究者）が協働して大きなサイエンスを志すという試みである。その結果、専

門家は実習生の自然観や人生観に影響を与え、専門家は実習生と共に学問を発展させられれば、この

試みは成功と考える。 

これらの目標を達成するため、下記のような教育コンテンツを入れている。 

① 洋上セミナー実習生が、研究者や他の学生たちと一体感を感じ、責任感を自覚するような作業

を行う（交代制グループワーク・データ解析）

② 異なる学問領域をバックグラウンドにもつ実習生・研究者の相互理解を促し、洋上生活を充実

させる内容を入れる（洋上セミナーⅠ・洋上セミナーⅢ）

③ 実習生がキャリアデザインできるような内容を入れる（洋上セミナーⅡ）

下に、その実施状況を報告する。 

２．乗船者および指導教員 

鹿児島大学大学院連合農学研究科（2名） 

Kere Glorisa (ｹﾚ・ ｸﾞﾛﾘｻ) 鹿大（水産） 地域・国際資源経済学

連合講座 

Singh Shubha Shalini (ｼﾝ・ ｼｭﾌﾞﾊ・ ｼｬﾘｰﾆ) 鹿大（水産） 地域・国際資源経済学

連合講座 

指導教員（3名） 

中村 啓彦     連合農学研究科 農水圏資源環境科学専攻 

鹿児島大学/水産学部/水圏科学分野 

小針 統 同上

仁科 文子   同上 

その他の乗船者（8名） 

農林水産学研究科外洋域乗船実習  4名 

他大学の教員・学生による共同利用 2名 

（東京海洋大学） 

他大学・研究機関の研究者による余席利用 2名 

（東京大学，米国ワシントン大学） 
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３．活動記録 

11月 12日(金) 15:00 セミナーⅠ （於： かごしま丸） 

アイスブレーク（自己紹介・研究紹介を通して実習生活での連携を高める） 

※修士課程学生を含めて実習参加者は合同で実施

乗船 終時刻 

出航 

船内生活説明、救命艇操練 

観測打合せ 

観測準備、船内見学ツアー 

観測開始 

 水温・塩分・乱流等の観測(各種観測機器のオペレーション）

 栄養塩・生物サンプル採取・処理

 係留系の回収作業

連大生は研究者・学生と共に、1日2交替制(各 8時間)での観測に従事 

観測終了 

後片付け 

11月 13日(土) 09:00 

10:00 

10:30 

13:00 

14:30  

11月 14日（日） 08:00 

11月 21日（日） 13:30 

14:00 

17:30 セミナーII（ワシントン大学応用物理学研究所 ポスドク研究員 高橋杏さんの

講演） 

Title: Life is unpredictable! -Message from a rookie scientist 

Contents: 

1. Self introduction

Research, Seattle UPL-UW, Seattle American Life, What is Postdoc?

Good side of postdocs/scientists? Bad side of postdoc?

2. My graduate school days- the reason I chose this career

 Why ceanic turbulence? Why Ph.D.? After the Ph.D. course? 

   What I did? After all…/ Life is unpredictable 

Message from a rookie scientist 

セミナーIII 

 各観測のデータ整理と情報共有

 レポート課題の説明

11月 22日（月） 09:00 谷山港入港、機材積卸 

12:00 解散（於： 水産学部） 
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４．実習内容 

出港前日の１１月１２日、異なる学問領域をバックグラウンドにもつ実習生の相互理解を促し洋上生

活を充実させるため、修士課程の実習生も含めて自己紹介・研究紹介を行うセミナーⅠを、谷山港に停泊

中のかごしま丸において開催した。  

洋上での実習は、「我が国の水産資源を支える黒潮流域の海洋環境と生態系を明らかにする」という

目標（研究プロジェクト）をもって実施された。この目標は、洋上セミナーの担当教員が所属する鹿児

島大学水産学部水圏科学分野の戦略的研究課題であるとともに、海洋学に関する国際・国内研究コミュ

ニティーの先端的研究課題とも深く関係している。洋上セミナーの実習生には、海洋学という学問領域

を１つのケースとして、高度で先端的な研究プロジェクトの一員として実習に参加することを要望する

とともに、先端的な観測からしか経験することができない充実感を体感し、指導教員や他大学から乗船

する研究者・学生との交流を通して自らの経験・知見を広げることを要望した。また、異なる学問領域

における関心・方法論を理解するのみならず、大型洋上施設を利用しながら特殊な状況下で組織的に行

う学術領域の研究現場を実体験することも要望した。乗船期間中、連大生はその他の乗船者とともに２

つの観測班に編成されて観測作業に従事した（添付写真参照）。 

 今年度のかごしま丸航海には、ワシントン大学応用物理学研究所からポスドク研究員の高橋杏氏が

乗船したので、彼女の研究内容や研究職キャリアの形成に対する経験や考え方を講演して頂いた。そ

の講演（セミナーII）に対する、連大生のシンさんとケレさんの報告書（一部を抜粋）を紹介する。

報告書の記載内容は、講演に対する感想である。 

（略） 

My career plans and things I learnt from this seminar: 

As an international student, I can also relate to quite a few of the points that Dr Takahashi 

mentioned but my favorite that I will commit to memory is on having confidence, and that “it’s 

the people around you that evaluate your ability, not you!”. I am also very interested in 

my field of research (marine biology and management) despite there being fewer job opportunities 

and low salaries. I choose this career path myself because it excites me and makes me happy.  

However, it does come with its challenges such as having to move to other countries for 

research or jobs as well as away from family and friends. The culture shock from moving to 

different countries and the new normal doing this pandemic has also been quite difficult. But 

I believe maintaining constant communication with family, supervisors and other researchers 

helps to motivate and inspire me. 

 

Necessity to achieve own career plan： 

Career development plans motivate someone to become productive in their career path and work 

towards that career. Dr. Anna Takahashi's presentation outlines some of the approach she has 

taken to develop her career and be attracted to opportunities to achieve her career as an 

oceanographer. First, by asking senior staff and colleagues for help. Dr. Takahashi believes 

that the people around us are those who evaluate our abilities as we interact with them. Secondly, 
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build experience through short term internships and engaging in research and fieldwork. It 

is important not only to build the network, but to build the experience in the process. Thirdly, 

not to be shy and build good communication with a variety of people, not just students from 

other countries. Finally, stay positive and strong as there is no safe and secure path. But 

when one opportunity closes, another is always waiting for you. These words really motivated 

me to continue work on my career plan. 

 

 

５．成績評価 

 成績評価は、組織的な研究活動におけるグループワークの貢献度（観測機器操作・サンプル採取・

時間厳守など）、各セミナーでのレポートに対して評価した。レポートでは、以下の課題が課せられ

た。 

セミナーⅠ 

① 自己紹介（経歴・特技等） 

② 取り組んでいる研究テーマの背景と結果の紹介 

③ 実習への抱負 

セミナーⅡ 

① 講演に対する感想等 

セミナーⅢ 

① 観測成果とその議論に対するまとめ 

② 実習に対する感想等 

 

 

６．総括 

昨年同様、コロナ禍での実施となり、洋上セミナーも様々な制約を受けた。まず、船内の過密状態

を避けるために、乗船者数は13人に制限された（実際は、航海士養成コースの学生11人を加えて、

通常の半分程度の24人が乗船した）。さらに、乗船者には、乗船前2週間の健康・行動チェックが義

務付けられた。特に、感染状況がレベル3の地域からの乗船者は、鹿児島での2週間の待機、もしく

は3日前のPCR検査が必要とされた。 

当初、9人の履修登録者があった（鹿児島大学7人、佐賀大学2人）。コロナ禍での乗船実習の制約

事項等を説明するために、7月中旬に履修学生とその指導教員に宛て、洋上セミナーの感染症対策に

関する説明文を送付した。その結果、8月末までに、3人から履修キャンセルの連絡を受けた。その

後、10月 1日に履修予定者を対象として、乗船実習内容と感染症対策に対するオンライン説明会を開

催し、乗船意思を確認した。オンライン説明会には、キャンセル通知のなかった6人の履修予定者の

うち、2人が参加した。その場で、乗船の意思確認をして、この2人の乗船を確定した。その他の履

修予定者については、その後、履修を断る連絡をした。 

昨年度の報告書にも記載したが、これまでの実績として、洋上セミナーへの参加者数を集計すると
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ともに（表1）、学生の満足度に関する自己評価をしておく。2015年度以降の7年間の各年の受講者

は、15年度4人、16年度5人、17年度0人、18年度2人、19年度1人、20年度1人、21年度2人

であった（毎年、受講者数を8人までに設定しているが、それに達したことはない）。受講生の内訳

は、2015年度に琉球大学所属の学生が1人受講した以外、その他は鹿児島大学所属の学生であった。

鹿児島大学の中では、水産系の学生が12人、農学系の学生が3人であった。受講者は少人数であっ

たが、受講者の満足度は水産学系と農学系の両者で総じて高かった。水産学系の学生の場合、実習内

容と自身の研究内容またはキャリア形成の方向性が一致していることが、満足度に繋がっていると考

えられる。一方、農学系の学生の場合、日常生活では体験できない海洋観測という特殊体験が満足度

に繋がっていると考えられる。私たちが洋上セミナーを実践形式の実習として企画する意図もそこに

ある。 

鹿児島大学水産学部附属練習船かごしま丸は、洋上における教育研究活動を可能にする全国共同利

用施設である。このため、国内だけでなく海外からも様々な教育研究機関の研究者・技術者・学生が

集まり、相互理解しながら目的・目標を共有して、これらを達成するために組織的な研究活動を行う。

また、洋上における研究活動は天候・海況に大きく影響され、これら目的・目標を達成するためには

多くの困難・試練が伴い、ここに研究人生が凝縮されている。更に、このセミナーでは 先端の研究

に従事する研究者・教員と協働することで、学生は研究者・高度技術者としての人生観に関して大き

な影響を受ける。これらの機会は、学生の研究者・高度技術者としてのキャリアデザインを涵養する

ものであり、非常に貴重な経験となるはずである。本セミナーに関心を持つ学生であれば誰でも参加

可能なので、ぜひ参加して頂きたいと考えている。 

2022年度の洋上セミナーについては、人数制限などない通常の状態で実施できることを期待するが、

第7波に見舞われている2022年 7月時点の状況を考えると、2021年度と同様の対応をとる可能性が

高いことをご理解いただきたい。 

 

表 1．洋上セミナー乗船者数の推移（2015年度以降）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

参加者数 ４ ５ ０ ２ １ １ ２ 

備考 琉球大１

人 

    コロナ対

応 

コロナ対

応 
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海洋観測： 海中の乱流強度を計測する観

測を、東京大学特任助教の堤さん、連大生

のシンさんとケレさんが実施している様

子。デッキ上での観測作業でもマスク着用

が義務付けられた。 

 

海洋観測： 水温、塩分を海面から海底まで

計測する機器（名称：CTD）を利用した観測

を、連大生のシンさんを含むグループが実施

している様子。シンさんの右横は、ワシント

ン大学の高橋さん（セミナーIIの講師）。 

  

セミナーⅡ：（左上）講師の高橋杏さん（ワシントン大学）がLife is unpredictable! 

-Message from a rookie scientistという演題で講演している様子。（右上）ケレさ

んとシンさんがそれを聴講しているところ（後ろは小針教授）。（下）講演スライド
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先進的研究推進事業成果報告会を開催 

 

鹿児島大学連合農学研究科では、先進的研究事業を推進するため、研究科長裁量経費及び学長裁量経

費を「連合農学研究科先進的研究推進事業」支援に充てている。令和 3 年度も連大教員に対して募集を

行ったところ 1 次募集で 7 件、2 次募集で 5 件の合計 12 件の応募があり、代議委員会委員による審議の

結果、6 件の事業を採択した。 

 採択となった研究代表者、分担者、協力者には約半年間研究に取り組んでもらい、各報告書を提出い

ただいており、平成 29 年度より、研究代表者による成果報告の場として報告会を開催している。 

第 5 回目となる本年度はオンライン（Blue Jeans）にて接続し、下記内容で開催した。 

 

日時：令和 4 年 7 月 28 日（木）9：30～12：00 

開催方法：オンライン（Blue Jeans） 

 

研究課題及び構成メンバー：（ ）は所属大学、勤務先等 

 ・コレステロール輸送体 ABCA1 の発現を誘導する健康食品成分の探索 

  代表者：内匠 正太（鹿農） 

 

  ・島嶼における農作物と病害との相互作用を大量ゲノム解析から解明する研究基盤の構築 

  代表者：福田 伸二（佐） 

 

  ・九州沖縄地方の伝統発酵食品のその健康機能性の解析 

－微量成分解明、短鎖脂肪酸生成能、腸管細胞透過性、タイトジャンクション保護作用への影響― 

   代表者：北垣 浩志（佐） 

    

  ・降雨地すべり発生に関与するすべり面透水性の評価装置開発－地すべり予知に向けて― 

   代表者：木村 匠（琉） 

 

  ・気候変動下におけるイネの洪水および複合ストレス適応性の遺伝的改良 

   代表者：坂上 潤一（鹿農） 

 

  ・九州・沖縄の孤児作物（Orphan Crop）であるボタンボウフウのもつ機能性成分と遺伝的多様性 

   代表者：志水 勝好（鹿農） 

 

代表者全員の報告後、寺田研究科長より、専門外から見ても興味深く勉強になる内容ばかりで、研究

成果が学生の学位取得の意欲の向上やインパクトファクターの高いジャーナルへの論文掲載、科研費採

択など、研究業績に繋がるように引き続き支援を強化していきます。これからもみなさまのモチベーシ

ョンを高めるための支援を続けます。との締めの挨拶があった。 

過去平成 26 年度からの報告書については、鹿児島大学大学院連合農学研究科 HP に掲載。 

HP 内メニュー 「各種報告書」－「先進的研究推進事業報告書」 

（令和 4 年 9 月現在の情報です。以降、予告なく HP のメニュー名等が変更となる場合があります。） 
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◇ 資  料

学生数・教員組織等 
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（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

12 6 13 11 17 14 22 21 26 24 23

3 3 3 1 1 1 9 7 2 1 7

2 2 3 2 1 1 1 1 3 3 1

1 4 2 7 3 2 2 3 8 1 4

4 1 3 2 4 6 2 10 4 6 2

2 1 1 2 5 1 5 1 1 5 8

1 1 2 4 2 6 7 1 2 1

2 1 5 2 1 1 5

1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2

1 1 1

1 1 1

1 1

1

年　度　別　入　学　者　数
令和4年4月1日現在

平成８年度 平成９年度年　度 昭和６３年度 平成元年度

46 47志願者数 25 18

22 22入学定員 18 18

入

学

者

数

構成大学※
よ　　り

計
（社会人）

16
(0)

他大学
よ　り

計
（社会人）

9

45 44 36 34

(5) (3)

計 計

(6)

(0)

25

43
（留学生） (8) (9)

(1)

(11)
14

(0)
21 15 23 28

(0)
4

(0)
9 10 17

(0)

(8) (8)
11 11 9 13 17

(9)

(1)

(10) (9)

60
（留学生） (13) (12)

(0)

(17)

(3)

(14)
30 25 40 38 56 55

(1)

(24)

(5)

(34) (19)

（社会人）
25

(0)
18

(0)
45 47

（留学生）

8
（留学生） (4) (4)

(0)

(4)
6

(0)
10 5 7 6

(1)

(1)

10 16 26 12 17 21
(0)

(7)

鹿児島大学(農) 計
（社会人）

4
(0)

3
(0)

7
(0)

宮 崎 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

8

10 4 13 9

7 5 12
（留学生） (3) (1)

(0)

(5)

(0)

(7)
9 8 9 6 14 9

(0)
4

(0)
7 8 9

(0)

(4)

(2)

(4)（留学生） (3) (3) (16)

琉 球 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

10 8
（留学生） (3) (4)

(0)

(4)

(0)(0)
4 4 11 10 10

(2)

(0)

(7)

(4)

(1)

鹿児島大学(水) 計
（社会人）

6
(0)

5

10
（留学生）

4 6 6
(2)

(0)

55 45 47

(3)

（留学生） (13) (12)

(0)

(17)

(3)(0)
30 25 40 38 56計 計

（社会人）
25

(0)
18

国

籍

別

入

学

者

国

名

入

学

者

数

日本 日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ 韓国

韓国 中国

中国 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

西ﾄﾞｲﾂ

構

成

大

学

別

配

属

内

訳

佐 賀 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

ﾏﾚｰｼｱ

平成２年度

18

30

(0)

(9)

平成３年度

18

(3)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾚｰｼｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

平成４年度

22

40

(5)

(9)

(1)

日本

ｽﾘﾗﾝｶ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

韓国

中国

(6)

(0)

(7)

(3)

(6)

(1)

(14)

(6)

(23)

(1)

(2)

(1) (0)

(5)

(1)

(4)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

中国

(0)

(5)

(14)

(6)

(23)

(1)

10

平成５年度

22

39

(1)

(15)

(0)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

ｸﾞｱﾃﾏﾗ

ｽﾍﾟｲﾝ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｶﾞｰﾅ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾚｰｼｱ

ｷﾞﾘｼｬ

ｽﾍﾟｲﾝ

(24)

(5)

(34)

(0)

(7)

(1)

(9)

(0)

(10)

韓国

中国

(0)

(7) (6)

(0)

(3)

(3)

(34)

(0)

(3)

(1)

(3)

(34)

平成６年度

22

58

(4)

(24)

6

(1)

(6)

(1)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ｾﾈｶﾞﾙ

ﾁｭﾆｼﾞｱ

平成７年度

22

55

(2)

(25)

(1)

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｺｽﾀﾘｶ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

ｶﾞｰﾅ

ｻﾞﾝﾋﾞｱ

中国

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

(5)

(0)

(5)

(13)

(1)

(10)

(6)

(23)

(1)

(19)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

韓国

中国

(1)

(2)

(0)

(3)

(0)

(4)

(0)

(8)

(1)

(0)

(3)

60

5

(5)

(1)

(7)

(0)

平成１０年度

22

62

(2)

(25)

(2)

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ

ｶﾞｰﾅ

ｹﾆｱ

ｾﾈｶﾞﾙ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

(0)

(4)

(1)

(5)

(6)

(12)

(4)

(37)

(0)

台湾

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｶﾞｰﾅ

ｹﾆｱ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

(23)

(1)

(5)

(3)

(7)

(1)

(2)

7

6 12

(4)

(4)

(37)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

(16)

(3)

※佐賀大学農学部,琉球大学農学部,鹿児島大学農学部,鹿児島大学水産学部,宮崎大学農学部出身者数。
宮崎大学農学部は昭和６３年～平成１８年度まで、琉球大学農学部は平成４年度より構成大学である。
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（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

年　度　別　入　学　者　数
令和4年4月1日現在

17 24 31 27 30 44 21 24 13 18 14

1 1 1 3 1 1 2 1 4 1 9

8 7 4 1 3 2 2 1 1 1 2

3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

3 3 2 7 1 2 6 6 1 2 1

1 9 2 1 2 1 1 4 1 3 2

4 6 8 2 3 7 2 1 2 1 2

2 1 2 2 9 1 1 2 2 4 1

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 3 2 3 3 1 2 1 1 2

1 1 3 1 2 1 1 1 1 2

1 1 1 2 1 1 1 1

1 2 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1

平成２１年度

23

40

(5)

(16)

(0)

(10)

(5)

(26)

(1)

(8)

(1)

(3)

(1)

平成２０年度

23

40

(2)

(2)

(6)

(16)

(2)

(6)

(4)

(22)

(0)

(6)

(6)

(2)

(4)

(9)

(2)

(6)

(5)

(26)

11

40
(4)

(22)

(3)

(15)

6 10

40

(0)
10

(2)

(5)

(0)

(0)

(6)

(25)

平成１９年度

23

30

(3)

(13)

(0)

(2)

(3)

(15)

(1)

(2)

(2)

(6)

(0)
7

平成１８年度

23

50

(1)

(19)

(5)

(6)

(6)

(25)

(2)

(6)

(2)

(3)

(0)

(7)

(0)

(4)

5 7

10

(3)

(3)
10

(5)

(17)

(2)

(2)

(7)

(23)

(4)

14

13

平成１７年度

23

39

(3)

(12)

(2)

(5)

(5)

(17)

(0)

(5)

(1)

(1)

(1)

(4)

(0)

平成１６年度

22

67

(6)

(20)

(1)

(3)

(7)

(23)

(1)

(8)

(2)

(5)

(2)

(4)

(0)

55 63 50

（留学生）

（社会人）

(5)

(4)

(7)

(8)

(34)

平成１５年度

22

67

(4)

(22)

(4)

(12)

(8)

(34)

(1)

(5)

(4)

(7)

(1)

(7)

(1)

(6)

(7)

(0)

(5)

(0)

(3)

(7)

(23)

(9)

(32)

（社会人）

（留学生）

(0)

(6)

(0)

(4)

国

名

(4)

(23)

(3)

(8)

(7)

(31)

(1)

(6)

(1)

(8)

(1)

(8)

(2)

(7)

(2)

(2)

(7)

(31)

(2)

(16)

(1)

(10)

(3)

(26)

(2)

(9)

(1)

(1)

(0)

(6)

(3)

(26)

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

入

学

者

数

構成大学※
よ　　り

計 31 37
(7)

(25)

(2)

(7)

(9)

(32)

他大学
よ　り

計 12 18 14

49

平成１２年度

22

55

43

入学定員 22

年　度 平成１１年度 平成１３年度

22

志願者数 44 64

平成１４年度

22

55

(2)

(19)
37

(23)

(0)

(5)

(2)

(3)

(5)(2)

(7)
7 13 11

10 11

25 30 2962 31 35

40

12

(9)

13 5

13 18

46

3

7構

成

大

学

別

学

生

数

佐 賀 大 学 ( 農 ) 計 13 11 11 7 10 17

64 67 38 49 28 40計 計

4 4

（留学生）

(4)

(4)

(1)

10

宮 崎 大 学 ( 農 ) 計 7 12 19

(0)

(5)

(3)

鹿児島大学(農) 計 7 13 12 17 11 13

10 21 15 5 8

(3)

38 49 28

鹿児島大学(水) 計 8 11 12
(0)

(7) (9) (4) (4)

計

12

琉 球 大 学 ( 農 ) 計 8 8 9 7 10 14

9 12 8 5

国

籍

別

入

学

者

入

学

者

数

計 計 43 55 63 50 64 67

1 1連 携 大 学 院
（社会人）

（留学生）

(0)

(0)

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

韓国

中国

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾒｷｼｺ

ｲﾗﾝ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｲﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾚｰｼｱ

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｲﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｱﾒﾘｶ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ﾙｰﾏﾆｱ

ﾖﾙﾀﾞﾝ

ｲﾗﾝ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾐｬﾝﾏｰ

ﾒｷｼｺ

ﾓｰﾘﾀﾆｱ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

ｲｴﾒﾝ

ﾄﾙｺ

ｹﾆｱ

ﾏﾗｳｲ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

中国

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｸﾞｱﾃﾏﾗ

ﾄﾙｺ

ﾖﾙﾀﾞﾝ

ｶﾞｰﾅ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾏﾚｰｼｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｺﾛﾝﾋﾞｱ

ｵﾏｰﾝ

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ

ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ

ﾘﾋﾞｱ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

ﾁｭﾆｼﾞｱ

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

※佐賀大学農学部,琉球大学農学部,鹿児島大学農学部,鹿児島大学水産学部,宮崎大学農学部出身者数。
宮崎大学農学部は昭和６３年～平成１８年度まで、琉球大学農学部は平成４年度より構成大学である。

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

韓国

中国

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

台湾

ｹﾆｱ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

日本

ｲﾝﾄﾞ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

中国

ﾊﾟｷｽﾀﾝ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌﾞｰﾀﾝ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ｷｭｰﾊﾞ

ｹﾆﾔ
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（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

年　度　別　入　学　者　数
令和4年4月1日現在

21 19 21 14 17 21 18 19 19 12 15

7 4 3 3 3 6 4 5 5 1 3

4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1

4 2 2 2 1 1 3 5 1 5 1

2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1

2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 ﾈﾊﾟｰﾙ 1

1 1 1 2

1

1

1

1

韓国

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

令和２年度

11

国

名

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

（社会人）

（留学生）

ｶﾞｲｱﾅ

中国

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀｲ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾏﾚｰｼｱ

23

33

(2)

(5)

(1)

(13)

(3)

(18)

(1)

(8)

(0)

(3)

(0)

(3)

(1)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

(2)

(2)

(6)

(1)

(3)

(2)

(0)

(4)

(12)

(2)

(2)

(4)

(2)

(18)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾐｬﾝﾏｰ

(0)

(0)

(4)

(12)

ﾍﾞﾄﾅﾑ

中国

ﾊﾞﾇｱﾂ

ﾗｵｽ

ﾀｲ

ﾐｬﾝﾏｰ

33

(5)

(8)

(18)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ

ｱﾒﾘｶ

ﾀｲ

中国

ﾍﾞﾅﾝ

(5)

(14)

日本

中国

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾏｳﾗｲ

令和元年度

23

28

(1)

(5)

(3)

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

平成３０年度

23

36

(3)

(5)

(2)

(9)

(5)

(14)

ﾐｬﾝﾏｰ

平成２９年度

23

37

(1)

(5)

(7)

(13)

(8)

(18)

(2)

(5)

(4)

(5)

(0)

(3)

(2)

ﾍﾞﾅﾝ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｿﾛﾓﾝ

ﾀｲ

ﾊﾟﾅﾏ

ﾊﾞﾊﾏ

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ

ﾌｨｰｼﾞｰ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

(6)

(24)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ｽﾘﾗﾝｶ

中国

ﾍﾞﾄﾅﾑ

平成２８年度

23

44

(4)

(7)

(2)

(17)

(6)

(24)

(1)

(3)

(2)

(2)

(1)

(14)

(2)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

(7)

(14)

(0)

(4)

(4)

(5)

(7)

(14)

ﾀｲ

ﾐｬﾝﾏｰ

(6)

(9)

日本

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 中国

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

韓国

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

ｴﾘﾄﾘｱ

ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ

平成２６年度

23

28

(4)

(6)

(2)

(3)

(6)

(9)

(1)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

日本

平成２７年度

23

36

(5)

(3)

(2)

平成２５年度

23

29

(4)

(5)

(3)

(10)

(7)

(15)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

(7)

(1)

(5)

中国

(7)

(15)

ﾌｨｼﾞｰ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ

ﾐｬﾝﾏｰ

韓国

中国

(7)

(14)

日本

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾀｲ

ﾀｲ

ｴｼﾞﾌﾟﾄ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾀﾝｻﾞﾆｱ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾏﾗｳｲ

平成２４年度

23

36

(3)

(6)

(4)

(8)

(7)

(14)

(0)

(2)

(3)

(0)

(1)

(3)

(3)

日本

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

中国

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｾﾈｶﾞﾙ

ﾀｲ

ﾐｬﾝﾏｰ

ﾏﾚｰｼｱ

ﾓｰﾘﾀﾆｱ

(3)

(10)

(2)

(12)

(5)

(22)

(1)

(8)

(2)

(3)

(1)

(7)

(1)

(4)

日本

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｽﾘﾗﾝｶ

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾐｬﾝﾏｰ

ｳｶﾞﾝﾀﾞ

ﾄﾝｶﾞ

8

(19)

平成２３年度

23

38

入学定員 23

年　度 平成２２年度

志願者数 45

入

学

者

数

構成大学※
よ　　り

計 27 26
(5)

(10)

(2)

(9)

(7)

(19)

他大学
よ　り

計 16 12 13 13 6

22 16 20

15 24 22 13 11 15

20 13 1820 18 15

(11) (7)

構

成

大

学

別

配

属

内

訳

佐 賀 大 学 ( 農 ) 計 14 12 5 3 7 6

26 35 42 37 33 24計 計 43 38 35 29

(0)

(7)
5 8 6 6

鹿児島大学(農) 計 10 8
(4)

(3)
10 6

鹿児島大学(水) 計 11 11 6 9 4 7

7 10 5 6 14 9

(0)

(7)
19 5 8 6 5

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(7)

(1)

(3)

琉 球 大 学 ( 農 ) 計 8 7 16
(3)

(2) (9) (2) (5) (3)

38 35

2 11

連 携 大 学 院 計

10 5 17 12 10 10

(7)(5)

(22)
24 33

国

籍

別

入

学

者

入

学

者

数

29 26 35 42 37 33計 計 43

※佐賀大学農学部,琉球大学農学部,鹿児島大学農学部,鹿児島大学水産学部,宮崎大学農学部出身者数。
　 宮崎大学農学部は昭和６３年～平成１８年度まで、琉球大学農学部は平成４年度より構成大学である。
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（　）内数字：上段は社会人、下段は留学生で内数

年　度　別　入　学　者　数
令和4年4月1日現在

13 12

ｳｶﾞﾝﾀﾞ 1 2

ｽﾘﾗﾝｶ 3 1

ｿﾛﾓﾝ 1 1

中国 2 1

ﾗｵｽ 1 1

2 1

ﾌｨｼﾞｰ 1 1

1 ﾍﾞﾄﾅﾑ 1

1

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾀｲ

中国

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ

ﾐｬﾝﾏｰ

4
(1)

(1)

4
(0)

(1)

22
(5)

(10)

日本

韓国

ｼｴﾗﾚｵﾈ

ｽﾘﾗﾝｶ

ｾﾝﾄﾙｼｱ

(12)

日本

国

籍

別

入

学

者

国

名

入

学

者

数

計 計
（社会人）

（留学生）

ﾍﾞﾅﾝ

令和4年度

23

28

14
(3)

(4)

8
(2)

(6)

22
(5)

(10)

7
(2)

(3)

7
(2)

(5)

令和3年度

23

27

12
(2)

(5)

13
(3)

(7)

25
(5)

(12)

5
(1)

(4)

10
(3)

(3)

5
(0)

(3)

5
(1)

(2)

25
(5)

構

成

大

学

別

配

属

内

訳

佐 賀 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

（留学生）

鹿児島大学(農) 計
（社会人）

（留学生）

鹿児島大学(水) 計
（社会人）

（留学生）

琉 球 大 学 ( 農 ) 計
（社会人）

（留学生）

連 携 大 学 院 計
（社会人）

（留学生）

年　度

入学定員

志願者数

入

学

者

数

構成大学※
よ　　り

計
（社会人）

（留学生）

他大学
よ　り

計
（社会人）

（留学生）

計 計
（社会人）

（留学生）

※佐賀大学農学部,琉球大学農学部,鹿児島大学農学部,鹿児島大学水産学部,宮崎大学農学部出身者数。
  宮崎大学農学部は昭和６３年～平成１８年度まで、琉球大学農学部は平成４年度より構成大学である。
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令和 3年 10 月入学生及び指導教員名簿 

専攻 連合講座 フリガナ

氏名

（国籍） （性別）

主指導教員 ① 第 1 副指導教員

② 第 2 副指導教員

補 指導補助教員

備考

生物生産科

学

熱帯資源・植

物生産科学

ｼﾞｭｴﾙ ﾀﾞｯﾀ
JUEL DATTA 
（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ） （男）

古藤田信博(佐) ① 石丸幹二(佐)
② 一色司郎(佐)
補

国費

ﾗﾀﾅｰﾔｶ ﾑﾃﾞｨﾔﾝｾﾗｹﾞ ｻﾝﾊﾟﾀ
ﾙﾜﾝ ﾁｬｱﾏﾗ
RATHNAYAKA 
MUDIYANSELAGE 
SAMPATH RUWAN 
CHAMARA 
（ｽﾘﾗﾝｶ） （男）

辻田有紀(佐) ① 一色司郎(佐)
② 梶田忠(琉)
補

国費

応用生命科

学

生物機能化

学

ﾀﾞｲ ｺｳｺｳ
戴 凰凰

（中国） （男）

北垣浩志(佐) ① 田中宗浩(佐)
② 藤田 清貴(鹿農)
補

私費

食品機能科

学

ﾎﾟﾑｳｨｼｯﾄ ｳｱﾝ
PHOMVISITH OUANH 
（ﾗｵｽ） （男）

大塚彰(鹿農) ① 後藤貴文(鹿農)
② 山中賢一（佐）

補

私費（JICE) 

先端応用生

命科学

ﾅｶﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ
中野 拓宜

（日本） （男）

侯 德興（鹿農） ① 坂尾こず枝（鹿農） 
② 永尾晃治(佐)
補
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令和 4年 4月入学生及び指導教員名簿 

専攻 連合講座 フリガナ

氏名

（国籍） （性別）

主指導教員 ① 第 1 副指導教員

② 第 2 副指導教員

補 指導補助教員

備考

生物生産科

学

熱帯資源・植

物生産科学

ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ｿｳ

IBRAHIM SOE

（ｼｴﾗﾚｵﾈ） （男）

坂上潤一（鹿農） ① 一谷勝之（鹿農）

② 鄭 紹輝（佐）
補

国費

ｶﾈｶﾞｴ ﾋｶﾙ

鐘ヶ江 光

（日本） （男）

ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ ﾎｻｲﾝ

(琉） 

① 佐野 文子（琉） 
② 侯 徳興(鹿農)
補 江藤 毅（琉）

ﾁｪ ｼﾞｭﾖﾝ

崔 湊煐

（韓国） （女）

坂上潤一（鹿農） ① 山本雅史（鹿農） 
② 藤田大輔（佐）

補

私費

ﾁｭ ﾖﾝﾌｧﾝ

朱 映煥

（韓国） （男）

坂上潤一（鹿農） ① 岡本繫久（鹿農） 
② ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ ﾎｻ
ｲﾝ(琉）

補

私費

動物資源生

産科学

ｴﾑﾃﾞｨ ﾇﾛﾝﾅﾋﾞ ｲｽﾗﾑ

MD NURONNABI ISLAM

（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ） （男）

山中賢一（佐） ① 江原史雄（佐）

② 建本秀樹（琉）

補

国費

地域・国際資

源経済学

ﾁｬﾝ ﾃｨ ﾄｩ ﾄｩｲ

TRAN THI THU THUY

（ﾍﾞﾄﾅﾑ） （女）

藤村美穂（佐） ① 辻 一成（佐）

② 坂井教郎（鹿農） 
補

国費

応用生命科

学

生物機能化

学

ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ

石上 慎之甫 

（日本） （男） 

石井貴広（琉） ① 高良健作(琉)
② 坂尾こず枝（鹿

農）

補

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｲﾁ

水野 裕一 

（日本） （男） 

小林元太（佐） ① 後藤正利（佐）

② 吉崎由美子（鹿

農）

補

食品機能科

学

ﾋﾗｶﾜ ﾄﾓｱｷ

平川 智章 

（日本） （男） 

濱洋一郎（佐） ① 辻田忠志（佐）

② 侯 徳興(鹿農)
補

ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ

松永 将伍 

（日本） （男） 

井尻大地(鹿農) ① 大塚彰(鹿農)
② 永尾晃治(佐)
補

先端応用生

命科学

ｶ ｺｷ

何 子煜

（中国） （男）

侯 徳興(鹿農) ① 坂尾こず枝（鹿

農）

② 水谷 治（琉）

補

私費

ﾋﾗﾀ ﾌｳｺ

平田 風子

（日本） （女）

平良東紀（琉） ① 水谷治（琉）

② 藤田清貴（鹿農） 
補 上地敬子（琉）

ﾐｬｯﾄ ﾄｭｰ ｻﾝ

MYAT HTOO SAN

（ﾐｬﾝﾏｰ） （女）

永野幸生（佐） ① 木村 圭（佐）

② 下桐 猛（鹿農） 
補

国費

ﾔﾄｳ ｱｶﾈ

矢垰 紅音

（日本） （女）

宗 伸明（佐） ① 堀谷正樹（佐）

② 屋 宏典（琉）

補

農水圏資源

環境科学

生物環境保

全科学

ｵｸﾔﾏ ﾏｻｷ

奥山 正樹

（日本） （男）

鵜川 信（鹿農） ① 畑 邦彦（鹿農） 
② 大田伊久雄（琉） 
補

ｻﾝﾀﾃﾞｨﾌﾟｸﾛﾑ ﾊﾟﾗﾊﾟﾝ

SANTUDPROM PHACHARAPAN

（ﾀｲ） （女）

紙谷喜則（鹿農） ① 鶴丸博人（鹿農） 
② 平良英三（琉）

補

私費
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ﾀﾀﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ 

忠村 一毅 

（日本） （男） 

吉賀豊司（佐） ① 一色司郎(佐)  
② 田場聡（琉） 
補 

 

地域資源環

境工学 

ﾌﾟﾗﾆｽ ﾋﾟﾕﾏﾙ ﾙﾜﾝﾊﾟﾃｨﾗﾅ 

PRANITH  PIYUMAL 

RUWANPATHIRANA 

（ｽﾘﾗﾝｶ） （男） 

酒井一人（琉） ① 中村渠 将（琉） 
② 弓削こずえ（佐） 
補 

国費 

水産資源環

境科学 

ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ 

池田 怜史 

（日本） （男） 

安楽和彦（鹿水） ① 小谷知也（鹿水） 
② 石川 学（鹿水） 
補 

 

ﾊｰﾃﾞｨﾝ ｱｰﾛﾝ ｼﾞｬ ﾋﾟｴｰﾙ 

HARDIN AARON JN PIERRE 

（ｾﾝﾄﾙｼｱ） （男） 

小谷知也（鹿水） ① 田角聡志（鹿水） 
② 石川 学（鹿水） 
補 

私費(JICA） 

ﾌｸｶﾞﾐ ｼｭｳｻｸ 

福上 周作 

（日本） （男） 

宇野誠一（鹿水） ① 吉川 毅（鹿水） 
② 石川 学（鹿水） 
補 山﨑雅俊（鹿水） 

 

ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 

松尾 純平 

（日本） （男） 

宇野誠一（鹿水） ① 安楽和彦（鹿水） 
② 小谷知也（鹿水） 
補 
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Ⅰ．課程博士
年度

専攻名
生物生産科学 4 (3) 5 (4) 4 (4) 3 (2) 5 (5) 9 (7) 14 (8) 12 (9) 14 (9) 14 (8) 9 (7)
生物資源利用科学 3 (3) 1 (1) 2 (2) 4 (1) 4 (1) 8 (3) 10 (7) 13 (10) 7 (2) 7 (1) 9 (3)
生物環境保全科学 1 (1) 2 (2) 6 (3) 6 (5) 6 (4) 2 (2) 15 (11) 15 (10) 6 (5) 12 (9) 11 (6)
水産資源科学 4 (2) 6 (4) 7 (5) 7 (6) 9 (7) 10 (8) 7 (7) 7 (5) 5 (3) 10 (4) 9 (2)

計 12 (9) 14 (11) 19 (14) 20 (14) 24 (17) 29 (20) 46 (33) 47 (34) 32 (19) 43 (22) 38 (18)

年度
専攻名
生物生産科学 10 (7) 16 (10) 19 (12) 9 (8) 20 (14) 12 (8) 13 (7) 16 (9) 9 (5) 6 (3) 8 (4)
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) 5 (3)
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) 2 (1)
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) 1 (1)
生物生産科学 6 (4)
応用生命科学 2 (2)
農水圏資源環境科学 8 (4)

計 36 (26) 47 (23) 41 (26) 44 (24) 45 (26) 40 (21) 35 (18) 44 (24) 33 (16) 26 (11) 32 (19)

年度
専攻名
生物生産科学 2 3 (2) 2 238 (155)

生物資源利用科学 3 (1) 1 179 (78)

生物環境保全科学 158 (98)

水産資源科学 1 (1) 168 (108)

生物生産科学 8 (7) 10 (7) 9 (6) 7 (4) 8 (4) 6 (3) 14 (10) 7 (5) 10 (5) 5 (3) 90 (58)

応用生命科学 7 (6) 5 (3) 7 (4) 8 (5) 12 (4) 3 (1) 5 (2) 11 (5) 6 (2) 10 (6) 76 (40)

農水圏資源環境科学 13 (9) 11 (4) 9 (5) 9 (3) 13 (7) 6 (2) 14 (6) 14 (7) 5 (2) 8 (6) 110 (55)

計 34 (24) 29 (16) 28 (15) 24 (12) 33 (15) 15 (6) 33 (18) 32 (17) 21 (9) 23 (15) 1019 (592)

平成21年度4月入学者より、4専攻から3専攻に改組。
（　）内数は、外国人留学生で内数。

学 位 記 授 与 状 況

2 3 4 5 6 7

R4.4.1現在

1211

18 19 20 2113 14 15 16 17

2924 25 26 27 28

22

合    計30 令和２

8 9 10

31・
令和元

令和３

23
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国名 日本 ｲﾝﾄﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ｽﾘﾗﾝｶ ﾀｲ 韓国 中国 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾊﾟｷｽﾀﾝ
ﾊﾞﾝｸﾞﾗ
ﾃﾞｼｭ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾌﾞｰﾀﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾏﾚｰｼｱ ﾐｬﾝﾏｰ

人数 427 8 82 4 23 34 30 129 5 4 90 35 1 31 14 18

国名 台湾 ｱﾒﾘｶ ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ｸﾞｱﾃﾏﾗ ｺｽﾀﾘｶ ｺﾛﾝﾋﾞｱ ﾊﾟﾅﾏ ﾊﾞﾊﾏ 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 ｲｴﾒﾝ ｲﾗﾝ

人数 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2

国名 ｵﾏｰﾝ ﾄﾙｺ ﾖﾙﾀﾞﾝ ｳｶﾞﾝﾀﾞ 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

ｼﾞﾝ
ﾊﾞﾌﾞｴ

ｾﾈｶﾞﾙ ﾀﾝｻﾞﾆｱ ﾁｭﾆｼﾞｱ ﾅｲｼﾞｪﾘｱ ﾍﾞﾅﾝ
ﾏﾀﾞｶﾞｽｶ

ﾙ
人数 1 2 2 1 12 5 5 1 1 1 3 7 2 3 2 1

国名 ﾏﾗｳｲ ﾓｰﾘﾀﾆｱ ﾘﾋﾞｱ ｿﾛﾓﾝ ﾄﾝｶﾞ ﾊﾞﾇｱﾂ
ﾊﾟﾌﾟｱ

ﾆｭｰｷﾞﾆｱ
ﾌｨｼﾞｰ 合計

人数 3 1 1 1 1 1 1 2 1019

年度 人数 年度 人数 年度 人数

3 2 14 3 25 1

4 2 15 19 26 0

5 4 16 5 27 1

6 1 17 9 28 3

7 7 18 17 29 0

8 2 19 9 30 1

9 2 20 10 令和元 0

10 9 21 12 令和2 2

11 3 22 0 令和3 2

12 5 23 0

13 8 24 3 合計 142

日本

日本・ﾌﾞｰﾀﾝ

日本・ｱﾒﾘｶ

日本・ｴｼﾞﾌﾟﾄ・ｽﾍﾟｲﾝ

日本

日本

日本

国　　名 国　　名

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

日本・ﾀｲ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本・ﾍﾞﾄﾅﾑ・中国

日本

日本

【国別内訳】

国　　名

日本・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本

日本・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

日本・ｱﾒﾘｶ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾀｲ

中国

日本

日本・ﾏﾚーｼｱ・韓国・中国

Ⅱ．論文博士

日本

日本・ｱﾙｼﾞｪﾘｱ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

日本

日本

日本

日本

日本・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
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令和 3 年度学位取得者名簿 
 

課程博士 

学位授与年月日 専攻 

連合講座 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 （性別）（国籍） 

主指導教員 

令和 3 年 9 月 17 日 生物生産科学 

地域・国際資源経済学 

ﾙﾝ ﾃｨ ﾀﾞﾝ 

ﾙﾝ ﾃｨ ﾀﾞﾝ 

（女）（ベトナム） 

坂井 教郎(鹿農) 

令和 3 年 9 月 17 日 農水圏資源環境科学 

水産資源環境科学 

 

ｸﾝﾄ ｳｨﾎﾞｳｵ 

ｸﾝﾄ ｳｨﾎﾞｳｵ 

（男）（インドネシア） 

本村 浩之(鹿農) 

令和 3 年 9 月 17 日 生物生産科学 

熱帯資源・植物生産科学 

ｱｻﾐ ﾕｳﾔ 

浅見 祐弥 

（男）（日本） 

嬉野健次(琉) 

令和 3 年 9 月 17 日 農水圏資源環境科学 

水産資源環境科学 

ﾁｮｳ ｼﾝﾘｭｳ 

張 振龍 

（男）（中国） 

中村 啓彦(鹿水) 

令和 3 年 9 月 17 日 生物生産科学 

熱帯資源・植物生産科学 

ｸﾞｪﾝ ﾃﾞｨﾝ ｸﾝ 

ｸﾞｪﾝ ﾃﾞｨﾝ ｸﾝ 

（男）（ベトナム） 

藤田 大輔(佐) 

令和 3 年 9 月 17 日 応用生命科学 

食品機能科学 

ｵｵｲｼ ｶｽﾞｷ 

大石 一樹 

（男）（日本） 

塩崎 一弘(鹿水) 

令和 3 年 9 月 17 日 応用生命科学 

先端応用生命科学 

ｱﾌﾞ ﾕｳｽﾌ ﾎｯｼﾝ 

ｱﾌﾞ ﾕｳｽﾌ ﾎｯｼﾝ 

（男）（バングラデシュ） 

屋 宏典(琉) 

令和 4 年 3 月 25 日 応用生命科学 

先端応用生命科学 

ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓﾀｶ 

長澤 智隆 

（男）（日本） 

光武 進(佐) 

令和 4 年 3 月 25 日 生物生産科学 

動物資源生産科学 

ｼｭｳﾓﾄ ｺﾞｳﾀﾞｲ 

周本 剛大 

（男）（日本） 

佐野 文子(琉) 

令和 4 年 3 月 25 日 応用生命科学 

生物機能化学 

ｳｽｱｿﾞ ﾌｨﾌｧﾒ ｵﾘｱﾝ 

ｳｽｱｿﾞ ﾌｨﾌｧﾒ ｵﾘｱﾝ 

（女）（ベナン） 

MCM ﾌｪｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞ(鹿農) 

令和 4 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学 

水産資源環境科学 

ﾁｮｳ ﾖｳｺﾝ 

張 煜坤 

（男）（中国） 

石川 学(鹿水) 
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令和 4 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学

生物環境保全科学

ｸﾝﾌﾞｶﾆ ﾝｾﾞﾝｹﾞﾚｻﾞ

ｸﾝﾌﾞｶﾆ ﾝｾﾞﾝｹﾞﾚｻﾞ

（男）（マウライ）

石川 学(鹿水) 

令和 4 年 3 月 25 日 生物生産科学

地域・国際資源経済学

ｱﾝ ﾐﾝ ｳｲﾝ

ｱﾝ ﾐﾝ ｳｲﾝ

（女）（ベトナム）

佐野 雅昭(鹿水) 

令和 4 年 3 月 25 日 応用生命科学

生物機能化学

ｻｻｷ ﾕｷ

佐々木 優紀

（女）（日本）

藤田 清貴(鹿農) 

令和 4 年 3 月 25 日 応用生命科学

生物機能化学

ﾁｮｳ ﾃﾂ

趙  喆

（女）（中国）

吉﨑 由美子(鹿農) 

令和 4 年 3 月 25 日 応用生命科学

生物機能化学

ﾊﾞﾊﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

馬場 嵩一郎

（男）（日本）

小林 元太(佐) 

令和 4 年 3 月 25 日 応用生命科学

先端応用生命科学

ﾁﾝ ｶｳ

陳 珂雨

（女）（中国）

侯 德興(鹿農) 

令和 4 年 3 月 25 日 応用生命科学

先端応用生命科学

ﾘｭｳ ｺﾝｷｮｳ

劉 根僑

（男）（中国）

侯 徳興(鹿農) 

令和 4 年 3 月 25 日 応用生命科学

先端応用生命科学

ﾜﾝ ｽﾞﾀｲ

王 子泰

（男）（中国）

高峯 和則(鹿農) 

令和 4 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学

水産資源環境科学

ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｼﾞ

藤原 恭司

（男）（日本）

本村 浩之(鹿農) 

令和 4 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学

水産資源環境科学

ﾛﾆｯｸ ｽﾍﾟﾝﾘｰ ｼｬﾄﾞﾗｯｸ

ﾛﾆｯｸ ｽﾍﾟﾝﾘｰ ｼｬﾄﾞﾗｯｸ

（男）（バヌアツ）

石川 学(鹿水) 

令和 4 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学

地域資源環境工学

ﾄﾞｱﾝ ﾁ ｸｵﾝ

ﾄﾞｱﾝ ﾁ ｸｵﾝ

（男）（ベトナム）

田中 宗浩（佐）

令和 4 年 3 月 25 日 農水圏資源環境科学

地域資源環境工学

ﾏｷﾉ ｺｳｽｹ

牧野 耕助

（男）（日本）

岡 勝(鹿農) 
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論文博士

学位授与年月日 学位 ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名 （性別）（国籍）

令和 4 年 3 月 25 日 博士（農学） ｵｵｺﾀﾞ ﾂﾄﾑ

大小田 勉

（男）（日本）

令和 4 年 3 月 25 日 博士（農学） ﾔﾗ ﾄﾓﾉﾘ

屋良 朝宣

（男）（日本）
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 一谷　勝之 b 朴　 炳宰  一色　司郎 b 上埜　喜八 a 赤嶺　　光 ｂ 諏訪　竜一
a 遠城　道雄 A 後藤　文之  辻田　有紀 Ａ 嬉野　健次 b 仲村　一郎

 坂上　潤一 A 鈴木　章弘  福田　伸二 Ａ 川満　芳信 b
ﾓﾊﾏﾄﾞ　ﾐｻﾞﾇﾙ
 ﾗﾋﾑ　ｶｰﾝ

 志水　勝好  鄭　　 紹輝  藤田　大輔 
ﾓﾊﾒﾄﾞ ｱﾑｻﾞﾄﾞ
ﾎｻｲﾝ

 山本　雅史  渡邊　啓史
c 松本　雄一

 古藤田信博

小　　　　計 5 (4) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 7 (4) 4 (3) 3 (0) 13 (11) 11 (4) 24 (15)

 後藤 貴文 b 大久津昌治  江原　史雄  佐野　文子  伊村　嘉美
 三好　和睦  大島　一郎  山中　賢一  建本　秀樹 ｂ 金野　俊洋

 下桐　猛 B 佐々木慎二
 髙山　耕二 d 長嶺　　　樹

d 波平　知之

小　　　　計 2 (2) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 0 0 2 (1) 2 (2) 5 (1) 4 (4) 11 (4) 15 (8)

 李　 　哉泫  坂井　教郎 a 佐久間美明 b 久賀みず保  藤村　美穂  辻　　一成  大田伊久雄 ｂ 木島　真志
a 枚田　邦宏  佐野　雅昭  鳥居　享司 ｂ 中井　信介  杉村　泰彦 B 陳　　碧霞
 豊　 　智行　  内藤　重之

小　　　　計 3 (2) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 2 (0) 3 (3) 2 (1) 9 (7) 7 (3) 16 (10)

計 10 (8) 6 (3) 2 (1) 2 (1) 5 (5) 11 (5) 9 (8) 10 (2) 26 (22) 29 (11) 55 (33)

 北原　兼文  加治屋勝子  小林　元太  木村　　圭  金子　　哲  石井貴広
 玉置　尚徳  二神　泰基  後藤　正利  高畠　幸司  橘　信二郎

 藤田　清貴  外山　博英 ｂ 福田　雅一
 吉﨑由美子  水谷　　治
B MCMﾌｪｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞ  北垣　浩志
b 花城　　 勲
b 南　　 雄二

小　　　　計 2 (2) 7 (5) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 1 (0) 3 (3) 4 (1) 8 (8) 12 (6) 20 (14)

 大塚　　 彰  井尻　大地 A 上西　由翁  塩﨑　一弘  永尾　晃治 B 野間　誠司  高良　健作  ﾖﾅﾀﾝ ｱｼｷﾝ
 宮田　健  小松　正治 b 加藤　早苗  濱　洋一郎  和田　浩二

 内匠　正太 A 林　　 信行

 

小　　　　計 1 (1) 2 (1) 2 (2) 3 (1) 3 (3) 1 (1) 2 (2) 1 (1) 8 (8) 7 (4) 15 (12)

A 石橋 松二郎  岡本　繁久  宗　伸明  堀谷　正樹  屋　　 宏典 B 稲福　征志
 侯　　 徳興 b 清水　圭一  小西　照子 B 岩崎　公典
 髙峯　和則 b 吉田理一郎  石丸　幹二  川口　真一  平良　東紀
 橋本　文雄  坂尾こず枝  永野　幸生

 鶴丸　博人  光武　進
 辻田　忠志
ｄ 龍田　勝輔

A 大野木　宏 B 榎　竜嗣
A 峰野　純一

小　　　　計 6 (6) 6 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 6 (3) 3 (3) 2 (2) 11 (11) 14 (6) 25 (17)

計 9 (9) 15 (7) 2 (2) 3 (1) 8 (8) 8 (4) 8 (8) 7 (4) 27 (27) 33 (16) 60 (43)

 境　　 雅夫  池永　　誠  大島　一里  上野　大介  梶田　　忠 b 金城　和俊
 津田　勝男  鵜川　　信  吉賀　豊司 B 草場　基章  鬼頭　　 誠 b 関根健太郎

 紙谷　喜則  徳田　　誠 a 谷口　真吾 b 松本　一穂
 坂巻　祥孝 B 西田　　翔  田場　　 聡 b 渡辺　　 信
b 樗木　直也  辻　　 瑞樹
 中村　正幸
 畑　　 邦彦
 濱中　大介
 赤木　　功

小　　　　計 2 (2) 9 (6) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 4 (4) 5 (4) 4 (0) 9 (8) 17 (10) 26 (18)

a 地頭薗　隆 b 井倉　洋二  近藤　文義  阿南　光政  酒井　一人  木村　 　匠
A 西野　吉彦  伊藤　祐二  田中　宗浩 ｂ 稲葉 　繁樹  鹿内　健志 b 瀬戸内秀規

 神田　英司  弓削　こずえ ｂ 郡山　益実  平良　英三  仲村渠　将
B 寺本　行芳 ｂ 徳本家康  中村　真也 ｂ 光岡　宗司

 原口　智和 ｂ
ﾗｻﾞﾌｨﾝﾗﾍﾞ ﾊﾞﾑ
ﾊｼﾞｬ ﾆﾘﾅ

 宮本　英揮 d 安元　　 純

小　　　　計 2 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 6 (0) 4 (4) 6 (1) 9 (8) 16 (2) 25 (10)

 本村　浩之  安樂　和彦 b 石崎　宗周
 石川　　学 b 江幡　恵吾
 宇野　誠一  奥西　将之
 大富　　 潤  久米　 　元
 小谷　知也  田角　聡志
 小針　　 統  土井　　航
 寺田　竜太 b 西　　 隆昭
 中村　啓彦 b 山中　有一
 西　隆一郎  遠藤　　光
  ﾊﾞｽｹｽ ｱｰﾁﾃﾞｨﾙ ﾐｹﾞﾙ ﾌｪﾃﾞﾘｺ

 山本　智子
 吉川　　 毅

小　　　　計 1 (1) 0 (0) 12 (12) 9 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 13 (13) 9 (3) 22 (16)

計 5 (4) 13 (7) 12 (12) 9 (3) 5 (5) 10 (4) 9 (8) 10 (1) 31 (29) 42 (15) 73 (44)

合　　　計 24 (21) 34 (17) 16 (15) 14 (5) 18 (18) 29 (13) 26 (24) 27 (7) 84 (78) 104 (42) 188 (120)

 9  9  8  2  10  8  11  1  38  20 58

 6  2  4  2  3  1  7  2  20  7 27

 2  3  2  1  2  1  4  0  10  5 15

 0  5  0  2  0  6  0  4  0  17 17

 0  1  0  0  0  2  0  0  0  3 3

 0  0  1  0  1 1

 0  0  0  0  0 0

 3  1  0  0  4 4

 0  0  0  0  0 0

17 23 14 8 15 19 22 7 68 57 125

注）

5　（　）内の数字は，指導教員資格者のうち主指導教員資格者を内数で示す。

1　氏名の前の大文字（・Ａ・・Ｂ・C）はＤ（主指導教員資格者）を示す。 2　小文字（a・b・c・d）はＤ合（副指導教員資格）を示す。
3　Ａ（a）は教授を、Ｂ（b）は准教授，C(ｃ)は講師，ｄは助教を示す。 4　・・は主指導教員、氏名の前の数字１は第1副指導教員、２は第2副指導教員、数字のない者は学生を担当していないことを示す。

6　アンダーラインは女性を示す

地 域 資 源 環 境 工 学

水 産 資 源 環 境 科 学

先 端 応 用 生 命 科 学

連 携 大 学 院
（ ﾀ ｶ ﾗ ﾊ ﾞ ｲ ｵ ( 株 ) ）

農
水
圏
資
源
環
境
科
学

生 物 環 境 保 全 科 学

応
用
生
命
科
学

生 物 機 能 化 学

食 品 機 能 科 学

生
物
生
産
科
学

熱帯資源・植物生産科学

動 物 資 源 生 産 科 学

地 域 ・ 国 際 資 源 経 済 学

教　　授 准教授・講師・助教 教 　授 准教授・講師・助教 計
先進健康科学研究科

教　　授 准教授・講師・助教

教　　授 准教授・講師・助教 教　　授 准教授・講師・助教

農学研究科
　　　　教　　授 准教授・講師・助教

　研　究　科　教　員　組　織

令和4年8月1日

専攻
名

連合講座

鹿児島大学農学部 鹿児島大学水産学部 佐　賀　大　学 琉　球　大　学 合　　計
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専 攻 連　合　講　座 所　属　大　学 氏 名

連合農学研究科長 鹿児島大学（連大） 寺
てら

  　田
だ

 　　竜
りゅう　

　　太
た

副研究科長 鹿児島大学（農） 三
み

　　好
よし

　　 和
かず

   睦
ちか

佐賀大学（農）※    Ａ　　 後
ご

 　 藤
とう

　 　文
ふみ

 　之
ゆき

琉球大学（農）    Ｂ     嬉
うれし

　　野
の

　　健
けん

　　次
じ

動物資源生産科学 鹿児島大学（農）    Ａ　　 後
ご

 　 藤
とう

　 　貴
たか

 　文
ふみ

地域・国際資源経済学 鹿児島大学（水産）    Ｂ　　 佐
さ

　　野
の

　　 雅
まさ

   昭
あき

生物機能化学 佐賀大学（農）    Ｂ　　 北
きた

　　垣
がき

　　浩
ひろ

　　志
し

食品機能科学 琉球大学（農）    Ａ 　　高
たか

　　良
ら

　　健
けん

　　作
さく

先端応用生命科学 鹿児島大学（農）    Ｂ　　 石
いし

　　橋
ばし

　　松
まつ

 二
 じ

 郎
ろう

鹿児島大学（農）    Ｂ　　 津
つ

　　田
だ

　　勝
かつ

　　男
お

琉球大学（農）※    Ａ 　  田
た

　　場
ば

聡
さとし

地域資源環境工学 佐賀大学（農）    Ｂ　　 近
こん

　　藤
どう

　　文
ふみ

　　義
よし

水産資源環境科学 鹿児島大学(水産)    Ａ　　 石
いし

　　川
かわ

学
まなぶ

応用生命科学

農水圏資源環境科学

生物環境保全科学

※印は講座外枠選出委員

代　議　委　員　会　委　員　名　簿

 Ａ : 任期　２０２２年４月１日～２０２４年３月３１日(新任）

 Ｂ : 任期　２０２１年４月１日～２０２３年３月３１日(継続）

生物生産科学

熱帯資源・植物生産科学
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令和 3 年度連合農学研究科活動記録 

令和 3年 

4 月 9 日(金) 令和 3年度連合農学研究科オリエンテーション 

〃 第 228 回代議委員会 

5 月 14 日(金) 第 229 回代議委員会    (鹿児島大学水産学部担当) 

〃 第 1回ＦＤ委員会      ( 〃 ) 

〃 第 1回入学試験検討委員会 ( 〃 ) 

〃 第 1回教務委員会      ( 〃 ) 

6 月 4 日(金) 令和 3年度第１回全国連合農学研究科協議会(当番 東京農工大学) 

6 月 11 日(金) 第 2 回入学試験検討委員会(佐賀大学担当) 

〃 第 2回教務委員会 ( 〃  ) 

〃 第 230 回代議委員会  (  〃 ) 

〃 第 2回ＦＤ委員会 (   〃  ) 

6 月 16 日(水)～18 日(金) 令和 3年度前期連合一般ゼミナール(日本語)(当番 岐阜大学) 

7 月 9 日(金) 第 3 回入学試験検討委員会(SINET 使用にて開催) 

〃 第 3回教務委員会 ( 〃 ) 

〃 第 231 回代議委員会 ( 〃 ) 

〃 第 3回ＦＤ委員会 ( 〃 ) 

7 月 28 日(水) 秋季入試説明会 

7 月 29 日(金) 人材養成学生支援セミナーⅠ 当番：琉球大学 

7 月 30 日(金) ＴＡ研修会 

8 月 10 日(火) 令和 3年度連合農学研究科構成大学事務会議・事務連絡会 

(佐賀大学担当) 

8 月 31 日（火）～9月 2日

(木) 

秋季入学試験 

9 月 3 日(金) 専攻判定会議 

〃 入試委員会、教員資格審査委員会 

〃 第 234 回代議委員会 

〃 第 35 回研究科教授会 

9 月 7 日(火) 秋季合格者発表 

9 月 17 日(金) 令和 3年度連合農学研究科学位記授与式(前期) 

10 月 8 日(金) 秋季入学式・オリエンテーション 

〃 第 235 回代議委員会 

10 月 29 日(金) 令和 3年度第 2回全国連合農学研究科協議会(当番 岐阜大学) 

11 月 8 日(月)～10 日(水) 農学特別講義(一般セミナー)(当番 琉球大学) 

11 月 10 日(水) 第 237 回代議委員会 

11月14日(土)～24日(火) 人材養成学生支援セミナーⅡ(担当 鹿児島大学水産学部) 

11月17日(水)～19日(金) 2021 年度後期連合一般ゼミナール(英語)(当番 愛媛大学) 

12 月 17 日(金) 第 242 回代議委員会  
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〃 第 4回教務委員会

〃 第 4回入学試験検討委員会 

〃 第 3回ＦＤ委員会 

〃 教員資格審査委員会 

令和 4年 

1 月 7 日(金)  第 5 回入学試験検討委員会(SINET 使用にて開催) 

  〃 第 5回教務委員会 ( 〃 ) 

〃 第 243 回代議委員会 ( 〃 ) 

〃 第 3回ＦＤ委員会 ( 〃 ) 

1 月 19 日(水) 入試説明会 

2 月 4 日(金) 第 6 回教務委員会 

〃 第 244 回代議委員会 

2 月 15 日(木)～17 日

（木） 

入学試験 

2 月 18 日(金) 専攻判定会議 

  〃 入試委員会 

〃  第 36 回研究科教授会 

2 月 22 日(火) 合格者発表 

3 月 3 日(木) 第 21 回(令和 3年度)鹿児島大学大学院連合農学研究科運営会議 

3 月 14 日(月)  第 245 回代議委員会（SINET 使用にて開催) 

  〃 学位記授与式 

〃  構成法人連絡調整委員会 
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 8日(金)  連合農学研究科入学式（11:00～） 

2022年 3 4 5 6 7 8 9 連合農学研究科オリエンテーション 履修登録（Web）

10 11 12 13 14 15 16 代議委員会： 連大担当　SINET 「Newsletter 第42号」原稿依頼

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 13日(金) 代議委員会： 琉球大学 担当　SINET 研究科教員候補者推薦依頼　　（〆切：7月1日）

8 9 10 11 12 13 14 前期学位論文（論博含む）提出（〆切：5月31日）

15 16 17 18 19 20 21 秋季入学出願資格認定申請受付 → 審査 → 報告 → 通知

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4 2日（木） 令和4年度第1回全国連合農学研究科協議会 当番：東京農工大学 場所：学士会館 秋季入学願書受付　（6月27日～6月30日）  

5 6 7 8 9 10 11 ～3日（金）

12 13 14 15 16 17 18 10日(金) 代議委員会：佐賀大学担当

19 20 21 22 23 24 25 学位論文の受理及び審査委員会委員の選出

26 27 28 29 30 15日(水) 令和4年度前期連合一般ゼミナール（日本語） 当番：愛媛大学

 ～17日（金） 講師担当： 琉球大学・鹿児島大学（水）

1 2 8日(金) 代議委員会 ：SINET利用 特別選抜・渡日前入試期間： 7月11日～8月5日

3 4 5 6 7 8 9 教員候補者資格審査の付託 学位論文「公開審査会」・・・・・１週間前までに公示

10 11 12 13 14 15 16 27日(水) 秋季入試説明会 授業料免除（後期）申請

17 18 19 20 21 22 23 下旬～8月上旬 事務会議及び事務連絡会　場所：SINET（予定）

24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5 6 5日(金) 人材養成学生支援セミナーⅠ　当番：佐賀大学 特別選抜・渡日前入試期間： 7月11日～8月5日

7 8 9 10 11 12 13 中旬～下旬 専攻会議（第1回）：教員資格審査委員会の設置【オンライン】 「Newsletter 第42号」発行予定

14 15 16 17 18 19 20 教員資格審査委員会【オンライン】 学位論文審査・最終試験等結果報告　　（〆切：8月22日）

21 22 23 24 25 26 27 専攻会議（第2回）：教員候補者資格審査結果（報告）【オンライン】

28 29 30 31 30日(火)  秋季入学試験（一般選抜）（8月30日～9月1日）

1 2 3 ～1日（木）  秋季入学試験（一般選抜）（8月30日～9月1日）

4 5 6 7 8 9 10 2日(金) 専攻判定会議 中間発表会（令和2年10月入学者）9月中旬予定

11 12 13 14 15 16 17 入試委員会　入試合否判定

18 19 20 21 22 23 24 代議委員会：連大担当　　学位論文審査結果、教員資格審査判定

25 26 27 28 29 30 研究科教授会　入試合否判定

学位論文合否判定 学位授与申請 → 授与の可否決定（学長）

教員資格審査判定 秋季合格通知書・入学手続き案内の発送

6日(火) 秋季合格者発表

13日(火) 秋季入学手続き（入学料免除申請等） ～15日（木）まで

16日(金) 学位記授与式、連合農学研究科運営会議

1 7日(金)  秋季入学式

2 3 4 5 6 7 8 オリエンテーション 学生募集要項発表　　（上旬）

9 10 11 12 13 14 15  連合農学研究科運営会議 後期学位論文（論博）提出　　（〆切：10月17日）

16 17 18 19 20 21 22 代議委員会：連大担当

23 24 25 26 27 28 29 下旬 令和4年度第2回全国連合農学研究科協議会　当番：愛媛大学

30 31

1 2 3 4 5 7日（月） 農学特別講義（一般セミナー）　当番：鹿児島大学（水） 出願資格認定申請受付 → 審査 → 報告 → 通知

6 7 8 9 10 11 12 ～9日（水）

13 14 15 16 17 18 19 9日(水) 代議委員会：鹿児島大学（水）担当

20 21 22 23 24 25 26 12日（土） 人材養成学生支援セミナーⅡ　担当： 鹿児島大学（水）

27 28 29 30 ～21日（月）

16日(水) 2022年度後期連合一般ゼミナール（英語）　当番：鹿児島大学

～18日（金） 講師担当： 佐賀大学・鹿児島大学（農）

21日(月) 国際農学特論　当番：佐賀大学

1 2 3 16日(金) 代議委員会：連大担当 研究科教員（特例）候補者推薦依頼　　（〆切：12月2日）

4 5 6 7 8 9 10 学位論文の受理及び審査委員会委員の選出、次期代議委員の調整 後期学位論文（課程博）提出　　（〆切：12月5日）

11 12 13 14 15 16 17 16日(金) 教員資格再審査委員会（代議委員会後） 入学願書受付　（12月12日 ～12月16日 ）

18 19 20 21 22 23 24 中間発表会（令和3年4月入学者）未定

25 26 27 28 29 30 31 渡日前入試期間： 12月19日～1月31日

1 2 3 4 5 6 7 13日(金) 代議委員会：SINET利用 　教員候補者（特例）資格審査の付託 学位論文「公開審査会」・・・・・１週間前までに公示

2023年 8 9 10 11 12 13 14 中旬 入試説明会 学位論文審査・最終試験等結果報告　　（〆切：1月31日）

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4 1日（水） 入学試験

5 6 7 8 9 10 11 ～3日（金） 授業料免除（前期）申請

12 13 14 15 16 17 18 3日(金) 代議委員会：連大担当 

19 20 21 22 23 24 25 学位論文審査結果、次期代議委員の決定

26 27 28 代議委員会：連大担当 

17日(金) 専攻判定会議

入試委員会　　　合否判定（午前）

研究科教授会　 合否判定（午後）、　学位論文の合否判定　 学位授与申請 → 授与の可否決定（学長）

21日(火) 合格者発表 合格通知書・入学手続き案内の発送

28日(火) 入学手続き（入学料免除申請等） 

1 2 3 4 ～2日（木） 入学手続き（入学料免除申請等） 兼職申請書等作成

5 6 7 8 9 10 11 13日(月) 代議委員会：連大担当 秋季入学募集要項発表　　（中旬～下旬）

12 13 14 15 16 17 18 学位記授与式、構成法人連絡調整委員会 教育研究指導計画書・職務内容調書等の作成依頼

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

令和４年度　鹿児島大学大学院 連合農学研究科　行事予定表

月
曜　　　日

行 事 備 考

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3
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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

（令和４年９月現在）

所 属 氏 名 E-Mailアドレス

連 合 農 学 研 究 科 長 寺田
て ら だ

 竜
りゅう

太
た

 terada@fish.kagoshima-u.ac.jp 

連 合 農 学 研 究 科

副 研 究 科 長  三好
み よ し

 和睦
かずちか

 kmiyoshi@agri.kagoshima-u.ac.jp 

佐 賀 大 学 農 学 部

後藤
ご と う

 文之
ふみゆき

 gotoh@cc.saga-u.ac.jp 

北垣
きたがき

 浩志
ひ ろ し

 ktgkhrs@cc.saga-u.ac.jp 

近藤
こんどう

 文
ふみ

義
よし

 kondof@cc.saga-u.ac.jp 

鹿 児 島 大 学 農 学 部

石橋
いしばし

 松
まつ

二郎
じ ろ う

 k6038120@kadai.jp 

後藤
ご と う

 貴
たか

文
ふみ

 gotoh@agri.kagoshima-u.ac.jp 

津田
つ だ

 勝男
か つ お

 ktsuda@agri.kagoshima-u.ac.jp 

鹿 児 島 大 学 水 産 学 部

佐野
さ の

 雅昭
まさあき

 sano@fish.kagoshima-u.ac.jp 

石川
いしかわ

 学
まなぶ

ishikawa@fish.kagoshima-u.ac.jp 

琉 球 大 学 農 学 部

嬉野
うれしの

 健次
け ん じ

 u1969930@agr.u-ryukyu.ac.jp 

高良
た か ら

 健作
けんさく

 k-takara@agr.u-ryukyu.ac.jp

田場
た ば

 聡
さとし

taba3104@eve.u-ryukyu.ac.jp 

連 大 事 務 室 長 中村
なかむら

 智子
さ と こ

 nksoumuk@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 長 代 理 阿多
あ た

 晴
は る

美
み

rendairi@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 連 大 事 務 係 長 清田
き よ た

 あゆみ 

renjimu@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

連 大 事 務 室 連 大 事 務 係 員 久保
く ぼ

 翔
しょう

平
へい

 

連 大 事 務 室 再 雇 用 職 員 二 石
ふたついし

 章
あきら

連 大 事 務 室 連 大 事 務 係

補 佐 員  

福之上
ふくのうえ

 天代子
て よ こ

 

石川
いしかわ

 まゆみ 

丸尾
ま る お

 理沙
り さ

 

106



編集後記 
 
 
鹿児島大学大学院連合農学研究科ニュースレター第 42 号をここに刊行することが出

来ましたことをご報告させていただきます。今回の表紙には鹿児島県南さつま市笠沙の

シコロサンゴと魚類群集、裏表紙には佐賀県、鹿児島県、沖縄県で見られる景色の写真

を用いました。左上から奄美大島笠利で潜水調査をする様子、奄美大島龍郷に沈む夕日、

屋久島安房川と森、佐賀県小城市芦刈で養殖開始に備える海苔網、奄美大島住用のマン

グローブ、鹿児島県長島の海、佐賀市東与賀のシチメンソウ、沖縄県本部町の備瀬崎、

鹿児島県甑島列島をつなぐ甑大橋、鹿児島県十島村臥蛇島で調査実習中の水産学部附属

練習船南星丸、霧島市福山町の黒酢、沖縄県八重瀬町の玻名城ビーチです。第 42 号の

刊行に際して、執筆および資料等を提供して下さった先生、学生の皆様にこの場をお借

りしましてお礼の言葉を申し上げさせていただきます。また、連大事務室の事務職員の

方々にも多大なるご協力をいただきました。厚く御礼申し上げます。 
令和 4 年 9 月 

Newsletter 編集委員長 
寺田竜太 
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