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コロナ時代、君は何に挑戦するか
鹿児島大学農学部あらた同窓会
会 長

藤

田

晋

輔

今年も間違いもせずに時を刻み、爽やかな秋の気配を感じさせ、大学内の農場でもたわわに実った稲穂も頭をさ
げる季節になった。年明けに飛び込んだニュース、中国の湖北省武漢の医師同士のチャンネルで「原因不明の肺炎
が発生、要注意」と警告したＲ医師は、デマを流したとして某機関に逮捕・犯罪扱い（後に市民権は復活しました）
されました。残念ながら、この医師は自らも罹患してしまい、この世を去らざるを得なかった。新型コロナウイル
スは「COVID-19」と命名され、この新種肺炎の罹患者は、世界で 3,550万人（死者は 104万人）、（10月８日現在）
、
日本では罹患者87,000人、死亡者1,631名（10月10日現在）と報じられている。人が生活している地の果てまで拡散し、
世界を一瞬に巻き込みましたが、先の太平洋戦争後、
『第３次世界大戦は細菌戦争』と言われていたことが現実となっ
た…と、思った令和の最初の年明けでした。
幸いに入学試験は出来ましたが、世界中に拡散した新型コロナにより、種々の行事が中止となる中、卒業・修了式、
そして、同窓会のイベントの一つである学生諸君との「卒業・修了祝賀会」
（農学部とあらた同窓会共催）」も中止せ
ざるを得ませんでした。幸いにも、今年の入試は実施され、新入生を迎えることが出来ましたが、入学式をはじめ、
関連する行事がすべて中止となりました。
遅まきながら、令和２年度農学部に入学した皆さん。入学おめでとう。入学式は行なわれず、入学手続き書類の
往復だけで、
「大学生になった！」という実感がわかない半年であったろうと思います。初々しい諸君は夢見ていた
大学の講義も、
『COVID-19 の感染拡大を避けるため…』と言う理由で遠隔授業。卒業論文・実験、その他農場実習
等も中止、在学生も含めて同じ状況である。教員も新入生諸君も未だに辟易とした毎日を送っているに違いない。
この半年の学内はまったくゴーストタウン。10月から対面授業が開始される旨を聞いているが、学生諸君の息吹を
全然感じていない今日この頃である。
学生諸君の表情を見ながら対面授業を進めると、教員も満足感を感じるが、遠隔授業は顔が見えない一方通行で
あるので、納得できる学ぶ環境をつくれない。
「新聞の声欄」に授業料の返却を求める声もチラホラ。しかし、大学
における学びの世界は、義務教育学齢でないことを意識した大人の行動を期待したい。このような時代であるから
こそ、受動態でなく、能動態の行動を採るべき年令であるので、何を学び、将来自分にどのような社会（地域）貢献
ができるか…を己から探り、学ぶ必要があろう。
ところで、この世に生を受けた時からIT社会で育った諸君の世代は、ITを十分に活かせる能力を所持している。
現在農林水産省は、「スマート農業」
（ロボット技術やICTを活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業）の
挑戦と銘打って、国内の多くの地域で実証実験を始めている。この新たな技術開発は、今後の農業の省力化に挑戦
している。この技術は金太郎飴でなく、各地域に適合した技術で進めなければならない。
未来に向けた人間の持続的な生存の鍵を握っているのは農業であると考えている。「科学の範疇である農学」とは
「実学」
、つまり「体験」を通して展開され、解決することができる。農業の真髄が解らずして、「農学」は究められ
ない。これに対する学理を究めるためにも、まずは諸君の出身地の地域課題発掘を通し、おろそかになっている「実
学」を積極的に体験しよう。基礎的な課題意識の体得は、将来のための“One Step”であるので、コロナ対策に振り
回されず、無駄な時間としないよう望みたい。
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鹿児島大学農学部の地域貢献と人材育成
農学部長

橋

本

文

雄

あらた同窓会、在校生の皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか？
迎える令和３年度は国立大学が法人化されて中期目標・中期計画期間の第３期目の最終年度となります。鹿児島
大学は、地方大学の役割の一つとして「地域と共に社会の発展に貢献する総合大学を目指す」ことを掲げており、
また､ 鹿児島大学憲章の中では「南九州を中心とする地域産業の振興、医療と福祉の充実、環境の保全、教育およ
び文化の向上など、地域社会の発展と活性化に貢献する」ことを目的としております。このような大学の目標・目
的を達成するため、鹿児島大学農学部は平成27年度から特に、地域貢献と人材育成に焦点を当て、地域との接点を
求め、また、地域のニーズを発掘するため、「地域連携ネットワークプロジェクト」と題して活動を継続中です。
その具体的な活動内容として、○教員が地域を訪問し課題を拾い上げること、○地方と人的にネットワークを形
成し、農学部の垣根を低くすること、○地域課題の解決に向けた応用研究を共同で推進すること、○地域の実践的
活動を担うことのできる人材を大学が育成するため、その拠点としての認識を高めていただくこと、の趣旨をもっ
て地域の皆様方と協働して課題の解決に当たってきました。いくつか実績をご紹介します。
食品機能科学の分野では、高度な機能解析技術を確立し、鹿児島地域の代表的な植物・動物性食品と発酵産物の
健康機能を見出し、中でも「ねじめびわ茶」の機能性について特許取得による事業支援を行い、一方、商標登録さ
れた「薩摩黒膳」弁当は 2019年の全国お弁当・お惣菜の優秀賞を受賞し、地元の経済効果を上げることに大きく貢
献しています。一方､「桜島大根」に血管内皮機能が向上することを見出し、その活性成分が「トリゴネリン」で
あり、作用機能のメカニズムが明らかにされました。TVやマスコミで大きく報道され、これまで桜島大根の取引の
無かった地域への販路拡大など、地域の活性化に大きく貢献しております。応用植物科学の分野では、湧水町での
特産果樹としてのアーモンド生産の技術支援、貴重な遺伝資源である奄美群島在来カンキツの積極的な利用と保存
のための技術指導、トルコギキョウ F1切り花の生産技術の支援、化学農薬を使用しない薬草「カンゾウ」の栽培に
おける病害虫管理の技術指導などを行っています。
畜産科学分野ではアイガモ農法向けの新たなアイガモ『薩摩黒鴨』の作出技術の支援、森林科学分野では立木を
伐採し丸太を生産する素材生産事業を支援するガイドラインを策定し事業体の認証を開始、人材育成の面から業界
の底上げを行っています。地域環境システム学の分野では徳之島におけるサトウキビ農業のIoT化と曽於のピーマン
部会のスマート農業によるデータ駆動型栽培管理を支援する取り組みが行われ、人工衛星データと気象データを用
いた調査を試行中であり、徳之島などの離島のサトウキビ生産を支援しています。食料農業経済学の分野では学生
ボランティア組織「農援隊」が農山村自治体の様々な要請に応じて、地域の環境整備のボランティア活動を行って
おります。特に最近、霧島市・佳例川地区への援農活動は，お田植え祭の復活再現などの地域祭のお手伝いを行い、
これにより、佳例川地区は 2019年度総務省の「ふるさとづくり」大賞を受賞されました。
農学部・大学院修士課程（農林水産学研究科）では、上述の教育研究の取り組み例を勉学・実学を習得する好機
と捉え、在校生におかれましてはさらに勉学に励まれて、卒業生・修了生におかれましては、在学中に得られまし
た成果を糧に個々の職場でさらなるスキルアップを図られ、鹿児島県、九州、日本、果ては世界のリーダーとして
ご活躍されますよう教職員一同期待しているところです。

（4）

あらた同窓会学生向け会報

遠隔授業どうですか？
農学部FD委員長

藤

田

清

貴

国土交通省のアンケート調査ではオンライン飲み会やオンライン授業・講義を今後続けたい方は２割にとどまっ
たそうです。急にリモートと言われてもできることなら対面が良いと思っている方が多いということでしょう。私は、
３年生の糖質科学と２年生の酵素化学の前半部分を担当しました。特に酵素化学は初めての担当でいろいろな業務
の中でこなす必要があり、なかなか大変な作業でした。対面が解禁された時、私の授業はオンラインと対面を両方
選べるようにしたのですが、一限目ということもあり圧倒的にオンラインが人気でした。眠いし通学が大変などの
理由でオンラインが人気なのは理解できますが、オンラインの方が集中できると言う学生もいて驚きました。私の
話し方には催眠効果があるらしく、昨年までの対面授業中は多くの方を眠らせてしまっていました。私のオンライ
ン授業では顔出しせずミュートですから、熟睡していた方もいるとは思いますが、対面でも寝ているのだからオン
ラインで全員が起きているとは思っていませんでした。この状況を改善して起きてもらうようにすることがFDです。
FDとはファカルティ・デベロップメントの事で、授業改善のことです。大学の先生は研究者が教育もやっていると
いうスタンスの方がほとんどでして、授業方法を学んだこともなければ、資格を取った訳でもありません。授業内
容も質もバラツキがあるのはやむを得ないことです。そんな授業を改善するために授業参観しましょうとかアンケー
トお願いしますとかを言うのがFD委員長の仕事です。今回は、これに加えて遠隔授業やzoomのやり方が分からない
方への世話係もFD関係として担当しました。学生の皆さんも大混乱の中で大変だったことでしょうけど、授業を行
う方の教員側も混乱の中、zoomなりPowerPointのアップロードなりの何らかの対応が要求されました。学生の皆さ
んも不満もあったかと思うのですが、思ったよりはスムーズにできたのではないかと思います。manabaとresponが
既に整備されており、遠隔授業がいつでもできる体制ができていたことと、Zoomの性能の良さも乗り越えることが
できた理由かと思います。オンライン化に不向きの授業もあったかとは思いますが、授業評価アンケートからは教
員の側も非常事態にうまく対応した方が多かったという評価が見えています。
来年以降、新型コロナが徐々に収束したとして、一度オンラインやオンデマンドのメリットを知ってしまった教
員が、昔の姿に“完全に”戻る事はないと思われます。海外に出張していても現地から授業することもできますしね。
対面メインになるか併用型かは教員それぞれとなり多様な授業形態になっていくのではと思われます。学生の皆さ
んもオンライン授業のメリットも感じることができたと思います。今年度は、授業評価アンケートの回答率向上に
も取り組んでいます。学生の皆さんにとっては、似たようなアンケートばかり書かされているという不満もあると
は思います。ただ、教員側に授業改善を促すプレッシャーとしてある程度機能します。無記名ですので忖度して高
評価つける必要もありません。思ったままを書いてもらった方が後輩の授業改善につながるのではと思います。AI
によって半分の仕事が無くなるという説もあります。変化に対応するしか生き残る道はありません。新型コロナで
世界が一気に変わることを経験できたこともプラスに捉えて、今後の変化に対応する能力を養うためにも学びを続
けていきましょう。

あらた同窓会学生向け会報

（5）

鹿児島大学農学部「あらた同窓会」の活動について
鹿児島大学農学部あらた同窓会

事

務

局

鹿児島大学農学部および大学院農林水産学研究科（農学系）に在学されている学生および大学院生の皆様、日頃
から「あらた同窓会」の活動にご協力いただきありがとうございます。中には協力していることを実感できない人
もいるかもしれませんが、皆様は鹿児島大学農学部に入学されると同時に学生会員（あらた同窓会会則第5条）にな
っていただいております。そして、皆さまから入学時にいただいた入会金（学部4年間の会費を含む）という浄財は「あ
らた同窓会」の日ごろの運営に活用させていただいております。
鹿児島大学農学部は、明治41（1908）年に日本で２番目に設立された高等農林学校（鹿児島高農）に始まり、鹿児
島農林専門学校そして昭和24年以降は鹿児島大学農学部へと発展してきました。鹿児島高等農林学校創設の目的は
「暖地農業の振興、南方開発および海外移民人材育成など」とされ、その精神は現在の鹿児島大学農学部にも引き継
がれております。高等農林学校以降の学部および大学院（修士課程）の卒業・修了生からなる「あらた同窓会」の
会員は総数で 2万人（物故者を含む）を越えています。卒業・修了生は日本国内だけでなく、世界中で広く活躍され
ており、ここ「荒田（あらた）の地」に学んだ同窓生として、卒業年次（年齢）を越えた繋がりをもって活動され
ております。現在の鹿児島大学農学部および大学院農林水産学研究科（修士課程）に在籍される皆様も年齢、国境
を越えた「あらたの仲間」として会員どうしの付き合いを進めて欲しいと思います。
「あらた同窓会」の活動としては「会員名簿」
（４～５年に１回）の発行に加えて毎年３月の「卒業者・修了者名簿」
の発行、年２回（春季号・秋季号）の「あらた同窓会報」の発行、11月23日の「総会」や各県支部会、クラス会な
どの活動を積極的に支援しております。
今年２月以降新型コロナの影響で、学生・院生の皆様も遠隔授業で勉学されましたが、「あらた同窓会」でも「卒
業祝賀会」および「学生向け講演会」は開催できず、「あらた同窓会報」および「卒業・修了者名簿」の発行の活動
しかできていません。早く新型コロナが収まって平常の活動に戻ることができるように祈っております。
以下に、学生・院生の皆様に密接に関係する平年の活動について列挙いたします。
１．入学時の農学部オリエンテーションにおいて「あらた同窓会報」などをお届けして、鹿児島大学農学部への入
学と「あらた同窓会」入会を歓迎しています。
２．３月卒業、修了時には「卒業者・修了者名簿」と「あらた同窓会報春季号」を発行し、全体の会員名簿（CD版）
とともに配布します。また、農学部と共催して「卒業・修了祝賀会」を開催し、その費用について毎年一定額
を補助しています。
３．「あらた同窓会報秋季号（本号）」を学生向け会報として 11月23日に発行しています。
：構成内容は学生・院生に
よるビバキャンパスライフ、教育実習・介護体験・イン
ターンシップ・留学体験記など、学生・院生にとって思
い出に残る記事を掲載しています。
４．学生向け講演会：毎年前期終了前後を目途に開催、卒業
生による報告、留学制度の利用と留学体験報告など、学
生にとってタイムリーな話題で講演を行っています。
在学生の皆様はあらた同窓会の学生会員として、卒業・修
了生の皆様は正会員として､ 鹿児島大学農学部および「鹿児
島大学農学部あらた同窓会」の「同窓生」という誇りをもっ
て社会で将来長く健康でご活躍していただきますよう祈念し
ております。

鹿児島高等農林学校校旗
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います。だからこそ、最後はこの言葉で締めくくりま

Viva! Campus life

す。ありがとう。

ビバ！キャンパスライフ

畜産科学コース

農業生産科学科

「我が身を振り返ってみて」

応用植物科学コース

家畜管理学研究室

学部４年

「自己成長の場：鹿児島大学」

野島

舞葉

私は４年前、知り合いの牧場のお手伝いができるだ
果樹園芸学研究室

学部 4 年

窪田

瑛水

私にとって大学生活は、自己成長を促す機会に多く
出会えた日々でした。
きっかけは、大学１年時から参加したかごしまキャ

ろうという安易な考えで農学部に入学した。
１年目、大学は高校までとどう違うのかと期待を胸
に一人暮らしを始めたが講義の時間割を自分である程
度決められるということ以外大きな差はなく、少し
がっかりした。２年目も然り、農学の専門の講義が増
えただけだった。しかし、３年生になると研究室に配

リア教育プログラムでした。このプログラムは、地元

属され、研究室の活動が日々の生活の中に加わった。

就業を目指す学生に対して地域活性化に貢献できる能

それは研究室で所有している家畜の世話、先輩たちの

力を育む場となっています。プログラムを達成するた

研究の手伝いなどだった。

めに、
指定された科目を受講して単位を取得するほか、

当初、全くの一般家庭に育った自分は実際の農作業

インターンシップへの参加、さらには成果報告会で鹿

がこれほど大変だったとは、と身をもって味わった。

児島大学関係者や地元企業の方の前で発表しました。

そして４年目。コロナで新年度が明け、どうなること

従来の講義に加えてこなさなければならなかったため

かと誰もが少し先の将来を危惧していたが、幸運なこ

計画的に進める必要があり、両立するのに苦労しまし

とに鹿児島はそこまで被害が大きくならず、早い段階

た。また、プログラム過程の一環としてではなく、私

でほぼ通常の活動ができるようになった。

が興味を持って参加したインターンシップもありまし

そんな日々を経て今、私は自分の大学生活の中で一

た。その場所とは鹿児島市喜入の鹿児島観光農業公園

番充実しているように思う。研究室の仲間と良い関係

（グリーンファーム）です。自宅から片道２時間、料

が築け、自分の研究も時々壁にはぶち当たりながらも

金だと 1000円もかかる距離でしたが、約10日間通い

なんとか進んでいる。そして何より、前は大変だと思っ

続け課題解決に取り組みました。普通に考えたら行く

ていた作業が自分で考えながらできるようになったこ

だけ無駄に思ってしまうのかもしれません。ですが、

とで楽しくなったのだ。

私にとってグリーンファームとの出会いは進路を決定

特に、家畜の世話は毎朝行っており、負担も大きい

する重要な岐路でした。また、大学１年目の夏季休業

が、自分が彼らを支えていると思うとどのように彼ら

に参加したため、農業に関する知識を深めるとともに

の健康を保とうかと考えることが楽しく思えてきたの

異なる年代の方と関わることでコミュニケーション能

だ。特に一時期体調が芳しくなかったヤギが元気に

力や協調性を養う貴重な機会となりました。

なってくれた時はとてもうれしかったし誇らしかっ

このように、私にとって大学生活は慌ただしい日々

た。その私のお気に入りは御年９歳になるヤギで、現

でしたが経験を沢山積み重ねたことで、自分に自信が

在どのヤギよりも高齢なそのヤギは、同時にどのヤギ

持てただけでなく責任感や判断能力を身につけ、社会

よりも体が小さい。私の残りの半年はそのヤギをます

人としての基礎能力を養うことができました。もし、

ます元気にパワフルにすることを１つの目標にしたい

親が大学に通わせてくれなかったら、大学に入っても

とさえ思っている。

心優しい仲間や先輩・先生方に出会えなかったら…こ

大学での学びは大変なこともしんどいこともたくさ

んなにも充実した生活を送ることはできなかったと思

んあるが、過去を振り返った時に良い４年間だったと

あらた同窓会学生向け会報
思えるよう、
残りの半年間も続けて精進していきたい。
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く、人々が温かい場所でした。この場をお借りして、
お世話になった全ての方々へ感謝申し上げます。

食料農業経済学コース（国際食料資源学特別コース）

食料生命科学科

「無題」
農業経済学研究室

学部 4 年

福田

耕平

食品機能科学コース
「私の 4 年間」

鹿児島での短い大学生活が終わろうとしています。
卒業まで半年といったところで、私のこれまでにつ

食品化学研究室

いて書いていこうと思います。あらた同窓会の諸先輩

学部 4 年

方をはじめとしてこれを読む方々には、４年間を鹿児
島で過ごした学生の一つのサンプルとしてお読み頂け
ればと考えております。
私の実家は埼玉の田舎にあります。高校から始めた

木村

桃子

今回この執筆依頼を受けて私の大学生活を振り返っ
てみると、多くの出会いと学びを経験した、濃密な４
年間だったと改めて感じました。

ラグビーにのめり込み、受験に失敗し、１年間浪人生

私は、時間を無駄にせず、毎日を充実させたいとい

活を送りました。その夏頃、私は進路を鹿児島大学へ

う想いを常に持っている人間です。この性格もあり、

と決めました。その理由は、一人暮らしがしたかった

１年生からジャズバンド部に入部を決意、その後3年

こと、全く新しい環境で 4年間を過ごしたかったこと、

間、音楽にのめり込む毎日が始まりました。時には練

恩師である茨城大の先生が鹿大を推薦してくれたこと

習がうまくいかずに悩むこともありましたが、それゆ

でした。私は昔から「海外で困っている人のために働

え、毎回ライブを終えるごとに込み上げてくるものが

きたい」という夢を持っていたので、農学部の中でも

ありました。たくさんのライブを経験させて下さった

国際コースを志願し、無事合格しました。大学生活は

先輩方、いろいろあったけど、なんだかんだ最高の同

とても充実したものでした。大学でもラグビー部に所

期、ずっとついてきてくれた後輩達など、私を支えて

属し、かけがえのない仲間ができました。しかし案の

くれる人がいたからこそ作れた多くの思い出は、私の

定、部活を始めると勉強は疎かになってしまい、成績

かけがえのない宝物です。

も 4年間を通じてあまり良いとは言えない学生だった

また、私の大学生活を語る上で外せないものがあり

と思います。講義を受けて行く中で、興味の対象は海

ます。それは、４年間続けている焼肉屋のアルバイト

外から日本の農村へと移っていき、これをより深く勉

です。高校の先輩の紹介で何気なく入ったのですが、

強したいと考え、大学院への進学を決めました。進学

いい意味でクセの強いお店の印象と、その想像を超え

先は、周りの先生に助言をいただき、東京大学の農政

る忙しさに驚いたことを、今でも覚えています。それ

研究室を目指すことになりました。それから半年間、

でも、ここまで継続出来ているのは、お店を愛し、誇

ひたすらに勉強を続けました。大学生活の唯一の心残

りをもって働いていた先輩方の姿を見てきたからで

りといえば、最高学年に上がったのにも関わらず部活

す。卒業後もお客様として食べに来てくださったり、

に参加できず、仲間に迷惑をかけたこの半年間です。

連絡を取って仲良くしていただいたり、本当に愛が溢

しかし努力が報われ、志望研究

れる場所だなあと日々感じます。私がここで働き続け

室への合格が決まりました。喫緊

る限り、後輩にもこの想いを受け継ぎ、みんなの自慢

の課題は、無事に鹿大を卒業する

の場所にしたいです。

ことです。また部活にも復帰し、

現在、私は食品化学研究室に所属し、食品を薬に応

残り短い期間を仲間のために尽く

用する研究をしています。４年生から本格的に実験が

そうと思っています。

始まり、自身の研究や食と健康に関する勉強が楽しい

鹿児島は本当にいいところでし
た。自然が豊かで食べ物が美味し

と感じるようになりました。今後は大学院に進学し、
引き続き研究を続ける予定です。親身になって相談に
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あらた同窓会学生向け会報

乗って下さる先生のもと、毎日学業に励むことが出来
ています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これ
から始まる２年間の大学院生活も、充実した時を過ご

焼酎発酵・微生物科学コース
（農林水産学研究科・食品創生科学専攻）
「初めての一歩、
そしてこれからの一歩」

せるよう精進していきます。

焼酎製造学研究室

食環境制御科学コース

クリストファー

イマンサントソ

リ ン バ

修士2年 Christopher Imansantoso Rimba

「もやしもん」から

「僕は日本に留学したい！」
高校時代からずっと日本に留学するのが憧れでし

植物栄養・肥料学研究室

た。大学で食品技術コースを学ぶうちに、発酵食品に

大雅

興味を持ち、卒論テーマとして研究しました。進学に

僕は現在、食環境制御科学コースの植物栄養・肥料

の研究が進んでいる、日本の大学に進学することを決

学研究室に所属している。しかしながら最初、僕は焼

めました。大学院を選ぶときに、自分が研究したい内

酎発酵・微生物科学コースへの配属を希望していた。

容を基にして論文検索をしたところ、鹿児島大学の吉

僕が焼酎発酵・微生物科学コースへの配属を希望して

﨑先生の論文を見つけました。さっそく先生に連絡し

いたのは「もやしもん」という漫画の影響だ。その漫

たところ話が進み、吉﨑先生が指導教員になって下さ

画にはたくさんの微生物がキャラクターのようなポッ

り鹿児島大学大学院に入学できました。

学部３年

鬼塚

あたり、発酵食品をもっと学びたいと思い、発酵食品

プでかわいらしいデザインで出てくる。僕は、その漫

新しい環境でうまく活動できるか心配でしたが、新

画を読んでいる内に微生物に興味を持つようになって

しいことを数多く発見できました。最初は焼酎のこと

いった。そのため所属する研究室は微生物とかかわり

は全く知りませんでしたが、学生実験で焼酎製造を学

の深い焼酎発酵・微生物科学コースにしようと考えて

び、授業で焼酎の歴史や税の知識を得ることができま

いた。しかしながら問題が発生した。GPAが足りな

した。新しい分析方法や分析機器の取り扱いなど新た

いのだ。僕はお世辞にも頭がいいとは言えず、成績表

なスキルが身につきました。

はほとんどが可で悲惨な有様だった。コース配属には

友達の勧誘で鹿児島大学学友会管弦楽団（オーケス

このGPAが重要であり、僕はGPAバトルに負けてし

トラ）に入部しました。演奏スキルだけでなく、演奏

まった。自分の希望していたコースに所属することが

会の準備や部活会議、他のイベントにも参加し日本で

できず僕はしばらく意気消沈していたが、研究室の配

の社会経験を積むことができました。研究とオーケス

属後、自分の研究室の専門分野のことを調べていくう

トラ活動の両方が上達できるように頑張っています！

ちに植物栄養・肥料学に興味を持てるようになって

それだけでなく、研究室の仲間やオーケストラの友達

いった。今は勉強するのが楽しい。希望していた学問

ができて、本当に嬉しいです。皆さんのおかげで日本

を専攻することができなかったがそのおかげで新しい

語能力が少しずつ向上しています。これからも、もっ

分野への道を開くことができた。人間万事塞翁が馬と

と上手くなれるように頑張っていきたいです！

いう言葉があるが結局のところ、なにがその人にとっ

今振り返ると、もしあの論文が見つからなかったら、

て得になるのかわからないのだ。転んでどうにもなら

もし先生に連絡する勇気がなかったら、この素晴らし

なかったことを悔やんでもどうにもならない。それな

い経験ができなかっただろうと思います。鹿児島大

らば、転んだあとどうすればよりよくなるのかを考え

学に入学し、学び、研究し、多

る方が重要なのだ。これから僕は植物栄養・肥料学を

くの友人ができ、鹿児島大学な

必死に勉強していきたいと思う。
「もやしもん」には

らではの経験ができて本当に良

なることはできなかったが、これからは「こやしもん」

かったです。感謝しかないです。

になれるように頑張りたい。

どんな未来が待っているか、想
像するだけでもワクワクが止ま
らないです。次の一歩を踏み出
そう！

あらた同窓会学生向け会報
農林環境科学科

地域環境システム学コース

森林科学コース

「嗚呼素晴らしき台所」

「秒だった大学生活」

農業環境システム学研究室

森林計画学研究室

学部４年
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池沢

愛奈

４年間、学校・バイト・遊び・垂水の繰り返しで、

学部 4 年

清水

雪天

おいしいものを食べることが大好きだ。肉、魚、野
菜、お菓子…。ほぼ好き嫌いなく食べる。
そんな私が鹿大に入学し、一人暮らしを始めて何と

何もない日はほぼありませんでした。秒のように感じ

言っても困ったのが料理である。これまでは、家で座っ

る大学生活も振り返れば、４年前の自分には想像でき

ていれば食事が出てきた。しかし、これからは自分で

ないほど充実した日々を送っています。充実できた理

作らない限り空腹は満たされないという現実に打ちの

由は大きく２つあります。

めされた。

１つ目は、やってみたい、行ってみたいという願望

仕方なく包丁を握り、見よう見まねで料理を作って

を達成してきたことです。長期休みは鹿児島から出て

はみたが、ここでもまた壁にぶつかることになった。

違う景色を観て、いつもと違う体験をする事で日常を

「まずすぎる」。目の前の物体は一見「肉じゃが」だが、

リセットできました。楽しかったと思える瞬間が多く

芋は生煮えで味も染みておらず、とても食べられるも

あることは、充実できた最大の要因だと思います。最

のではなかった。

近でいうと、サーフィンやダイビング、シュノーケリ
ングで海を満喫でき夏をエンジョイできました。

さらに北国育ちの私に、鹿児島の暑さが追い打ちを
かけ、外食に出かける気力まで失われていった。

２つ目は、サークルに入ったことです。学校とバイ

これではまずいと、失敗しながらも料理に取り組む

トの往復だけの生活を変えたくて、２年生の時から活

うち、今では自分の思い描く料理を作れるようになっ

動し始めました。サークルでの人との出会いは衝撃的

た。肉じゃが、唐揚げなどの家庭料理はもちろん、カ

で、サークルに関わる大人、先輩後輩は挑戦してみた

オマンガイやバターチキンカレー、バナナケーキもお

いことにはどんどんチャレンジして、自分のやりたい

手のもの。帰省したときに作ると家族からも好評だ。

事に全力でした。そんな人達に刺激を受け、他の人に

今年の春には秘密兵器のハンドミキサーも手に入れ

とっては小さな事かもしれませんが、私にとっては大

た。暑い夏もコロナもスイカのスムージーやビシソ

きな経験をする中で学びがあり、自分自身を知ること

ワーズで乗り切ることができた。

ができたように感じます。
遊びでも勉強でも、何かに全力で取り組むこと。そ
の過程で楽しいこと、辛いこと、泣いてしまった日もあ

新しいメニューの探索にも抜かりはない。クック
パッドなど料理サイトは欠かさずチェック、「きのう
何食べた」も私の参考書だ。

りました。でも、全力を出した達成感から次への挑戦

「勉強にも同じくらい熱意を注げばいいのに」など

へと進むことができ、共に努力した仲間はかけがえの

と言うのは野暮というものである。「医食同源」
「衣食

ない存在となりました。“戻るならいつがいいかな～？”

足りて礼節を知る」。食は昔から人間が生きるために

そんな話を最近よくします。戻りたい瞬間を一緒に作

最も大切なものなのだから。

り上げてくれた人たちに心の底から感謝を伝えたいで
す。
最後に、私は学校に行くためにまず 15分自転車を

さて、そんな大学生活も多分残り半年（末吉先生、
大丈夫ですよね？）。卒論実験の進みは遅いが、私の
料理の腕前は着実に上達している。

漕ぎます。そして 50分ほど電車に揺られ、中央駅到

最後に自炊生にアドバイス。レシピの調味料の分量

着後、また自転車を漕ぎます。計約90分かけて大学に

は大抵味が濃すぎます。まず半分の量を作ってから

到着します。本当に遠かったです。大学生活は秒でし

徐々に足していくのが失敗しないコツです。

たが、通学時間は激長でした。７年間電車通学を続け
た私を誰か褒めてほしいです。（笑）

