場で大いに御活躍のことと

過しですか。それぞれの職

六篠会員の皆様、如何お

が大きく広がっております。

学等を導入して、研究領域

イオテクノロジーや情報工

の保全のため、先端的なバ

五回の卒業生の皆様はさぞ

た神大農学部一回から二十

られます。教養部で学ばれ

先ず教養部の廃止があげ

神戸大学改革

1■■■■■■■

(神戸大学農学部同窓会）
印刷明光印刷株式会社

月五百円で一年分六千円で

す。ご連絡下さい。‐会費は

ＵＣ運営委員は、会員拡大

と御活躍をお祈りいたしま

に行かれれば即刻その場で

担当の石賀暢一氏（神大一

す。（神戸大学名誉教授）

入会出来ます。六篠会のＫ

た。それが平成六年四月に

Ｃ白鶴酒造勤務）、新家龍

の両者を兼務する形であっ

修士課程の農学研究科が自

教授（農大五Ｃ）と小生で

と自然科学研究科博士課程

母校神大農学部の改組に

然科学研究科の前期課程に

「生物生産工学」に改組。

物機能化学科へ移行。

当り、若干の移動はありま

統合移行し、自然科学研究

「生産環境学」、機械系が

二、植物資源学科

フが殆んど新五学科に移行

したが、旧五学科のスタッ

に改組、旧畜産製造学が生

幼稚園から中学校までの
旧園芸農学科の作物系が

物機能調節学」の二大講座

先生を養成することを主目
「資源植物学」に、園芸系

程三年の五年制の大学院に

科は前期課程二年、後期課

設されました。

的とした教育学部を全面改

した形ですので、六篠会員

改組した。このことは神戸

場として平成四年十月に新

組して、赤ちゃんから老人
が「園芸資源学」、経済系

の皆様にはそれぞれの出身

百万弗の夜景を楽し承乍ら

が顔を合わせ、素晴らしい

一

｝

おわりに、皆様の御健勝

す。

までの人間の生涯にわたる
が「食料環境経済学」の三

ＫＵＣに入会を

となったことを意味します。

発達と学習を総合的に教育

る。）を訪問され恩師や後

話は変わりますが、ＪＲ

大学が名実共に大学院大学
輩と親交をもたれて、母校

三宮駅前、神戸新聞会館八

の中の研究分野となってい

三、生物環境制御学科

の発展をご確認下さい。そ

階にあるＫＵＣ（神大クラ

研究室（旧講座は新大講座

生物と環境との関係を総

してこの際、新講座又は分

ブ）もオープン以来、母校

大講座に改組、旧熱帯有用

合的に理解するために、旧

野単位の同窓会開催をおす

神戸大学全学部の卒業生が

植物学が生物環境制御学科

学技術の急速な進歩によっ

植物防疫学科と、旧農芸化

大学院農学研究科の移行

すめします。

四年十月に設置されました。

て農業をとりまく社会環境

学科から土壌学と植物栄養

研究する発達科学部が平成

は急激な変貌をとげ、農学

学、さらに旧園芸農学科か

入会し、毎日多くの同窓生
四十七年四月で、学部の学

課程が設置されたのは昭和

へ移行。

関係の産業分野も拡大、多

農学部に農学研究科修士
「生物環境学」、「植物機能．

も、また仕事上の情報源の

北西側から見た農学部学舎と新しくなった西門

農学部の改組

様化しております。このよ

ら熱帯有用植物学が参加し、
制御学」、「生物制御学」・の

六篠会員各位のご入会をお

役にも立つと思いますので、

灘蕊蕊蕊

社会経済構造の変動と科

うな状況下で、生物生産、

フサイエンス等の新しい学

歓談をしておりますが、案

バイオテクノロジー、ライ

科名と同じ名称の専攻が計

事を取ることが出来ます。

外安上りでアルコールや食

いた先生方は専門に応じて

五専攻、学部の上に設置さ

り、従来教養部に所属して

四、生物機能化学科

れていた。

三大講座に改組。

旧農芸化学科の土壌学と

Ｃの経営基盤確立のために

知られていないので、ＫＵ

問分野に寄与する人材を養
成するため、従来の旧五学

植物栄養学が他学科へ移行

自然科学研究科が理学部、

関係する学部に配置換えと

な新しい五学科十二大講座

科を改組再編し、次のよう

工学部の教官と一緒に、後
して、昭和五十六年四月に

なりました。

次ぎに、国際文化学部の

し、旧畜産学科から畜産製

期三年のみの独立大学院と
開設され、農学部大学院担

しかしこのことが一般には

新設と、教育学部の発達科

を平成五年四月から実施し

子化学」、「生物機能利用化

造学が加わり「生物機能分
学」の二大講座に改組。

当教官は、農学部修士課程

一方、博士課程の大学院

学部への全面改組の実施で

ています。

五、生産環境情報学科

一、応用動物学科

す。国際文化学部は文化成

旧畜産学科の改組で、動

，旧農業工学科の土木系が

立の原理的規範、コミュニ
ケーションの基本構造、さ

め、「応用動物遺伝学」、「動

物資源を高度に利用するた

願いする次第です。ＫＵＣ

らに言語、情報、異文化の

一

しようか。今後とも改善に

ご挨拶

学部では、冷房設備のない

です。

向けて努力していくつもり

に対応できる人材の養成を

様化する社会的要請に柔軟

科学技術の加速的進歩と多

す。学部教育では、最近の

学へ」ということにありま

偏重型から教育重視型の大

ポイントは、「従来の研究

今回の学部改革の第１の

えられます。

（３）

意識改革も必要であると考

の連携」です。現代の科学

３のポイントは、「地域と

あると考えております。第

点に立つことが大変重要で

研究においても、国際的視

味において、農学部の教育

ければなりません。この意

点から真剣に対策を講じな

く認識し、グローバルな視

課題となっていることを深

・環境問題がいよいよ緊急

から祈念申し上げます。

今後のご発展とご健勝を心

感謝申し上げるとともに、

日頃の暖かいご支援に深く

員の皆様の農学部に対する

告しておきます。六篠会会

お元気さだったことをご報

れの私達現役教官をしのぐ

どなたも、いささか改革疲

接することができました。

況報告

最近、中学生や高校生達

改革の途上にあります。

農学部長岩崎照雄
（１）

のような状態にありました。

の速さは、同時に知識技術

技術の進歩におけるテンポ

大半の研究室がサウナ風呂

目標とし、そのためには基

記録破りの猛暑や水不足

て論議されておりますが、

など、今年の夏もまた異常

（２）

の対応が大学に要請されて

育や一般市民の生涯学習へ

教職員・学生一同、この悪

ないと考えております。第

おり、農学部でもできるだ

気象に悩まされましたが、

２のポイントは、「教育研

けこれらの要請に応えるた

の陳腐化を加速しておりま
つつあります。農学部にお

究の国際化」にあります。

礎学力と総合的能力の酒養

いても年々女子学生の数が

今日、食料資源の確保や環

一方で、女性の社会進出を

一貫教育を実施することに

増加して、平成６年度入学

さて、すでにご承知のこ

なり、これに連携して農学

生では学部学生定員の栂％

めに努力しつつあります。

条件下においてもなんとか

ける教育研究活動に支障を

部も学科改組を行い、平成

境保全の問題は、経済大国

学部改革の話だけで、与

漸く残暑も去り、六甲山も

きたしますので、１日も早

５年４月から新体制がス

を占めております。今後ま

る問題ではなくなっており

といえども一国で処理でき

いました。最後になりまし

えられた紙面が尽きてしま

す。そこで、技術者の再教
は、その後もご健勝にてお

い対策が望まれます。冷房

タートしております。した

の辺の比率が恒常化するの

だ増えるのか、あるいはこ

ます。現在、わが国の農業

たが、去る８月四日には、

を重視し、学生を狭い専門

過ごしのことと拝察申し上

装置の設置については、毎

がって、平成６年Ⅷ月現在、

かはわかりません。いずれ

ておりますが、同じことは

は大きな曲がり角に直面し

領域に閉じ込めるべきでは

げます。本年３月、学部改

農学部在籍の学生は、３，

にしても、４年制大学にお

反映してか、女子の４年制

組に尽力された尾崎前学部

年要望しておりますが、諸

４年次生は旧学科に、１，

ける女子学生数の増加は他

が２年ぶりに開催され、清

農学部退官教官との懇談会

大学への進学率が急上昇し

長がご退官になり、４月か

ません。それでもこの程、

般の事情でなかなか実現し

２年次生は新学科（応用動

世界の農業、特に急速な経

水俊秀先生をはじめ鴻名の

では教養部を廃止して４年

ら私が後任を仰せつかって

まず、パンク寸前になって

物、植物資源、生物環境制

済発展の途上にある東アジ

先生方のなつかしいお姿に

とと思いますが、神戸大学

おります。大学は今、改革

いた農学部の受電装置を取

学部でもみられる全般的な

アや東南アジア諸国の農業

し、このままでは夏期にお

の渦中にあり、大変荷が重

り替えて、受電量を倍増す

傾向ですので、企業の雇用

についてもいえます。食料

頑張って参りました。しか

いのですが、精一杯努めて

御、生物機能化学及び生産

平等法の実質化が望まれる

日々秋色が深くなってきま

責務を果たす所存でござい

る工事だけは完了しました。

環境情報の５学科）に所属

とともに、女子学生自身の

した。六篠会会員の皆様に

ます。どうぞ、ご指導とご

猛暑のおかげで（？）、教

における教育研究はまさに

しており、ただ今、農学部

（４）

鞭燵の程、よろしくお願い

け前進したというところで

育研究環境の改善が一歩だ
この夏、ここ六甲台の農

申し上げます。

（平成６年叩月副日記）

の理工離れが社会問題とし

《謬亭へ鯵・蒔弓へ写ｓｓへび６も、ひも毒妙へ弓８〈？妙念愚？夢金忍貿妙ｓ〈冒謬念ｘｙ等金忍叉夢念ｘｖも〈辱く葺夢ｓｓ６癖与ひ昼謬も承夢ｓへび。←◇、◇◇弓ご《ごふぐ写や谷

～

六篠会

部で四年間の一貫教育とな

欣

理解等に関する教育研究の

､、

発
行
神戸市灘区六甲台町一
神戸大学農学部内

会報総瀞号靭篭げ腱当って

存じます。「六篠会報」も
さて、会報第九号（平成

六篠会々長

今回第十号という区切りの
の一、二年生に一般教育、

驚かれるでしょうが、従来
語学、保健体育を集中して

二年を経過しておりますの
教育していた教養部という

四年九月十一日発行）より
で、ここで二年間の神戸大
組織が平成六年三月で完全

号となり、母校農学部も創
ました。開学当時は食料増
学および農学部の組織改革
に廃止され、教養原論、外

をご報告すると共に、六篠
会からのお願いを申し上げ

ですが、今日では農学の分
野も大きく変貌し、従来の
して、専門教科と共に各学

国語、健康スポーツ科学と

ます。

産のみが叫ばれていたわけ

立以来、四十五年が経過し

；
狭い範囲の農業のみでなく、

生物生産をはじめ地球環境

～

汽罐会報

一ハ

＄
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金

～
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りく

号
10
第

ﾉ|’
自然科学研究科棟(左)と遺伝子実験施設(右）
(左)農学部中庭 （右)滝川記念学術交流会館
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報
会

篠
(1)

曲

錨

守

．

神戸大学自然科学系大学院の改革について
丹

凝

役員のなかから会長が

③常任幹事および幹事は

的名）区分性の博士課程大
諸般の事情で今日に至って

れていた筈でありましたが、

もし、お気付きの点がござ

のご検討をお願い致します。

６．会計

第灯条（経費）（変更なし）

第岨条（会費）

会員は代議員会の定

める会費を納入するも

のとする。

神戸大学農学部での
生活をふりかえって

■■■■■■■▽１■

東順三

つような気がして、バスに

乗らずに歩きとおした。当

出っ腹をへこめるのに役立

原稿を書くように依頼され

テンポで活発に歩けたが、

初は若い学生と殆んど同じ

六篠会会報委員の杉本様

て、原稿用紙を受取ったの

から、上掲の題目で会報の

が、猛暑のまつ最中の８月

第四条（監査）（変更なし）

分の間神戸大学農学部

①本会の本部事務所は当

７．付則

代議員会は、会長が

第吃条（表決）

招集し、代議員の過半

低下し、後から来る学生に

り、とうとう定年を迎えた。

次々と追抜かれるようにな

年を重ねるにつれ、歩調は

②本会則施行についての

ろうと思っていた。ところ

体力的にも時宜を得た退職

Ⅲ日。余りの暑さで、少し

細則は必要に応じて代

せず、ついに締切日が迫り、

が、残暑は一向に劣えをみ

涼しくなったら、とりか、

第７条（任務）（変更なし）

学院に整備拡充された。前
第９条（選出）

める。

議員会によりこれを決

かな、とも思った。

内におく。

得なければならない。

の総会において承認を

六篠会代議員制への移行について
新家
六篠会幹事長

ここに、再度代議員制導

改組Ｉ

入に伴う六篠会々則変更の

員の互選による。

議員制の導入について」説

年９月発行）において「代

重き、六篠会総会にむけて

主な項目を提示させていた

い申し上げます。

明させていたｒきました。

六篠会報第９号（平成４

設して後期博士課程とし、

最初の予定では既に移行さ

周

ｌ自然科学研究科の拡充

井聰

自然科学研究科長藤
に、学生が自分の専門に自
蝿名）・後期（７専攻、同

前（脂専攻、学年入学定員

これまで、神戸大学の自
クーリングを重視し、他分

閉的になることを避け、ス
野の学問を積極的に習得で
いましたらご連絡いた旨け

数（委任状を含む）の

きるようなカリキュラムが
おります。その間、六篠会

出席により成立し、議

学の各学部に修士課程の研
期（修士）課程は学部の専
れば幸甚です。

第８条（任期）（変更なし）

究科、さらにこの３学部を
組まれている。これは、・最

では西川、東、山口、切貫

４．代議員および代議員会

基礎とする博士課程（３年）

近の急激な社会の変動や文

事は出席代議員の過半

の承の独立大学院自然科学

数の時は議長が決定す

気分がのらないまま、敢え

篠山で学んだ学生と六甲で

数で決定する。可否同

各先生が農学部を退官され

③本会則は平成５年○月

て筆をとった有様です。し

かし、この記録的な暑さを、

六甲台へ移った当初は、

○日より施行する。

せいか、神戸大学という意

学んだ学生が同居していた

第圃条（招集）

定年退職の後に迎えられた

代議員は、正会員よ

せるとともに、総合性、学

門領域の教育研究を深化さ

会の承認を得て会長が

以上、変更の主な項目を

り各卒業年度毎に原則

化の進展に起因するさまざ

１．総則（変更なし）

委嘱する。

総会は、幹事会又は

「代議員制導入に伴う六

研究科が設置されていた。

たり、各職場で帥才停年を

２．組織（〃）

同機器の利用を通して、他

識が薄かった。しかし、学

ったかなと、消極的な感懐

より多くの正会員が六篠会

する事項

のは、せめてもの好運であ

る。

際性を重視した教育研究が
ことに驚いております。し

迎えられた六篠会員が多い
かし、停年退職後も益々お
３．役員

役員会が代議員会になり、

として１名、各支部か

まな問題に科学・技術の面
のブリッジの役割を果たす

行われ、学部と博士課程と

元気に第二の職場で活躍さ

第叫条（議長）（変更なし）

内の委員会への出席や、共

とりあげましたが、従来の

篠会々則の主な変更点

修士課程では、それぞれの
から対処することのできる
ようになっている。その他、

れていることも耳にしてお

⑤名誉会員の推薦、特別

にひたっている今日です。

たとき会長が招集する。

５．総会

人材の養成を図るためであ
る。したがって授与する学
国人留学生の定員化が行わ

研究科専任教官の整備、外

（案）」

める目的で教育・研究が行

学部の専門分野をさらに深
なわれ実績をあげてきた。

Ｄ）が主である。自己点検

位も「学術博士」（Ｐｈ．

④寄付金その他収入に関

一方、昭和師年に設置され

第５条（役員）本会に

た自然科学研究科は上の３

次の役員をおく。

り喜んでおります。

学部との交流が増え、段々
次の事項は総会の議

第燗条（表決事項）

さて、本題に立ち返って、

れた。なお、既存の理・工

の運営に参加されるように

の結果、この設立理念は博

第賜条（表決）（変更なし）

学部を母体とするが、学部

会員及び賛助会員の承

・農３研究科は平成７年３

会長１名、副会長若干

士課程の象でなく修士課程

さて、現在の予定では平

の組織とは別に、新たに編

名、常任幹事若干名、

と神戸大学にとけ込んでゆ

成７年度中には各卒業年次

農学部の生活をふりかえれ

月廃止される。

変更されるわけです。わが

にも及ぼすべきだと考えら

⑥会則の変更

認恥

成された学際型の６専攻

幹事若干名、監事２名

けた。とくに、自然科学研

の代議員の選出を終了し、

ば、何といっても六篠会と

＊知能科学専攻は平成元年

六篠会の益々の発展を心か

れた。そして、今年度より、

（物質科学、生産科学、資

ったかも知れないと思って

名を同時に示した方がよか

思うが、研究分野の各教官

直ぐ分かる会員も多いとは

せないことが心苦しくて、

ふさわしいような役割が果

ところが、小生は副会長に

のと敬意を表する次第です。

は関係委員の霊力によるも

に充実してきました。これ

の同窓会と比較しうるまで

学へ向けて大いなる進展が

今後は大学院重点の総合大

ふさわしい充実を迫られ、

スのある総合大学の学部に

編制が進象、ドクターコー

て農学部自体も学科組織の

きた。また、これと併行し

大学としての実感が湧いて

決を要する。

から大講座制となり、新し

いる。いずれにしても、今

何度か西川会長に辞任の申

又、総会を開くいと

究科（大学院博士課程）の

第６条（選出）

の関りでは、創会以来、加

六篠会総会を開催して正式

理・工・農３修士研究科を

ら祈念するものです。

度に設置。

源生物科学、環境科学、シ

設立以降は、組織的にも理

まがない場合は、代議

めたことです。本会は年々
員会を持って代えるこ

鴫専攻に再編成して博士前

年近くも副会長の要職を務
ら代議員会において決

①会長は正会員のなかか

期課程として自然科学研究

①会則の変更

に代議員制へ移行ができれ

ステム科学、＊知能科学）

②その他幹事会、代議員

ばと思っております。代議

からなり、境界領域の学問
員の選出については会員の

同居するようになり、総合

会が総会の議決を必要

科に統合し、従来の博士課

学部や工学部の先生方とは
とができるものとする。

研究の進展や基礎かつ先端

い学科名及び研究分野名

回の改組は、現代社会の要

②副会長および監事は役

の会員の増加に伴って活況
定する。

と認めた事項

皆様に格別のご協力をお願

を呈し、神戸大学の他学部
ただし、その場合は次

程に生命機能科学専攻を増

この新しい制度の入学生は

参照）が用いられている。

請に応えうる人材の養成と

分生物生
感物興
”御学
現綱
境制
学科
科学

植
物資資
学科良
植物
源源
学科
応用動物学料

節大鯨蝋Ｊ改組を中心としてｌ
後期３年）が発足した。又、

の在学生（平成７年度卒業

現在２回生であり、旧制度

出をしたのですが、その都

られず、今日に至るまで留

る。かつての大学では、象

て進められている現況であ

各大学で著しい改革が競っ

たことではないが、日本の

神戸大学の農学部に限っ

任を重ねてきました。目下、

（旧講座名との対応は付表

３年制の医療技術短期大学

科学技術への一層の貢献を

クとなって、願いが受入れ

度、役員制度の実況がネッ

農学部の益々の発展のため

懸案になっている代議員制

龍
平成５年度は、経営学部、

部を４年制にして医学部の

予定）が卒業するまで両制

して実施されたものである。

積極的に行うことを目的と

評議員新家
理学部及び農学部が大講座

保健学科となった。さらに、

ることになる。

度のもとに学部が運営され

生
檀能能
学科部
生物
物檀
化化
学科

制になり、長年にわたる経

経済学部の大講座制、同学

に六篠会々員の皆様の一層

「神戸大学は、いま、躍
動の季節を迎えています」

営学部の夜間教育が昼夜開

部及び法学部の夜間教育が

生 産 現 境 憎組学科

的研究の深化を図るととも

生産属境旧報学専攻
生物撞能化学専攻

生物現境制御学専攻

という鈴木学長の書き出し

講制に改められた。又、留

六篠会の皆様には、自分

のご支援とご協力を心から

エ■■■9＝■■二

殖物資源学専攻

で始まる「躍動する神戸大

学生の世話をする専任教官

の卒業された学科名や講座

生虹ロヤ■写

応用動物学専攻

学」が昨年発行された。い

昼夜開講制へとそれぞれ改

計られている。

情雑
報知能工学科

わゆる神戸大学自己評価委

の組織である留学生セン

名と、付表の新しい学科名、

生■■m■1

傭組知能工学専攻

応
応用
用化化
学学
科 科・部

員会が「点検・評価１９９

このように、神戸大学の

噌誼虹色字守育＝とリモートセソシンダ応用櫓■工学

応用化学専攻

分個犠
工
学
纏雄
工学
科 料拳

組された。

■■僧■孝

平成６年度には、理・工

生盈■■■埴噴Iﾔ両岱■■工手

極掘工学専攻

ターも発足した。

主体とされていた。しかし、

牙の塔として、研究活動が

生産砿■工学1

珀唾■■学

ある。神戸大学は、確かに、

このお役はご免していただ

度への変換が実現すれば、

生P吟弓工手Z， 土■ぬ遍幸

土■■壇羊

知能科学専攻

３」として編集したもので

お願いします。

皇■耐■手

冠
定気
気旺
矼子子
工工
学料
学料エ

の関係が直ぐに理解できな

大講座名及び研究分野名と

全的■僅脚■写

電気虹子工学専攻

各部局においてはそれぞれ

生的■他分子化牢

システム科学専攻

改革と改組が進承、農学部

亜■■■字

に貢献できた自慢話が１つ

であったにも拘らず、本会

てきた。また、教育研究活

方などにも厳しい要求が出

通して、学生の指導の有り

の自己点検、評価なども制

動を改善するために、教官

度として取り入れられそう

がら残念で、この機会をか

無能ぶりをお詫しておく必

える神戸の六甲台へ学舎が

ットしている。

好運だったかなと、内心ホ

しい時に、退職できたのは

大学が、このようにきび

である。

移った当時は、阪急六甲駅

て登る運動が、肥満気味の

から学舎に向う坂道を歩い

篠山の田舎から、港の見

要があるかと、思っている。

りて、会員の同窓諸兄に、

も思い出せないのが、我な

て、授業の質の向上などを

・農３学部からなる共通の

工手

ポスト,ハーペフ
プロセス･シス9

今後は教育にも視点をおい

修士課程を含む自然科学研

工字生■プロセス工字

生恂曳■■楓工学麺システムエ学生■庄要苧一壷

プロセスエ甲

けると思い込んでいる。こ

国立大学の中ではこのとこ

■■正字年用■生酔

んなに長期に及んだ副会長

ろ改革につぐ改革のラッシ

足虫年■化生■冑昆虫■嘩吃巧手

｜腫
腫股
股学
学科
科

曵杓■■竿

地投学専攻

｡■I■雫F■■矛

呂亘竺化字■■■噴化幸金凸■症T学

いかも知れない。むろん、

■■■伝■唾学

■■金化手

現境科学専攻

■ぬ■項■鐸生め■貫鹿暮芋

地球惑星科学専攻

応扇■ぬ迎但学

資源生物科学専攻

食再昼隣乍■医更ョ■合同丘■

食料生気軒■手■■8ﾔ■学E男里舎■

では既述の如く平成５年度

■要目■学

究科博士課程（前期２年、

？■旬行酔凸灼■唾■田示

ュといわれている。

■、量■笠化字■“■生竃宇

生｡晒田応審写

日

地球感且科学料

掌“生晒孚生苧竺写？

町T師宅輯■手巧用免便矛

生物学専攻

－1

星I

生産科学専攻

彫■全町乍

平成４年加月には、教養

最■生化字彊買■■季蛍頁代空白■7

部が解消されて国際文化学

応用巴雲夙Zﾔ■侭学

丘■生体字

化学科

エ年応用鷺館孚

ﾛ

生生倫
倫 学学
科 科部

F

晩肘迅包字

分化掌科掌

酌同匿屋■卸矛

曙用見厨T

部、教育学部が改組されて

生め■酔原五両■産にT1

発達科学部、法学部と経済

生■■■季 ■■盛■金恵学

面王同戻壷冗季Z
■生｡■■化学

R睡姓盆口■轟叱？

理学料
物物理
学料理

唾■生也T比晩生砿症玩

化学専攻

数学専攻
“
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b制用字齢■原祠用竿
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学部などが協力して国際協

垂
け
心

■

I骨子化学有■月梼化竿
判檀■瞳骨子化学

物質科学専攻

●
七

■柚頓■皇屋P壷正幸

代議員会が必要と認め

ら１名を選出し、幹事

委嘱する。

の大学院は理学、工学、農

然科学系（医学系を除く）

龍
■・■踊化幸嵐軍生化幸■貢及び■冑生化字

喰⑲化竿

B処■強生■傭■工年

史克畳砿孝

金拘生■工手

貝■工幸■鱗
金②■■幸

I岡凧化孝
ﾛ脚圃化禾
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i■■利用字■旦隆金、字■ぬ■骨9梼幸
日毎肘■叫孚

力研究科、そして大学教育

1頁■学昼■■茎辛＊本岨蛇堂朗画
手

研究センターがそれぞれ新

鹿■生的学

攻
より物
昌理
争学
用専
．ｇ

数学科

？

■ぬ生化通鐸■ぬ骨子■伝孚

ヂーー

鈴
亜前期塵程再

■田化学
睡匪化年

l■化学I
■!

“■仲学負＆生化学蛭■p■件,や
負晶・餐■化竿

■便幸貯■口舜■■■鐸分子■鐸

■旬■侭■■字 はめ迫伝写

飴帯内用唾群雨帯■ぬ菌■学■ぬ皿■■■字
角田■、字

設された。とくに、戦後教

更更竺竺笠■乗■養い的牲化幸
■寸

負料旧■字食閃庇■■

尾■士■竿土■竺里手
甲

かんがL・・脚本工手唖本文羊1． ＊㈹戸＝T芋h

■■年

＊

胞
館
霊

食■■堀矛

土

■
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後期煤程配
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叫

学
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虫
促

育改革制度の特徴とされて
きた教養部が解消されたの
は、一般教育と専門教育を
一貫教育を図るためである。

有機的に連動させ、両者の

賢■■｡■昼季

■

■化・甲嘩■■■酢■■■種■町学
■■■ぬ丁
■咽向生■字
I

基I
生
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､

負間■■手
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負脚■■■懐手

笠工孝
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(2)

報
会

篠
平成6年12月1日

一ハ

げたテーマに対して、実験

探しあぐねた末に採り上

であった。経済的不況の中

色濃く残っていた昭和別年

部や工学部の数学、力学や

ので、大学院生のとき理学

う希望を持っていなかった

や大学の教官になろうとい

のような状況と私の担当科

とを免れたのであった。こ

って日干しの河童になるこ

放浪的な勉強が意外に役立

を始めたとき、院生時代の

岡に上がった河童が仕事

うになったとき、創造的仕

導く作業が少しずつ進むよ

を考えて筋の通った結果を
ねられた。

●
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共同研究開発センダ？ｒの

》

金田忠吉

センター長

探し出された要因をいろい
学部に何故熱帯有用植物学

農学部の廊下で神戸大学農

学会の懇親会、ときには

しは作物学は、日本の作物

日本の農学部の栽培学ない

設置理由があった。それは

が栽培されていて、花芽の

間伸長の比較的少ない品種

当時の日本の稲作は、節

内（学部内ではなく）や民

較的新しい建物がある。学

てすぐ右手に二階建ての比

文理農学部の正門を入っ

学部教官と客員教授による

者に対する研修がある。農

ものに、民間機関等の技術

として大きな比重を占める

センターが毎年行う事業

については、当センターの

までに整えられた主要設備

クルガン）が入った。これ

ろの法則に照らしながら組

分化形成と共に節間伸長を，

間機関等との共同研究・研

いる。

み合わせ、また順序や配列

に関する研究、教育に限ら

究交流をすすめ、社会との

たらない間借りの研究室で、

く手抜きしていた。この事

のある二三の科目以外は全
質力学であったため相乗作

きになれない構造力学や土
じられ、神戸大学での最も

事に携わっていることが感

丹空港が近くにあること、

の集散地である神戸港と伊

うようなかたちで研究教育

物学を熱帯有用植物学とい

にあてはまることでない。

ある。しかし、栽培稲全体

として、また総合的な研究

連携協力事業を実施する場

クノロジーコースを定員十

までの三か年間はバイオテ

験指導によって、平成四年

テキスト作成、講義及び実

ては他に本年度から、手作

第五号になる。刊行物とし

で、今年は平成五年度分の

研究の成果を収録するもの

ンターを利用して行われた

年報は、共同研究や当セ

年報を参照いただきたい。

の講座があるのかとよく尋

これはこれで正しいことで

おこしていたのであろう。

さて、これから与えられた

して、一九八七年に全国の

開発に資することを目的と

ニュースを季刊で発行して

りでＢ５版四頁のセンター

には、花芽の分化形成と無

五名で実施してきたが、昨

後にある学会誌に節間伸長

年からは定員十名の生物分

えていた。このことは漠然

国立大学のトップを切って

することが重要であると考

新設された当センターであ

それから発展途上国の農業

関係な伸長と、花芽の分化

開発に役立つ研究と人材を

形成と密接に関連した伸長

みると全てのものに不足し

としていて相手に理解して

楽しい時期であった。今顧

もらうためには色とと説明

く学生諸君を鍛えたので、

いると答えている。

養成するために設置されて

用をおこして、極めて厳し
ていた時、これを克服しよ

析化学コース（五日間）を

センターの公的な庶務・

の皆様のご努力と、多くの

るものとしては、幹事役員

事業の中で、最も印象に残

後五年毎に開催された記念

真に御同慶の至りです。以

の時期を考えるという説で

で、これを基準にして追肥

たとき、花芽の分化形成期

して節間が数ミリに伸長し

また、このことを逆に利用

伸長するということである。

形式がおこりだすと節間が

では物差しで測定される。

れるものが、熱帯の浮イネ

顕微鏡を持ち出して観察さ

節間伸長のように日本では

限らず植物も種類が多く、

れるからであろう。昆虫に

多様な形態か生態が観察さ

をお願いしている。

三菱電機㈱から塚田紀昭氏

塩野義製薬㈱から林幸之氏、

㈱ヤトロンから喜多寛氏、

関から選任される。本年は

共同研究をおこなう企業機

員教授は三年以内の任期で

遺伝子導入装置（パーティ

質・ＤＮＡシーケンサーや

ものが多い。昨年度は蛋白

先生方から重宝されている

る機械設備・施設は学部の

けている。

ソコンの操作法の指南をう

ンター長は時々彼女からパ

わると聞いた）である。セ

東南アジアやアフリカに

の研究教育が必要と思う。

学部は、やはり広い視野で

国際都市にある神戸大学農

いてきたのが特色であるが、

本学では生物系を中心にお

ターが工学系なのに対し、

熱帯は昆虫の種類が多く、

同窓生のご寄附により、昭

ある。

五周年を記念して、発祥の

この浮イネの世界の栽培面

浮イネという栽培稲がある。

他の多くの大学のセン
和五十九年に学部創立三十

にあり』を篠山の農大跡地

地記念碑『我等が青春ここ
に建立したことです。この

いう点からは日本の水稲よ

のⅦ倍位あり、栽培面積と

積は、日本の水稲栽培面積

（電子材料・半導体）の就

副センター長に西野教授

昇と共に節間伸長をおこし、

分化とは無関係であること

一目瞭然に節間伸長と花芽

後期各一回ずつお願いして

公開セミナーの講師を前期、

ている。また客員教授には

組織培養の共同研究を進め

脇内専任教官がパピルスの

味）稲の開発改良について、

㈱神明と新規形質（品質食

ターとしてはセンター長が

行っている。この他、セン

いて、それぞれ共同研究を

病原糸状菌の化学制御につ

発、林博士は加藤肇教授と

薬の免疫化学的分析法の開

喜多博士は大川教授と農

研究を進めて頂いている。

任を得、塚田博士との共同
四三八号」と「六篠会報五

碑の写真は「神戸大学学報

積極的な支援をお願いして

昨年度からは工学部のより
生の協力を得ながら無事、

り、教官、院生、学部専攻
停年を迎えました。

作物の性質を明らかにす
る作物学は、農業の発展、

通常はｌないし２ｍの深水

このウキ稲は、水位の上

りも重要である。

出席下さった当時の学長、

した。その記念碑除幕式に
堯天義久先生が「君の書い

し、ときには４ｍもの深水

状態下で栽培される。しか

号及び六号」に掲載されま

た碑文は石に刻まれている

とする実用学でありますか
９湧旨さ巴＆］な研究だっ

ら私の研究方法は両８’

から、後世まで残ります

作物収量の向上を最終目的

もう一つの思い出は六篠

おわりに、いろいろご支

が理解される。節間伸長の

節間長は４ｍにも達する。

援いた理いた同窓の皆様に

たと思います。

も忘れられません。

よ。」と云われた言葉が今

下で栽培される、その場合
です。昭和四十九年、開学

会々長としての同窓会活動
二十五周年に、農大・農学

厚く御礼申し上げますと共

例一つとっても多く国の稲

の「六篠会」が誕生し、当

に、農学部の益会の発展を

部卒業生を一本化した現在
時四十万円の資金から出発

祈念してやゑません。

思う。

野での研究が必要であると

品種の比較、即ち、広い視
した会計が、今では学術振
の規模に拡大しました事は

興基金を中心に約三千万円

いる。

る。その後毎年５大学ほど

のもっともらしい理由は少

うとして努力するため、か

不充分だと云われたので、

についてだけでは主査から

があることが発表されて、

し高級な技術者になるため
学科の学生にとって特に専

先ず私の研究生活をふり

が必要なのであまり口にし

テーマを取り上げたら良い
攻生にとっては苦い思いで

かえりますと、農大の卒論

君の研究分野である有機の

開講している。

環境のもとでどのような
に幅広く基礎的な学力を習

これらの答は、一般社会

得することが絶対必要であ
えって最も充実した期間と

であった。金は無し、人手
となっているのではないか

平成六年三月三十一日付
はバレイショの育種に関す

て使わせてほしいと申し入

炭水化物のデーターをすべ

ずつに設置され、組織はほ

会計事務は農学部事務室が

るということにしていた。

をもって、神戸大学を停年
るものでした。次ぎに院生

この問題はけりがついた。

処理しているが、日常的な

は無し、設備は無しで”岡

退官いたしました。

時代は作物の呼吸生理に関

は、上司が学位取得を完了

れられ、当時の学内事情で

格的な自分の研究ができな

欣

なかった。

センターの業務として第

や文部省に納得させられる

一に掲げているのは学内の

なっており、また、それな

と併任の正副センター長、

ぼ共通して専任助教授一名

と想像している。

学生の時、昆虫学の講義

このように考えたのは実を

で、英国の昆虫学者は、イ

りの成果も得られ当時の専

このことについて経験か

攻生から多くの人材が輩出

らいうと、かなり以前のこ

当時、金のかからない、

ものと思っているし、また、

実験装置の簡単な、しかも

事実これらのことを念頭に

言うと実習先の工事現場で

の長谷川さん（近く姓が変

事務を担当するのは非常勤

基礎学力の不足がいかに惨

ターから要求して設置され

共同研究であるが、セン

日干しの河童は様になら

った。

っている。当センターの客

おいて研究教育を続けてき

三名前後の客員教授から成

しているのに気づくのであ

ンドへ留学した経験をもた

だれもやっていない即ち文

ないと、一流とは象なされ

献の無いテーマを探して手

とであるが、イネの節間伸

めであるかを見せつけられ

長は、花芽の分化形式と密

たからである。しかしなが

私の世代は、いわゆる典

するもので、対象作物は水

い風潮であったので、助教

ﾉ|’

た。

ないので、先ず最も安上が
る。

りの紙と鉛筆と手持ちの書

ないということを聞いた。

のよい口癖であった。

掛けようというのが私の虫

ていた。即ち、花芽の分化

ら、このような学習態度は

接に関連しているといわれ

ある教官にとっては実にけ

しかし、心の中にはうま

籍、雑誌と過去に実施した

く説明できないもう一つの

に上がった河童“同然であ

かを考えるのが当面の課題

神戸大学は熱帯の農産物

これらの科学を、例えば作

ひ

れている。私は広い視野で

山口禎

神光って

しからんことのようで、し
装置を整備しながら実験観

尾崎叡司
的な仕事を細々と始めたの
けられたものであった。

ばしば皮肉の言葉を投げか

で新設された土地利用工学
土木関係の基礎科目の聴講
目が学生諸君がなかなか好

私は学生時代には研究者

であった。

日壬心の河童
六甲の風光明媚な神戸大
学へ私が赴任したのは、石

講座が担当であったため、

に時間をさいて自分の所属

油ショックの後遺症もまだ

正に無一物からの出発を余
する学科の開講科目は興味

察したデーターを検討し、

れに本箱以外になにも見当

儀なくされた。机と椅子そ

’

実験データを元にした解析

研究生話群還ハ篠会活動をふ汐かえって

型的な『昭和一桁』で、戦

稲、バレイショ、トウモロ
昭和三十年、兵庫農大に

授昇任に伴なう「飼料作物

しなければ、下位の者は本

一生の仕事となりました。

採用され、作物学の研究が

コシでした。

新制度に切り替えられ、以

ルファルファの生理的特性

学」の講義担当を機に、ア

ところで、六三三四年制の
後神戸高第一回卒、兵庫農

つ日本作物学会の主流が水

に関する研究に転換し、こ

当時は食糧難の時代で、か
稲の研究であったので、水

大第一回卒、当時農大に大
たので、京大大学院に進学

昭和四十二年、神戸大学

マとなりました。

るもので、水稲が本格的な

に国立移管となり講座の研

れが私のその後の研究テー

研究対象となりました。し

ルファ、クズの三本立とな

究体制が、水稲、アルファ

稲の栄養生理、特に炭水化

すべて「新制第一回」の看

かし共同研究者の上司が学

物の生産および行動に関す

板をぶら下げながら我武者

位申請に当たり、無機成分

一回修了と、以後今日まで

実感です。

し、ここでも新制大学院第

学院が設置されていなかっ

も神戸一中五年生を終った

を経験しました。教育制度

西
前から戦後の食糧難と激動

」

羅に走りつづけてきたのが

今年の技術者養成研修（講義）の様子

一
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研修コースに
ついて
生物機能化学科教授

新家

型５Ｅ弾みアＦｒ夕張【５便〃密争“

．

植物保護のための患”
総合防除コース

家圃場における病害虫の発

ター職員の協力により、農

る。兵庫県農業技術セン

究室で日常生活を共にする

講座の学生にとっては、研

するものと信じている。各

が国との友好関係にも寄与

さらに１時間ほど飛んでよ

乗りの双発機に乗り換え、

翌日の午後シアトルで妬人

に成田を発った私たちは、

トルは美しい入り江と森に

温暖です。中核都市のシア

通じて過ごしやすく冬でも

西側の太平洋岸部は年間を

さんで東西で大きく異なり、

土は、カスケード山脈をは

擁する総合大学へと発展し

大学は学生数１万６千人を

よそ一世紀を経た今、農業

（当時学生数は記名）。お

がすでに開学されています

大学の前身となる農業大学

８年には、ワシントン州立

くか象合っていたような印

大学の豊富な人材とがうま

においては農務省の財源と

も同様ですが、この農学部

んでいるのは米国の大学で

生物環境制御学科植物栄養生理学末吉

アメリカ大西部の中の州立大学

農協、農業高校についても
参加者は、各国の研究・

見学を組ゑ込んでいる。

る人達であり、ここで得た

大学・行政機関の中枢に座

ら二名、平成六年はタイ、

ガーナから各一名、タイか

生調査を「発生予察事業要

うやくプルマン空港に着き

囲まれ、アメリカでもっと

てきました。今日、コロン

スの研修内容は、①講義（バ

イオテクノロジー集団コー

てきた（５面表参照）。バ

生を受入れている。

設定し、平成五年から研修

標記のコースを神戸大学で

コース」を受け継ぐ形で、

続けられた「稲病害虫防除

一日一課題、十六回で、本

行からなっている。講義は

関係の講義・実験・見学旅

日本文化の学習、植物保護

スケジュールは日本語・

予察や生育診断などへのコ

技術センターを訪ね、発生

関としてはさらに広島農業

実際を学ぶ。県レベルの機

ターを見学し、その機能と

したい。今年は生物的防除

教官各位のご参加をお願い

公開しているので、学生・

（カントリーリポート）は

農業事情についての報告会

ン州立大学作物学科での１

す。この翌日からワシント

かり青くなっていたようで

方は着陸の際の緊張ですっ

てくれましたが、私たちの

漠の乾燥地です。この地域

した風景が延々と続く半砂

コロンビア盆地は、莊然と

ケード山脈の東側に広がる

られています。一方、カス

例えば、私が所属していた

州立大学農学部といえます。

れを支えたのがワシントン

産地となっていますが、こ

ウ、麦および肉牛の一大生

ビア盆地は、リンゴ、ブド

の歴史など多くを知ること

りやアメリカ先住民の苦難

中、人々の素朴な暮らしぶ

しています。私たちは滞在

拓時代の雰囲気を色濃く残

辺に点在する村々は西部開

ども行けども麦畑です。周

ても小さく、まわりは行け

国際協力事業団を通じて、

ＣＡ（国際協力事業団）、

イオテクノロジー概論、遺

作物学科からは、これまで

プルマンは、町自体はと

ＨＩＣ（兵庫インターナシ
伝学、生化学、食品化学概

の気候は厳しく、年間降水

１９９２年５月訓日夕刻

フィリピン、インドネシア、

ことによって、相互理解を

ました。空港ではワーナー

も住みたい街の一つに数え

経験、知識、交友関係は、

コートジボアール、ザンビ
網」に基づいて実地に行い、

深めるとともに、語学の訓

教授ご夫妻が笑顔で出迎え

ョナルセンター）とともに、

量は千ミリにも満たず（そ

本国の発展はもとより、わ

ていることは衆知の事実で

わが国の対外援助が行われ
ア、パナマ、パラグァイか
県農技センター、北部農技

練にもなっている。各国の

生物環境制御学科教授加藤肇

ある。その一翼として人材
ら各一名が参加した。この

センター、淡路農技セン

外務省の外郭団体である

育成を目標に、鈴木直治先
内七名は修士である。

象を受けました。

生により二十年にわたって

これまで外国人受託研修員

まったのでした。

年皿か月間の研究生活が始

また違った自然の厳しさ、

ができましたし、日本とは

オを持参した者もいて、わ

に多くの小麦や大麦の優良

など自国の現状を示すビデ

のほとんどは冬期の降雪に

た。それ故なのか、プルマ

品種が世に出されてきまし

ンピューター利用の現状を

よる）、気温は夏に柵度近

視察する。国の機関として

ワシントン州は、アメリ

くに上がり、冬には零下卯

学および他大学教官、農水

れわれも教えられるところ

カ合衆国の太平洋岸部に位

省、企業の方々にお願いし

は、中国農試、東北農試水

置し、北はカナダと接して

農業技術の向上に伴い、

ており、最新の情報をスラ

が多い。各国のくせのある

植物保護の領域で次為と問
題が起り、対応がせまられ

英語に接するのも一興であ

ＮＡの分離と取扱い方、遺
伝子工学的手法による微生

田利用部（秋田）および地

論等）、②実験・実習（Ｄ

まず、昭和侶年から平成

域基盤部（盛岡）、野菜・

美しさを満喫できました。

で伝えている。実験は、予

シントン州立大学が姉妹校

最近、神戸大学農学部とワ

イド、ビデオ、多くの資料

ン市長は代々作物学科の卒

るのは各国共通の悩みであ

業生から選ばれるそうです。

る。温帯のわが国で育った

ルマンは、そのコロンビア

度近くまで下がります。プ

物の育種法、植物の組織培

います。ワシントン州の風

養等）、および③研修見学

り、国際会議で役立つもの

て妬力国から独名の研修員

と思う。各研究室に留学生

一層盛んとなると思います。

となり、両校の交流が今後

茶試および果樹試、林試の

農学部の研究者のおよそ３

一人でも多くの皆さんがプ

盛岡支場、つくば市の農業

盆地のちょうど東の端に位

分の１は米国農務省の研究

め本人達の希望を聴取して

の数は増加しているが、短

置し、アイダホ州と接して

おき、旧植物防疫学科の各

研究センター、農業生物資

期滞在で見聞を広めてもら

できるものとできないもの、

講座に配属し、各自がテー

源研究所の研究の現状施設、

技術には、他国で直接適用
改良を要するものなどがあ

マを持って技をみがくこと

（白熱酒造㈱、アサヒビー

農林水産省研究所・セン
る。そこで、研修員に広く

ル㈱、林原㈱、住友化学㈱、

平成５年度から「植物保護
ター、鐘淵化学工業㈱、サ

ルマンを訪ね、アメリカ大

虫防除集団研修コース」は、
のための総合防除コース」

別は全くなく、学生の指導

者ですが、大学教官との区

ただきたいと思います。

西部の醍醐味を味わってい

いる人口２万人たらずの小

も行っていました。教育研

さな町です。１８８０年頃、

究予算の実質的削減で苦し

うには、本コースの利用が

って開拓が始まり、１８８

３人の入植者がこの地に入

有効だと考えている。御協
力いただいている学外の皆

圃場などを視察する。民間
株式会社、大塚化学株式会

深謝したい。

様、本学の事務官、教官に

機関としては住友化学工業
社の研究所において農薬開

を目標にしている。帰国後、
に役立つことを願っている。

発の現状を学んでいる。原

自分で研究や指導を行う時

ための実力向上を計るのが

ベルの研究や農業の実態を

見学旅行は国、県、農家レ

の手で問題解決に取り組む

からなっており、神戸大学
本コースの目的である。

見聞を広めてもらい、自ら

農学部、兵庫県立中央農業

ントリー㈱、㈱島津製作所、

技術センター及び兵庫イン

爆資料館、フプームパーク、

日製産業㈱など）の３本柱

又、昭和詑年にスタート
パキスタン、フィリピン、

体験できるよう配慮してあ

（コースリーダー・加藤

した「農薬の利用と安全性
ターナショナルセンターが

生物環境制御学科教授大 ｜秀郎
ノ|

いる。

コース」（コースリーダー
主要受入れ先となっている。

平成五年には、ネパール、

・大川秀郎教授）は、これ
これら研修コースは、神戸

ティア的協力がなければ実

大学農学部の教職員をはじ

さらに、バイオテクノロ
施できないものである。し

まで約鋤力国から約皿名の

ジーに対する世界的関心を
かし、各研修員が帰国後、

研修員を受け入れ、各国の

背景として、平成元年に神
研修期間中に習得した理論

め関係センターの職員及び

戸大学農学部に開設された
と技術をそれぞれ応用し、

農業関連分野の発展に貢献

「植物及び微生物を利用す
人類生存の鍵を握る食糧・

企業の関係者各位のボラン

るバイオテクノロジー集団

料、医薬などの生産や環境

罪

錘

研修コース」（コースリー
ダー・新家龍教授）は、

研修コースの主目標を達成

保全のために貢献できれば、

平成５年度から「バイオテ

このように、各研修コー
スの修了者（約知名）が既

れまでに、アジア・アフリ

る。今年でⅣ回を数え、こ

安全使用に重点を厩いてい

して、従来に比べて農薬の

薬の利用と安全性』に改称

までの『農薬利用』を『農

本集団研修コースはこれ

習、安全使用のための分析

り扱い、残留農薬分析の実

かれて、各種分析機器の取

と知識の習得には重点が置

わけ、農薬残留分析の技術

から構成されている。とり

広範囲にわたるプログラム

の試験研究所の見学などの

設備や熟練を必要とし、し

機器分析法は、高価な機器

体を開発している。従来の

自に新しい農薬に対する抗

が、神戸大学においても独

定キヅトが市販されている

に、数種の農薬について測

薬を測定するもので、すで

われ、将来の発展を見越し

途上国では有効な手法と思

平成５年暮れの訓日志一親しく付き合ってきた仲で

竹内正氏逝く

カ・中近東・中南米・その

かも、分析に時間が掛り、

宮本、加藤教授のもとで、っていてお伴してくれたこ

技術の習得など多くの時間

めている。

げ、技術・知識の普及に努

他の地域を含めて約釦ケ国

処理することが難しく、結

ど熟練や高価な設備を必要

ューを与えるだけでは満足

従って、同じコースメニ

、

とせず、短時間に多数のサ

訪れたとき、いつも窓の

外を見ては大学におもい

を馳せ、出勤できる日を

目に焼き付いて離れませ

心待ちにしている光景が

ん。もう一度教壇に立ち

たい、この一念が長い闘

病生活の中で心の支えと

なっていたように思われ

の願いは叶えられず、奥

ます。しかしながら、氏

上げます（会計係）。

ことを報告し、御礼申し

御遺族から学術振興基

お祈りします。

します。謹んでご冥福を

って信じられない気持が

念に思うと同時に、今も

に惜しい人を失ったと残

ってしまいました。本当

く若くして帰らぬ人とな

なく遂に完治することな

さんの手厚い看護の甲斐
局、経費が高くなる。それ

半ばにして逝ってしまつしたが、公私にわたって何
た竹内正氏に哀悼の意事も親身になってやってく
を申し述べたいと思いまれました。家族ぐるみで阪
す。氏は昭和諏年３月兵急ブレーブスの選手と付き
庫農大を卒業と同時に、合いするほどの熱烈なファ
将来を嘱望されて母校のンでよく連れていってくれ
植物病理学研究室に残らたことや見かけによらず色
れました。爾来、山本、公と行きつけの飲承屋を知
神戸大学農学部はコース

バックグラウンドを持ち、

て、ＪＩＣＡ研修で取り上
リーダーと数名の先生方の

に比べ、免疫化学的な測定

また、関心も異なっている。

短時間に多数のサンプルを
を受け入れた。研修員は大

講義、並びに、免疫化学測

で使用されており、それほ

法は、すでに臨床検査など

が費いやされている。

学○試験研究機関の研究員

定法の実習を担当している。

から合計二二名の研修員

と行政官がほぼ半数づつを

残留農薬の免疫化学的測定

研修員はそれぞれ異なる
８月にかけての約６ケ月に

占めている。毎年３月から

展する新しい方法で、バイ

法は世界的にもこれから発

されないので、最終的に、

謁名の講師による広範囲に

個別研修の時間を設けて各

渡って、主に、産官学の約

ンプルを処理でき、．従って、

金に御寄付がありました

進

できることになる。

に世界各地で活躍しており、

オテクノロジーを用い、国

こうした数々の工夫の積

ウイルスに関する研究にとなど思い出はつきません。
従事するとともに学生の白衣を着て胴乱を肩にかけ、
指導にあたって来られまよく実験用植物の採集に出
した。とくに、学生に対掛けていましたが、もうそ
して厳しい中にも献身的の姿を見ることは出来ませ
といってよいほどの面倒ん。
見のよい先輩であり、先以前より咳き込承の持病
生でありました。指導をを抱えて、色々と本人は養
受けた多くの学生が現在生に努めておりました。几
社会の第一線で活躍して帳面で、神経細やかな性格
いることが、氏の喜びででしたが、病院では毎日体
あり、誇りでもありまし調を細かく記録して自分な

氏とは同郷で、昔から一っていたようです。病床を

た。りに納得して病気とたたか

一

ス」と改名して、バイオテ
クノロジー分野の研修・教

わたる講義、それに加えて、

留農薬の測定、環境汚染物

自が自主的に勉強できるよ
質による水資源、土壌など

測定法は、輸入農産物の残
る。目的の農薬の誘導体を

承重ねの結果、本コースは

安価になる。こうした簡易

蛋白質に結合したものを免

の汚染のモニターリングな

判が高いと云われている。

多くのコースの内でも、評

できるユニークな技術であ
国立衛生試験所大阪支所、

疫原として動物に免疫して

に最適である。特に、開発

ど多数サンプルの迅速測定

内では神戸大学の承で実施

神戸大学農学部における実

得られた特異抗体を用いて

日製産業㈱、兵庫県立中央

習、および、農林水産省、

酸素免疫学的手法で残留農

農業技術センター、厚生省

兵庫県の試験研究機関、農

うに配慮している。

業団体並びに農薬関連企業

川

クノロジー集団研修コー

育に努力を続けている。こ

各国の発展に貢献している

会への貢献の一つとして、

れまでにインドネシア、タ

また神戸大学の国際交流推

に、創世紀に向けて国際社

メキシコ、ブラジル、シン

ものと期待している。さら

ガポール、イラン、エジプ

進の一つとして各研修コー

シア、フィリピン、中国、

ト、チリ、コロンビアなど

スの果す役割の重要なこと

イ、アルゼンチン、マレー

約喝力国から男女合わせて

を改めて感じている。

全

してきている。

肇教授）として再出発して

を受け入れてきた「稲病害

４年までの加年間にわたっ

教育に協力してきた。

神戸大学農学部は、ＪＩ

邦

を受け入れ、彼らの研修・

龍

約仙名の研修員を受け入れ

「農薬の利用と安全性』コース

1
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(6)

人事異動
氏

育汀職等〈注：旧学科、識座名で示す）

名

尾1局叡司

農学音B長再任

内田幸雄

教授両日置換

9－16

下さい。

杉原

竹~田真木生

助教授昇任

(植物防疫学科助手）

豊国永次

停年

(農業工学科教授）

後藤イ言男
木*寸

3）農学部教官の推薦状を1部（農学部教官を除く）

自然科学研究科長

〃

作物学）

(砂卜任）

6．16

中屋敷均
小林イ申哉

助手採用

8．
16
10．
1

石井尊生

康

(自然科学研究科（植物病理学)）

"

(付属農場）

"

(園芸農学科作物育種学）
(畜産学禾斗家畜管理学）

”

12．1

豊田浄彦

助教授昇任

12．31

イケ内

死亡

正

(農業工学禾斗講師）
(農業工学科助教授）

6．1．
1

山本博昭

教授昇任

2－ 1

岸原士郎

"

(農芸ｲﾋ学禾斗助教授）

堀尾尚志

"

(農業工学科助教授）

岩崎照雄

農学音13長

(併任）

尾｡奇叡司

停年

(農業工学科教授）
(園芸農学科、〃）

西jI l

欣一

”

東

I頂三

"

(農芸ｲﾋ学禾斗〃）

禎

"

(園芸農学科〃 ）

山口

編集後記

・９号発行から、昨年の名

ち、その間に神戸大学農学

簿発行をはさみ２年余りた

り充実したものにするため、

欄を設けました。名簿をよ

努めて行きたいと考えてお

い申し上げます。

りますので、御協力をお願

田*寸憲志

筑波大学言薄師出向

(農芸ｲﾋ学科助手）

ｶﾛ古敏之

教授昇任

(園芸農学科助教授）

安田武司

〃

(園芸農学科助教授）
(農業エ学禾斗助教授）

石田陽博

"

万年英之

助手採用

西藤岳彦

"

(畜産学禾斗家畜衛生学）

庄司浩一

"

(農業工学禾斗圃場機械学）

白井康仁

"

(自然科学研究禾斗（生物ｲﾋ学)）

隆

ｸ教授昇任

中屋敦均

助手酉己置換

宮野

藤嶽暢英
前jl I

（

助教授昇任

保坂矛ﾛ良

"

(園芸農学奉隔静師）

助手採用

幡LL1

文一

教授酉己置換

大野

陸

(自然科学研究科（水利用工学)）
(医療短期大学部より）
（

助教授酉己置換

〃

）

(京都大学農学音Bより）

助教授

六篠会平成4年度学術振興基金決算報告書
血古荊函塞

６５
６
２
６６
４５
４
１
８１

１
３
３

計

）

(付属農場）

多田明夫

内田一徳

〃

(併任）

三一卜尾修司

10．16

(畜産学禾斗助手）

(農学部へ）

農場長

7－ 1

10．
1

(畜産学科家畜育種学）

"

進

6．
1

５１
３
２
８２
４０
３
８
３３
５１

９１

前年度繰趣金
合

本年度支出金

0

次年度へ峰趣

本年度入金
6,688.038

金

会

預

金

金
利

維

子

収

計

340969,282

計

合

34.969.282

計

34．969．282

計
計

合

31．814，626

31c8M,626

一般会計より繰り入れ

1，5伽,咽

1，5“,咽

寄

付
金

254.914 1

0 1

6.384
4
6,384,914
1

5．384．825 1
5,3“825

12,751,42】

合

計

1,654,656

34.715,626

34,969,28Z

項

決算額

予算額

目

学術交流援助費

5m.皿

予

費

5卯,咽

金

33.715.626

傭

保

留
合

計

34.715.626

0

諸帳簿、関係書類を調査したところ、厳正適確
に処理され誤りなきものと認めます。
平成5年4月7日

中谷吉実⑨
内藤親彦⑨

12,751.421

面古鎧駆塞

前年度繰越金
本年度入金
合

計

36,270,467

本年度支出金
次年度へ襖趣
合

計

{

ＤＰ車ｂ二

本年度支出金
次年度へ繰趣

計

0

1．4“.O帥

３

合

計

合

２．５
８
８
２１
９１
６０
９３
４Ｌ

ｌ

本年度入金

子
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６
８
００
１９
４
８
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３８
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前年度繰趣金

金
利

支出の部

六篠会平成5年度一般会計決算報告書
収支対照表

1，，

００一

’

皿蜘蠅蝿郷柳姻皿皿蜘０

農水系学部長協顛会援助費

決算額

決宜額

予算額

目

前年度繰越金

1.038

■■ｇ■ｒＰＤ９１Ｂ

展朝長会遡援助

学術振興基金へ繰り入れ
子
備
傭
費

6

釦扣駈相弱岬妬側釦㈹
５
９６１２２５

経

ＯＢＤ９ｇ０ＴＦｂ０ｓ

神大学友会

予算額

鞆却加姻印珈唖如釦珈翻

目

農学部・農場活動援

4

咽皿皿皿咽咽晒皿皿咽叩

費費費費費費費費

項

6.384

ＬＬ

，

支出の部

項

預

入

２１

合

４０９５

越

決算額
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７３ ６１
４１
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入

繰

４０００

度

予算額

４８
１口
４、

年

目

乗務

兇,767
，月 7m

rOp467

ⅡY入の純

予算額

目

決算額

1,303,213

名

金

3,0”,0㈹

学術握興基金より繰り入れ

2,000,000

簿

売
金

．利

60，0卯

子

5.皿

入

11．16（ 213

計

予算額

目

事

業

費

般

事

務

費

議

慶

弔

費
費
費

合

計

11．
168

旧一

神大学友会経費
子
備
費

金

利

合

計

項

目

金

34.969,282

金

1,咽

・子

5”,O“

一般会計への繰り入れ
子
傭
費
保
留
金

決算額

928,805

決算額
ｳ9,282

町.皿

1,5㈹'000

)1．185

36,470.282

36.270,467

支出の部

学術交流援助賛

５１

般

一

６２

一

会
旅

皿咽伽皿皿皿咽皿恥
ＴｐＤ９９９■やり
釦師釦㈹㈹印加伽副

項

付

1

12，751

支出の部

農学部・農場活動援助費
名
簿
発
行
費

預

予算額

目

度繰趣

寄

合

計

予算額

決算額

２３ ３

収
合

項

前年

卿㈹伽艶
０００２
知咽知伽

雑

上

4,800,0伽

２０１７ ３９
●告
鯉”砺刷 ５２
３４８１ ７
１５１４

項

前年度
繰越金
入
会
金

４３１

収入の部

５５２７２２２４

9

（

"

(自然科学研究科（農業経済学)）

4．
1

合

0

(園芸農学禾斗果樹園芸学）

助手採用

(農業工学科助教授）

本年度支出金
次年度へ繰越

助り

鰯 お叡圭窪
の、

■

４２
１口５□

DI:ダイアル・イン（078)803-

ゅウウ、"■●

部も大きく変りました。本

前
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六篠会では、海外で開かれる学会等へ行く旅費を援助する目的で、
以下の規定を定めました。応募を希望される方は六篠会まで御連絡
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