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令和３年度全国農業大学校等意見発表
優
命ある牛たちへ

良

賞

～“ 宮下姫牛 ”のブランド化へ向けて～

畜産学部肉用牛科１年
（１）牛との関わり
我が家は，400頭規模の肉用牛一貫農家で
す。
忙しい父でしたが，「“宮下姫牛”として多
くの人に食べてもらうこと」という夢を私た
ち姉弟に話してくれました。小学生の頃，大
好きだった母を亡くし，家事は幼い姉弟で分
担してきました。寂しさと慣れない家事に追
われる毎日がとても辛かったとき，寂しさを
紛らわしてくれたのは牛たちでした。しかし，
私は成長するにつれ，出荷後の牛は『肉』に
なるのだと知りました。牛の運命を思うと辛
くなるため，「牛は私たちが生活するためだ
けの存在なんだ」と，牛への感情をあまり持
たないようにしていました。
（２）牛への目覚め
高校入学後，畜産部に入部しましたが，
『命』
と真剣に向き合う牛の管理に体がついて行かず，
卒業まで続けられるか不安でした。そんなある
日，ふと私の気持ちの変化と失っていた色を取
り戻したことに気がつきました。きれいな水を
飲み，１頭ずつのんびりと過ごす牛たちを目に
するうち，忘れていた牛への愛情を思い出し，
部活動も楽しくなっていました。知識はもとよ
り『命を慈しむ愛情』を管理に繋げることの正
当性を実感しました。私たちの食糧になってく
れる牛たちの命があるうちは，快適に過ごさせ
てあげたいと思っています。
（３）農業大学校にて
農業大学校で，牛飼い人生，第２章がスター
トしました。農業大学校では，肥育班長として，
生まれたての子牛から体重900㎏の巨大な牛と向
き合っています。私は牛と会話が出来るくらい
観察を徹底して，物言わぬ牛たちの微妙な変化
を気づいてあげられることを目指しています。
そして，私の最終的な農大での目標としては，
将来，牛のことはもちろん何でも相談できる仲
間づくりと経営的な視点を身につけることです。
そのような中，いつしか父の夢は私の夢となり，
実現に向かって動き出しています。

宮下

未来

（４）命への感謝
私たちは，多くの尊い命の犠牲のもと生かさ
れています。私は，食卓で様々な料理を前に，
「い
ただきます」
「ごちそうさま」と人々が手を合わ
せることで，牛たち，そして畜産農家の幸福度
も確実に上がってくると信じています。

今後の経営は私たち姉弟が主体となっていき
ますが，美味しい肉づくりと命に感謝する経営
を実践していきます。自慢の肉は，こだわりの
肉を扱う店舗へ“宮下牛”として，特に我が家
の名物にしたい雌牛は，繊細なうまみを求める
関西や関東へ“宮下姫牛”としてのブランド化
を考えています。
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全国農業大学校等意見発表会（リモート）

肉用牛科の仲間と（左から２番目）

ヤンマー学生懸賞論文・作文 【作文の部】
銀
賞
「鬼の目にも涙」
～祖父の養豚経営を受け継ぐ心構え～
畜産学部養豚科２年
祖父はとにかく頑固で，自分にも他人にも
厳しい人です。そこには，一代で築いた経営
への意地とプライドがあります。
鹿児島 にある私の実家 は黒豚 の養豚農家
で，小規模な家族経営を営んでいます。幼い
頃の私は，巨大で何を考えているか分からな
い豚に対して，恐怖心を感じていました。豚
舎に遊びに行くとまれに豚が脱走しており，
私を目がけ突進してくるようで，しばらくの
間トラウマにもなりました。また，極めつけ
は，とても厳格な祖父が経営者であることで
す。豚舎でよく響く祖父の怒号は，「昔話に
出てくる鬼みたいだな」と幼心ながらよく思
うことでした。当時の私は，経営を継承した
いと思う気は全くなく，また祖父も経営を継
いで欲しいとは一度も口にしませんでした。
高校３年の就職活動の頃でした。この時も
変わらず家業を継承するという選択肢は微塵
もありませんでした。ただ，母からの「一度
都会に出て社会の荒波に揉まれてみるのもい
いよ」という言葉を受けて，自身の見聞を広
げるために東京の鉄道会社に就職を決めまし
た。鉄道会社では，駅員から始まり車掌，運
転士とステップアップするのが一般的です。
漠然と入社した私ですが，入社したからには
運転士を目指すという意気込みで真剣に従事
しました。それから約４年，晴れて運転士と
なり，日々の業務を遂行する中で数多くのこ
とを学びました。特にその中でも「自身の責
務を果たすこと」の重要性は，今の自分を形
成していると思います。お客様は，「電車は
安全で速く目的地に到着できる」という信頼
のもと，電車を利用しています。もし仮に運
転士がこの責務を放棄し，安全や迅速さを全
く無視するならば，その信頼関係は一気に崩
れ，利用者はたちまち減少することでしょう。
つまり，「自身の責務を果たす」ということ
は信頼関係の基盤です。
私が運転士になり約半年が過ぎた頃，母か
ら，「祖母が倒れ体調が芳しくない」と連絡
がありました。さらにその後，家業を継ぐ予
定の弟が，
「他にやりたいことが見つかった」
と継承を放棄しました。私は，この状況をき
っかけに今一度，「自身の責務を果たす」と
いうことを考えました。苦悩の末，苦労して
なった電車の運転士の責務よりも，自分にし
かできない寳代家長男としての責務を果たす
ことを選びました。電話でそのことを祖父に
伝えると，「うれしかどん，無理はせんでよ

寳代

築

かでね」と言われました。「案外あっさりし
ているな」と思っていた後日，母から「じい
ちゃん，ちょっと泣いてたよ」との一報があ
りました。まさに，文字どおりの「鬼の目に
も涙」です。
そのような思いを背負いながら，翌年私は
養豚に関する新しい知識を得るため，鹿児島
県立農業大学校の養豚科に入学しました。家
業は養豚ですが，豚に関する知識がほとんど
なかったため毎日が学びの連続でした。また，
昨年７月から今年６月までの１年間は農場長
として，主に農場全体の管理・運営に携わり
ました。社会人時代にはあまり実感すること
のなかった「周囲の人に支えられて己が成り
立っている」ということを，農場長という立
場で強く実感できました。
卒業後は祖父の経営を直接継承します。祖
父が築いた経営方針を元に，長所はより良く
継続・発展し，短所は改善していきます。さ
らに，私は鹿児島黒豚の魅力を日本全国，さ
らには世界にもっとアピールしていきたいと
思っています。まず，若手グループの黒豚同
志会を設立します。各同志の経営や技術の向
上はもちろんですが，黒豚の伝道者として，
東京・福岡など大都市を中心とした鹿児島黒
豚の知名度向上及び消費促進のため，定期的
に試食会や精肉・加工品の販売などでＰＲ活
動なども実施したいと考えています。今度は
電車から黒豚に形を変え，がむしゃらに頑張
ってきたあの東京の地を再び訪れてみたいで
す。これから鹿児島の黒豚とともに生きてい
く私の決意として，ますますその魅力を輝か
せていきたいです。鬼のような祖父から経営
を継承し，その郷土の宝を温故知新の精神で，
寳代家長男としての責務を果たせるようにこ
れからも日々邁進していきます。
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表彰式にて

農業大学校作文コンクール
最

優

秀

賞

「数をこなす めげずにやる！」
～壱岐の和牛を支える人工授精師への飽くなき野望～
畜産学部畜産研究１年
人生で初めて牛の直腸に腕を入れ，左手全
体を締め付けられた感触，授精用の注入器が
子宮頸管の中を進んでいく際の指先の感覚，
すべてが初めての経験だった。
「数をこなせ，めげずにやれ」
農大２年生の農家研修中に何度も言われた
言葉だ。厳しい中にも暖かい言葉を胸に授精
技術を磨き，憧れの授精師に一歩でも近づこ
うと決めた。
農大入学後間もない頃の農家研修では，繁
殖牛経営の知識・技術を学び，なかでも人工
授精に心を惹かれた。牛の世界では，大部分
の子牛が人工授精で生まれており，それは命
を宿すための神秘的で大切な技術である。
初めて種付けを行う事になり，何とか一連
の作業を終えると，
「初めてにしては上出来，
腕を上げれば子宮・卵巣の状態も分かるよう
になる」と言われ，気分がほっこりする嬉し
さがあった。また，研修を終え農大に戻って
からも人工授精が出来る牛がいないか探して
いる自分に驚いた。
1年生の終わりに人工授精師の資格を取得
したが，まだまだ技術が未熟であることに気
づかされ，その後も練習を重ね，長期の農家
研修には，希望した受精卵移植に取り組んで
いる農家で学べることになった。初日から４
軒の授精業務に連れて行ってもらった。その
方は授精を行うかどうかを神業のような早さ
で判断を行い，授精を見送る時はその理由を
農家にも分かりやすく説明し，納得しない農
家は一人もいなかった。「私もこんな授精師
になりたい」と思えた瞬間だった。その後，
何度も直腸検査をさせて頂いたが，１頭の卵
巣の状態が分かるのが精一杯だった。そんな
時，この師匠がもたらした言葉が「数をこな
せ，めげずにやれ」であり，私の目標が明確
に見えた瞬間だったような気がする。
私は長崎県壱岐市で育った。父親は漁師で
実家も港町にあり，私の生まれ育ちが肉用牛
と関わりが深かったわけではない。私と畜産
との出会いは牛飼いしていた祖母の家に遊び
に行った時に遡る。幼い私は祖父が運転する
トラクタの隣に座り，見事に耕されたふかふ
かの土，その先に続く青い海。我が家から見
える景色とは異なり，何となく農業もいいな
と思い始めた。
高校生になり，両親に初めて「牛の勉強が
したい」といった。両親ともに自営業の厳し
さを経験しているからこそ心配してくれてい

中原

舜介

ると分かっていたのだが，私は牛への思いが
断ち切れず長崎農大へ進学した。学生生活で
は肉用牛のノウハウを学ぶと同時に農業の厳
しさや労力が足りない等の実情も知った。そ
の一方，私は人工授精という奥の深い技術に
出会い，今後の努力次第では、地域の和牛を
支える１人になれるのではというワクワク感
と，小さな自信も芽生えた。
卒業が近づき，今後の壱岐が子牛産地とし
て発展し続けるにはどうすればいいか考えた
時に，真っ先に頭に浮かんだのが，受精卵移
植を積極的に行うことだ。壱岐牛の評価が高
い今こそ受精卵移植を活用し，子牛を生産す
れば，県外購買者も増えて活気づくのではな
いか。さらに，キャトルセンターを活用する
ことで商品性の高い子牛を生産できる。
私は地元の壱岐で夢を実現するために，受
精卵移植等の技術習得や畜産関係者との人脈
を作る必要性を感じ，鹿児島農大研究科へ進
学し，派遣研修では受精卵移植技術や６次産
業化の経営手法などを学んでいるが，まだま
だ勉強不足が多いと落ち込む毎日である。そ
れでも，私は再び学べる環境を与えてくれた
両親に感謝しかない。
そして，最近になって「数をこなせ，めげ
ずにやれ」という言葉の意味もやっとわかり
始めてきた。10年後の私が現場力のある技術
者として農家の信頼を得て，そして輝いてい
る姿を想像しながら，やがて長崎県の畜産発
展にも名を刻んでいきたい。
私は，「数をこなす，めげずにやる」こと
を信条に，この腕１つに人生をかけることに
した。
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人工授精実習中！

第15回全農学生「酪農の夢」コンクール
佳

作

乳質向上ミッション
～牛の個性を見極め 協働の心をもって～
畜産学部酪農科２年
私が酪農をやってみたいと思ったきっかけ
は，将来の夢もなく実家の野菜農家を継ごう
と思い，地元の種子島で農業が学べる高校に
入学し，ホルスタインに出会ったことです。
それまで酪農には全く興味がありませんでし
た。そして初めての酪農の実習に大きな衝撃
を受けました。動物は大好きですが，目の前
の牛が想像以上にとても大きく怖かったのを
覚えています。しかし，朝早くから搾乳やエ
サづくり，床替えなど目まぐるしくあっとい
う間に過ぎていく一日が私には向いていまし
た。高校卒業後は，念願の農業大学校酪農科
に進学できました。私たち酪農科43期生には，
達成しなければならない重大なミッションが
２つありました。一つは東京オリ・パラに乳
製品を提供するためのＪＧＡＰ（家畜・畜産
物）の認証取得です。もう一つは鹿児島県酪
農協同組合が主催する乳質向上共励会で優勝
し，鹿児島農大が２連覇を果たすことです。
一つ目のＪＧＡＰでは，農場整備や育成・
餌やりの手順のマニュアル化に取り組み，牛
たちの世話の内容や健康状態の記録の徹底に
努めました。学校全体で一丸となって取り組
んだ結果，令和３年１月に全国の農業大学校
で初めて認証を受けることができました。
もう一つの乳質向上共励会の連覇について
は，1年間の農場管理を終えようとしている
時期に，いつもと同じように作業を終えたク
ラスメイト10名が，控室に集まり作業報告を
終えた後，担任の先生から「乳質向上共励会
で見事２連覇を達成しました。」と発表され，
自然と全員の拍手が沸き起こり，農場全体が
笑顔に充ち溢れました。特にそこから数日は，
牛たちにこれまで以上に感謝の気持ちを込め
て優しく丁寧に接したような気がします。数
日後，農大講堂で県畜産課長から褒章を受け
ました。“賞状 鹿児島県立農業大学校殿

長野

楓

あなたは鹿児島県酪農協同組合主催の第34
回鹿児島県乳質向上共励会において特に優秀
な成績をおさめられたのでこれを賞します
令和3年6月24日 鹿児島県知事”，受賞の瞬
間は，喜びよりも安堵感に近い心境でした。
改めて１年間を振り返ってみると，農場が
上手く回っていることや運営が順調に推移し
ていることより，なぜか牛の調子が悪かった
ことや学生間の揉め事などが鮮明に思い出さ
れます。私たちのプライドをかけた乳質向上
対策は，乳房炎の早期発見や早期治療という
基本を忠実に実践することでした。
搾乳牛すべてをみても同じ性格の個体は１
頭もいないことの気づきは，私にとって大き
な発見と成果でした。さらに“チーム酪農”
の重要性も学びました。
しかし，慣れてくるにつれ，次第に牛や酪
農に対する認識のズレが生じ始めました。
マニュアル化されている作業のレベルにも
個人差が出てきました。そこで，ついつい自
分の基準で判断してしまって，それを相手に
求めたり，叱責してしまったりすることが何
回もありました。そんな時は，気分も落ち込
み，牛の世話も面白くありません。複数人で
の農場運営の難しさを痛感するとともに，仲
間への配慮，気遣い，共感の重要性も経験す
ることができました。
最後に，これから私は，故郷である種子島
の酪農法人へ就職します。私は就職後，農大
での経験の中で培った，牛の個性と協働の精
神を活かし，当面は乳質の向上に貢献するこ
とが目標です。そして，10年後には雇用就農
した会社の牧場長として，南国種子島から従
来の乳質基準だけでなく，牛たちへの配慮や
感謝を加味した高品質な牛乳を全国の消費者
に届けられるような活躍をする夢を抱いてい
ます。

受賞の様子

酪農科の先生・43期生
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全国農業大学校等プロジェクト・意見発表会
【プロジェクト発表 養成課程の部】

優良賞(全国農業大学校協議会長賞）
観葉植物「バジルの樹」の商品化に向けた取り組み
農学部花き科２年
１

課題設定の理由
バジルは，熱帯性植物で，食卓で最も利用
されるハーブの一つである。しかし，園芸未
経験や栽培に適した環境を持たない苗購入者
が十分な茎葉を確保することは容易でない。
そのため，１鉢でバジルソースが作れる大
きさまで仕立てるために，15cm鉢で周年栽培
しながら，①葉が美しく，②まっすぐ伸び，
③ボリューム感がある「バジルの樹」を商品
化することを目標に，課題整理とその改善に
取り組んだ。
２ 実施方法
（１）令和２年10月から１年間，毎月「エバ
ーリーフ ジェノベーゼ」外２品種の種
子を128穴トレーに半分ずつ播種し，15
℃以上の環境で育苗した。その後，９cm
ポットを経て，15ｃｍポットで仕立てた。
（２）特性把握結果をもとに，さらに摘心位
置の検討や可食部調査の検討を行った。
３ 結果
（１）毎月播種による特性把握
加温下では，周年栽培はできたが，熱帯
性植物であることと，かん水作業を考慮す
ると，５月から７月の販売が適した。
（２）摘心位置の検討
摘心栽培では，草丈や有効側枝数から，
３節か４節での位置での摘心が適した。
（３）可食部調査
１鉢からの可食部調査の結果，410ｇの
地上部から古葉や枝を除いた可食部は190
ｇと46％で，約450ｇのバジルソースがで
きることがわかった。
（４）農産物直売所での販売
直接経費や労働費などの生産経費を試算
し，１鉢800円（所得率41％）で販売した。
栽培方法やバジルソースの作り方を記した
手書きＰＯＰも掲載した結果，約20万円を
売り上げることができた。
全国どこにもない商品であったが，十分
な手応えを得ることができた。
４ 考察
（１）実際に，多くの方々に喜んでいただけ
たが，購入者への，栽培や利用方法の情
報提供の充実がもっと必要と考えた。
（２）今後は，バジルソースやサラダなど料
理法にあった収穫方法の紹介や鉢替え後
の育て方など，長く楽しむコツなどをま
とめ，ＳＮＳなどで，詳しく紹介したい

八代

菜々

と考えている。
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毎月播種による特性把握

摘心位置の検討

農産物直売所での販売の様子

リモート発表での受賞

全国農業大学校等プロジェクト発表会・意見発表会
【プロジェクト発表（研究課程）の部】

特別賞（同窓会全国連盟会長賞）
奄美大島における高品質タンカン生産での省力化対策の検討
農学部農業研究科２年
１ 課題設定の理由
奄美大島の大部分を山地が占めており，主
幹品目のタンカンは傾斜地で高品質生産がな
されている。タンカンの作業の多くは機械化
が困難で，脚立と鋏を使う手作業によって支
えられている。とくに，労働ピークが収穫期
の２～３月に集中している(年間作業時間の5
4％)。生産者の高齢化なども深刻となり如何
にして高品質タンカン生産を行いながら安全
に省力化するかが課題である。
２ 実施方法
(１)省略型樹形による作業性の改善：専作農
家の果樹園で，省力型の２本主枝樹形と従来
型の３本主枝樹形と比較して，摘果と収穫の
作業性 (作業時間・脚立移動回数)を調査す
る。(２)引きもぎ収穫による収穫作業の改善
：加工用で開発された引きもぎ法を生食用タ
ンカンの収穫法に改良する。鋏収穫と比較し，
作業性(作業時間)，及び収穫した果実の貯蔵
性(品質，外観)と商品性を調査する。品質調
査は収穫後２週間まで常温静置した果実を調
査する。外観調査は，収穫後1ヶ月間常温静
置し腐敗，ヘタ枯れを調査する。商品性は，
流通関係者と消費者を対象(n＝21)にして果
実を青果用袋又は贈答用箱に分けて展示し，
アンケート調査を行う。
３ 結 果
(１)省略型樹形による作業性の改善：従来型
の３本主枝樹形に比べ省力型の２本主枝樹形
は，摘果と収穫ともに脚立移動回数がほぼ半
減し，作業時間が約２割削減した。亜主枝や
側枝数が少ないため，手作業がし易く，脚立
が立て易かった。(２)引きもぎ収穫による収
穫作業の改善：手首の使い方に工夫を凝らし
た収穫法に改良した。収穫による果実(ヘタ
・果皮)の損傷が抑制した。鋏収穫に比べ引
きもぎ収穫の作業時間は，31～48％削減した。
作業中は両手が自由に使えた。貯蔵果実の劣
化度を示す調査値は，鋏収穫との差が認めら
れなかった。アンケート調査の結果から，袋
入り果実は贈答用箱に詰めた果実に比べ高い
評価であった。
４ 考 察
省力型の２本主枝樹形は，栽培管理や収穫作
業がし易くなる事から省力化技術として有効で
ある。引きもぎ収穫は，習得が容易，収穫時間
の削減，安全性の確保，品質に大きな問題が出

圓

裕詞

ない事などから収穫労力の軽減に有効な技術で
ある。
以上のことから，省力型樹形と引きもぎ収穫
を組み合わせることで高品質タンカン生産を行
いながら省力化が可能となる。
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ヤンマー学生懸賞論文・作文
【論文の部】

特

別

優

秀

賞

2050年型・新和牛生産方式
～農村の原風景と先端技術の融合～
畜産学部畜産研究科１年
今から約30 年後，日本農業を取り巻く姿
はどのようになっているのか，2050 年問題
及び肉用牛経営の現状分析から，①肉用牛農
家の減少，②労働力不足，③牛肉の消費低迷，
④和牛頭数の維持及び種の保存の必要性，⑤
農村の衰退が予測された。
そこで，これらを解決するための方策とし
て，①担い手の新規参入，②スマート農業の
活用，③消費者の嗜好性，④和牛の遺伝資源
保護，⑤農村風景の維持の５課題について，
私たちが取り組んだ事例調査及び研究プロジ
ェクト成果を基に考察し，最後に『農業を魅
力ある食農産業』に発展させるための新しい
和牛生産方式について提案する。
畜産への新規参入について調査した２事例
は，施設及び機械類，さらには優良雌牛も低
コストで導入されていた。新規参入には，関
係者の全面的な協力，離農施設の活用，情報
管理によるマッチング，事業・施策の充実が
ポイントである。スマート農業の活用につい
て，肉用牛繁殖経営における分娩監視システ
ムは分娩介助の軽労化及び事故減少につなが
り，そして，牛群管理システムは受胎率向上
及 び発情 発見の労力軽減 を図る ことができ
る。私たちは農業大学校において，牛群管理
システム，分娩監視システム，無人トラクタ
ーなどのデータ収集中であり，スマート農業
は持続性ある農業を可能にすることが実証さ
れつつある。牛肉生産については，消費者嗜
好が高級な霜降り肉から安価な赤身肉まで多
様化し， 生産者は低コスト生産，高級牛肉
の差別化等を求められるが，双方から価値観
をすり合わせていくことが必要と考える。和
牛の遺伝資源保護については，私たち若い農
業者や技術者が受精卵移植技術の応用を図る
ことで，貴重な和牛を後世に残せると考え
ている。農村風景の維持について，放牧は耕
作放棄地の解消，管理の省力化に有効であ
り，技術力及び資金力が低い私たち新規就農
者にも取り組みやすいと思われる。
そこで，前述の考察を基に，
『MIRAI Farm』
構想を提案する。

宮下

楊平

期間ごとに受精卵の採取を行い，我が家の放
牧牛に移植，残りの受精卵は地域の農家に移
植して，改良及び生産基盤拡大に貢献する。
牛肉生産は，ニーズの多様化に合わせて放牧
によるグラスフェッド牛肉や霜降り牛肉など
を生産し，地域活性のコンテンツとする。農
業への理解推進及び省力化・生産性向上には
スマート農業を活用し，若者への格好良さの
アピールと幼児や小学生に対する農業教育に
力を注ぐ。
『MIRAI Farm』構想により，肉用牛生産基
盤の強化が図れるとともに，私が最終的に目
指す『農村の原風景と先端技術が融合した農
業』の実現となる。
私は，人々が“その土地に住みたい”と感
じる農村を創生していきたい。

『MIRAI Farm』では，景観の維持を重要視
するために雌牛は放牧する。産子の肉質や繁
殖成績等を考慮して優良雌牛を保留し，一定
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表彰盾を手に喜びの表情！

オンライン入選発表会にて
作文の部入賞の美来(妹)さんと一緒に

ヤンマー学生懸賞論文・作文【論文の部】
（校内論文コンクール

最優秀賞）

優

秀

賞

女性起業による「女性が活躍できる養豚経営」の樹立を目指して
～これからの新たな儲かる養豚経営のスタイル～
畜産学部養豚科２年
私が目指す養豚は「女性の起業」による「女
性が活躍できる養豚経営」である。私は、女
性が養豚経営に参入することのメリットは大
きく２つあると考えている。１つ目は、女性
が経営方針の決定に関わることで、より利益
の向上が期待できるということである。農業
法人において、女性の役員・管理職がいる経
営体のほうが、いない経営体よりも売上高増
加率が高い傾向があり、女性が活躍し、経営
に参画することは経営発展につながり、大き
な意義があるということ。２つ目は、観察力
において男性とは違う感覚があるということ
である。男性と女性の観察力が合わされば、
養豚の経費でも高い割合を占める飼料費や衛
生費を抑えることができるのではないだろう
か。
しかし、養豚だけではなく畜産に関わる女
性は圧倒的に少ない現状にある。そこで、女
性の養豚業への参入における現状や課題につ
いて整理・検討するため、農業大学生の女子
学生と全国の主要な養豚場の経営者・代表者
及び女性従業員へのアンケートの実施、また
女性が関わることによる肉豚成績の実証実験
を行った。その結果をもとに、女性が困難と
する作業について整理し、課題と改善点を検
討した。さらに、この得られた課題・改善点
をもとに、私が養豚場を設立し、経営者にな
った場合の経営計画の設計を試みた。取り組
みたい内容としては８つある。「女性が活躍

楠木

碧海

できる養豚経営」の実現として、①農場従業
員の男女割合を男性：女性＝６：４を目安に
雇用すること、②認定農業者が利用できる資
金を活用して、農場の規模拡大や機械化の充
実を図ること、③従業員に対する制度を充実
すること、④働きやすい環境をつくること、
⑤近隣住民との親睦、そして養豚を理解して
もらう ための 若い人たちとの交流を図るこ
と、⑥経営発展のために６次産業やネット販
売に取り組むこと、⑦安全・安心な農場管理
及び豚肉生産のための認証制度の取得するこ
と、⑧ＳＤＧｓに向けた取り組みを行うこと、
について実行することである。
今回、女性には多くのメリットがある分、
デメリットもあることが分かった。このデメ
リットを解決するには、男性の協力が欠かせ
ない。ただ、今までの男性目線だけでは経営
の発展は厳しいと考えている。そこで、もっ
と女性目線を経営に入れることで、自ずと経
営は改善されると強く思う。女性の力はこれ
からの養豚経営の発展のために、なくてはな
らないものである。この課題を解決するため
に、提案する経営計画を実現し、女性が働き
やすい養豚場を作りたい。私がリーダーとな
りこの考えを広めて、多くの女性が活躍し輝
ける養豚を目指していきたい。私が実行する
ことで、将来、養豚はまさしく、人にやさし
い、女性のための、さらに環境にやさしい持
続可能な未来を創る産業として発展するだろ
う。

論文オンライン受賞インタビュー

優秀賞の楯と目録
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学部の活動紹介
ＪＧＡＰ「青果物・かんしょ」の認証を取得
農学部野菜科
令和４年２月，野菜科のかんしょ（サツマ
イモ）が，ＪＧＡＰ「青果物・甘藷」の認証
を取得しました。
以前からマンゴーやほうれんそうでＫ－Ｇ
ＡＰ認証を取得していましたが，ＪＧＡＰ認
証の取得は農学部では初めてのことです。
ゼロから始まった取組は，専門の外部講師
からJＧＡＰの内容や歴史，重要性を学ぶと
ともに，廃材の廃棄や肥料・農薬倉庫の整理
等基本的な作業から始まりました。
また，ＧＡＰ推進委員を５名選定し，農具
の配置場所を定めたり危険な箇所を探して，
それぞれ看板や張り紙を設置したり，取得に
向けた進行管理を整理しました。
このような地道な活動を続ける中で，学生
にＧＡＰ実践の必要性とやり方の意識が芽生
え始め，食品安全，労働安全，農場運営上の
事故を予防する手段・道具等の農業生産工程
管理が徐々に理解でき，ルールに基づいた農
場環境の改善が進められました。
令和３年12月にはＪＧＡＰ指導員の現地審
査を受け，このなかで，「一時保管後の”水
洗い”，”一時調整選果”や出荷調整室での
”計量”，”袋詰め・検品”作業が文書化さ
れていない」，「収穫及び農産物取り扱いに
従事する作業者へのルールは文書化されてい
るが，周知方法に検討が必要である」等４つ
の指摘を受けましたが，ＧＡＰ推進委員を中
心に指摘を解決し，認証取得に至りました。
野菜科のサツマイモは，収穫後２ヶ月以上
適切な環境で貯蔵した，校内外で販売してお
り，消費者から「とても甘くておいしい」，
「もう農大のさつまいもはないのか」といっ
た声をいただく人気商品となっています。
今後は，安心・安全なサツマイモを届ける
ことで，なお一層消費者に喜ばれるよう，ま
た学生自身が快適な農場環境のもと，持続可
能なサツマイモ生産が出来るよう，ＪＧＡＰ
の基準を遵守していきます。
農学部では，果樹科，茶業科も合わせて30
種類以上の農産物を生産・販売しており，今
後は，サツマイモ以外の農産物でもＪＧＡＰ
認証取得に取り組むことで，ＧＡＰの重要性
や仕組みを実践的に学び，安心・安全な農大
農産物をＰＲするとともに，近年多くの農業
法人や生産者組織がＧＡＰ認証を取得してい
る中，卒業生が，農大での経験を踏まえ，率
先して取り組むことが期待されます。

ＪＧＡＰ審査員によるほ場審査

令和４年２月９日(水)，南日本新聞
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学部の活動紹介
鹿児島県乳質向上共励会において２年連続で県知事賞を受賞
畜産学部酪農科
令和３年度鹿児島県乳質向上共励会（主催
：鹿児島県酪農業協同組合）において，県立
農業大学校酪農科が，県内全酪農家142戸中
第一位の知事賞を受賞（平成27年度以来３度
目）し，併せて最優秀賞及びスーパーオール
グレード賞（乳質が年間を通じて乳質格差基
準のオールＡランク以上）も受賞しました。
令和元年度に続き２年連続の受賞となる快
挙を成し遂げました。
乳質向上共励会は，県内全酪農家が出荷す
る生乳の毎月の乳質検査成績（脂肪率，無脂
固形分率，細菌数，体細胞数）を審査基準・
配点により採点し，年間総得点で順位を決定
する。その中で，最優秀賞は，県内全酪農家
が出荷する生乳の毎月の乳質検査で脂肪率，
無脂固形分率，細菌数，体細胞数の成績を審
査基準・配点により採点し，年間総得点で順
位１位から10位の者に授与されます。また，
県知事賞は，乳質向上共励会において，第一
位の者に授与されます。
鹿児島県乳質向上共励会の授賞式は，例年
鹿 児島県 酪農業協同組合 の総会 で行われる
が，今年も授賞式は昨年同様，新型コロナウ
イルスの影響で開催されませんでした。
そこで，令和３年７月15日に，田中県畜産
とどろ き
課長，鹿児島県酪農業協同組合 轟 木組合長
が来校し，講堂において知事賞及びスーパー
オールグレード賞の授与式が行われました。
令和３年１月に，ＪＧＡＰ（家畜・畜産物）
を取得し，農場の整理整頓をはじめ，搾乳や
飼料の給与作業をマニュアル化することで，
すべての学生が高いレベルでの作業を心がけ
ました。そして，42期生の偉業に自分たちも
続こうと全員が強い意志を持ち続けて努力し
た成果が，２年連続の最高位の受賞につなが
りました。

県知事賞授与式

全員で記念撮影
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学生自治会の活動紹介
農大フェスについて
令和３年12月２日（木）
農業なくして美味い飯なし！～おいしいと笑顔あふれる農大フェス～
鹿児島県立農業大学校農大フェス実行委員会
農業大学校は，学生や農業者の教育・研修
の場であるとともに，「県民に開かれたキャ
ンパス」を目指した取り組みを行ってます。
その一環として，広く県民に農大キャンパス
を開放し，学生の日頃の学習成果等のＰＲや，
農業への理解促進を図ることを目的として
農大祭を毎年開催し，例年２千人を超える県
民の方々に来場していただいています。
しかしながらが，今年度は昨年度に引き続
き新型コロナウイルス感染防止の観点から，
本校の農大祭は例年どおりの実施は困難にな
りました。
そこで，１年生の自治会役員を中心に実行
委員会で検討した結果，学生だけでも楽しめ
る「農大フェス」を行うことになりました。
今年のキャッチフレーズは「農業なくして美
味い飯なし！～おいしいと笑顔あふれる農大
フェス」に決まり，学生みんなが楽しめるイ
ベントやアトラクション，そして農大の農産
物を用いた美味しい料理を食べることを掲げ
て，構想を練っていきました。イベントとア
トラクションは，昨年度大変盛り上がったの
ど自慢大会と腕相撲大会を引き続き組み入れ
ながら，新たなイベントを検討しました。新
型コロナ感染対策を行いながら，学生みんな
が楽しく参加できる様にするにはどうすべき
かを３ヶ月にわたって検討しました。

軽音楽部によるオープニング
・のど自慢大会
・ダンスバトル
・腕相撲大会
・早食い，早飲み大会
・野菜，牛重量あて
・農大写真展～ぼくらの青春～
が行われ，大盛況でした。
そして，もう一つの楽しみが農大産食材を
った豪華な昼食です。農大産の食材を活かし
た料理を食べられるように食堂と検討を重ね
ました。肉用牛科の学生が精魂込めて作った
黒毛和牛のサイコロステーキ，野菜科の甘く
て新鮮な野菜を使ったサラダとスープ，酪農
科のこいごいとした濃厚ヨーグルト，ご飯を
いただきました。

農大産の食材等を使ったランチ

実行委員会による準備
農大祭のオープニングは，昨年に引き続き
軽音楽部によるライブから始まり，華やかに
に農大フェスが始まりました。

２年連続で，学生だけの農大フェスの開催
となりましたが，学生同士の親睦が深められ，
とても有意義なものとなりました。来年度は
新型コロナも終息し，例年どおりの農大祭が
開催できることを願っています。
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農学部・畜産学部

各学科活動紹介

第１ 農学部野菜科の教育概要
１ 教育カリキュラムの内容
(１) 県内主要品目を中心に講義（座学）やプロジェクト学
習（専攻実習）を通じて，基本技術や最新技術を習得さ
せる。
(２) 生産物の直接販売を通じて，消費者動向や生産の喜び
を体験的に学ばせる。
(３) プロジェクト学習では計画作成からまとめ及び報告ま
で学生個々が責任を持った取り組みを指導し，体系的に
学ばせる。
(４) 先進農家における農家留学研修を通じて，農業経営者
として必要な知識技術及び経営感覚を習得させる。
２ 取り組んだ主なプロジェクトの概要
(１) 不耕起栽培（土耕）における試験
（トマト，ミニトマト，イチゴ）
(２) 品種比較検討
（パプリカ，根深ネギ，スイートコーン，ニンジン等）
(３) 竹粉を利用した株元加温
（ミニトマト，ピーマン）
３

校外での生産物直接販売

みんなで出荷調整作業

進路の状況（令和３年度卒）
親元就農２名，農業法人１１名，農業団体３名
農業関連企業６名，進学２名，一般企業１名
計２５名

第２ 農学部花き科の教育概要
１ 教育カリキュラムの内容
(１) 専攻科目については農大職員の他，鹿児島大学，農業
開発総合センター等の職員も講師として招き，内容の充
実を図っている。
(２) 講義にフラワーデザインを取り入れ，花装飾のセンス
アップを実施している。
(３) ２年生は１年で学んだフラワーデザインを専攻学習で
実践し，フラワー装飾技能検定３級を，１年生は園芸装
飾技能検定３級の全員資格取得を目指した。
(４) プロジェクト学習では計画作成からまとめ及び報告ま
で学生個々が責任を持った取り組みを指導し，体系的に
学ばせる。
(５) 先進農家における農家留学研修を通じて，農業経営者
として必要な知識技術及び経営感覚を習得させる。

農家留学研修

専攻学習の様子

２ 取組んだ主なプロジェクトの概要
(１) 食べる観葉植物「バジルの樹」の商品化に向けた取り
組み （全国プロジェクト発表会で発表）
３

進路の状況（令和３年度卒）
農業法人への雇用就農 １人

専攻学習の成果
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第３ 農学部茶業科の教育概要
１ 教育カリキュラムの内容
(１) 鹿児島大学や試験研究機関をはじめ，関連企業・団体な
ど各分野の専門家を講師とし，茶業経営に必要な知識や
最新の技術・情報を学習する。
(２) 各茶期に生産実習を行い，実践的な栽培・製造技術を
習得する。
(３) ロボット摘採機等を活用しスマート農業を実践的に学習する 。
(４) ２年間の経営・研究プロジェクト活動により，課題解
決手法を習得する。
(５) 茶道（煎茶，抹茶）の基本作法を習得するとともに，茶

ﾛﾎﾞｯﾄ摘採機講習

の歴史・文化を学ぶ。

(６) 農家留学研修を２年生の６月２番茶と10月秋整枝時期
に実施し，先進農家の技術や理念を学習する。
２ 取組んだ主なプロジェクトの概要
（１） 天敵を活用したチャトゲコナジラミの密度抑制
（２） 緑茶主体の茶業経営への紅茶生産導入
（３） 有機栽培における液肥の活用
（４） 春整枝によるやぶきたの摘採期間延長
３

進路の状況（令和３年度卒）
研修後親元就農 ４名

製造実習

第４ 農学部果樹科の教育概要
１ 教育カリキュラムの内容
(１) 鹿児島大学農学部，農業開発総合センター果樹部・企
画調整部などの講師から常緑果樹や落葉果樹等の生理生
態及び栽培法などを学習した。
(２) 農場実習では，カンキツ類やブドウ・ナシのほかマン
ゴー，パッションフルーツ等の熱帯果樹について，栽培
管理技術を学習した。生産物は，校内での直接販売や店
舗等への出荷等を通じて，消費者ニーズの把握に関する
習得を行った。
(３) マンゴーや温州ミカン等では，加工技術を学んだ他，
食品衛生責任者養成講習を受講し，修了証を受領した。
(４) コロナ禍の影響により，従来の海外研修や東京での市
場流通研修は実施できなかったが，鹿児島市内の肥料工
場を視察し製造工程や土壌診断システム等の研修を実施
した。
２ 取組んだ主なプロジェクトの概要
(１) マンゴーの誘引と樹高切り下げによる生産への影響と
作業性の改善
(２) パッションフルーツの植栽距離の違いと仕立て方法の
違いによる収量・品質への影響
(３) 大将季の樹上完熟生産体系の確立（継続）
３

進路の状況（令和３年度卒）
直接就農 １人，農業関連企業

鹿児島大学名誉教授による授業

肥料工場研修

２人
校内販売学習
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第５ 畜産学部肉用牛科の教育概要
１ 教育カリキュラムの内容
(１) 肉用牛（生産，子牛，肥育）の飼養管理と経営管理能
力の習得
(２) 飼養管理による産肉能力の向上及び生産率向上技術の
習得
(３) 飼料作物栽培貯蔵利用技術の習得
(４) 環境に優しい畜産のあり方を理解，家畜糞尿の適切な
処理技術，経済的で機能的な畜舎及び畜産施設の構造等
の理解
２ 取り組んだ主なプロジェクトの概要
(１) 受精卵移植技術向上に係る試験
(２) ビタミン剤投与による繁殖成績向上の効果
(３) 乳酸菌資材給与による繁殖成績，下痢低減の効果
(４) 母牛の定時授精に関する研究
(５) 良質堆肥づくりの研究
(６) プロファイルテストによる適正飼養，土壌管理の検討
(７) 分娩カメラとAIシステムの併用による経済効果の検証
(８) 重曹給与による効果（性別の産み分け）
(９) 黒麹菌給与の効果（哺育，育成，肥育）
(10) オリゴ糖混合飼料添加による効果の検証
(11) ＴＭＲ飼料給与による効果の検証
(12) 離乳プログラム，離乳後の育成管理方法の検討
(13) 農大肥育マニュアルの検証
(14) 牛肉のオレイン酸含量向上試験
(15) ルーサンペレット給与による肉質改善
(16) 肥育牛の尿石症の対策
(17) 肥育前期の下痢対策に関する研究
３

人工哺育

肥育牛出荷

進路の状況（令和３年度卒）
就農２２名（直接就農７名・雇用就農１５名）
農業関連企業４名

第６ 畜産学部酪農科の教育概要
１ 教育カリキュラムの内容
(１) 乳牛の飼養管理技術と経営管理方法の習得。
(２) 搾乳牛の群管理による省力技術の習得。
(３) 飼料作物の栽培貯蔵利用に関する技術の習得。
(４) 低利用未利用資源活用による低コスト生産技術の習得。
(５) 家畜糞尿の適切な処理技術の習得。
(６) 乳製品加工技術の習得。
(７) GAP手法に基づく経営管理技術の習得
２ 取組んだ主なプロジェクトの概要
(１) 分娩前の乳汁検査における乳房炎の早期発見
(２) 定時人工授精プログラムの活用による繁殖成績向上
(３) 乳牛における分娩後の血液成分及び低カルシウム血症
(４) 繁殖台帳Webシステムを活用した農場管理の改善
(５) にんじんの飼料化による乳牛の改善について
(６) 泌乳速度による泌乳能力の違いと作業の効率化
(７) ツマジロクサヨトウの被害を抑える作付体系の検討
(８) 黒麹発酵飼料の給与効果について（搾乳牛・育成牛）
３

人工授精実習

ニンジンサイレージの調製

ヨーグルトの製造

進路の状況（令和３年度卒）
農業法人等への雇用就農
５人
農業関係企業
４人
人工授精実習
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第７ 畜産学部養豚科の教育概要
１ 教育カリキュラムの内容
(１) かごしま黒豚及び３元大型種等の飼養管理技術の習得
(２) 養豚経営に必要な飼料配合や生産技術の習得
(３) 養豚施設の維持補修に係る溶接や配管等の技術の習得
(４) 自給粗飼料生産や調製加工技術の習得
(５) ６次産業化をテーマに豚肉の販売，加工技術の習得
(６) アニマルウエルフェアに対応した豚の飼養管理（放牧）
技術の習得
(７) 消毒やワクチンプログラム等の衛生管理技術の習得
(８) 家畜糞尿の適切な処理技術の習得
２ 取組んだ主なプロジェクトの概要
(１) 焼酎粕発酵液の添加給与による機能性向上の効果
(２) 微生物資材を活用した肥育豚の飼養方法の検討
(３) 繁殖成績の向上を目指したＡＩ方法の検討と精液利用
(４) 免疫学的去勢剤投与によるアニマルウェルフェアに配
慮した去勢方法
(５) 黒麹リキッドの飼料添加による母豚と子豚の成績改善
(６) 「かごしま黒豚」におけるサツマイモの効果的利用
プロジェクト
(７) 「分娩誘起ホルモン剤投与」と「分娩前一回給餌」の
同時処置による昼間分娩のコントロール
(８) 肥育豚飼料給与体系の改善による枝肉成績向上のため
の検討
３

進路の状況(令和３年度卒)
就農 ８名（直接就農１名，雇用就農７名）
研修 １名（派米研修），農業関連企業 １名

校外研修(アベル黒豚牧場)

子豚生後ﾜｸﾁﾝ投与

ｻﾂﾏｲﾓ収穫を終えて

第８ 農学部農業研究科，畜産学部畜産研究科の教育概要
１ 教育カリキュラムの内容
(１) 専攻（農業・畜産）に係る高度な農業先端技術を習得する。
(２) 高度な農業経営管理能力を習得する。
(３) 地域農業・農村振興方策づくり等を習得する。
(４) 指導者・リーダーとしての資質向上を行う。
などにより，高い実践力と柔軟な経営感覚を有する本県地域農業の中核となる担い手農
業者や農村地域の指導者を目指す人材を育成している。
２

派遣研修
学生自身の課題解決のために必要な知識や高度な農業技
術(専攻)を学ぶため，試験研究機関や先進経営及び関連業
界に一定期間（延べ１年間）滞在し実習や演習を行う。
研究部門のプロジェクト成果である研究論文や進路目標に
直結した研修先としている。
令和３年度派遣研修先（１年生）
○農業総合開発センター
（野菜研究室，大島支場亜熱帯果樹研究室，
病理昆虫研究室，病害虫防除所）
○喜界町営農支援センター
○奄美市笠利営農支援センター
○ＪＡあまみ ○ＪＡ南さつま
○きもつき大地ファーム（株） ○村商（株）
○（有）坂元種畜場 ○（株）古城種畜場
○市来農芸高等学校 ○鹿屋農業高等学校
○加世田常潤高等学校

派遣研修

派遣研修
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開始式

研究調査

３ 取り組んだ卒業論文の概要（令和３年）
(１) 取り組んだ卒業論文の概要（２年生）
氏名
圓 裕詞（農業研究科）
題名 奄美地域におけるタンカンの高品質安定生産および省力化技術の検討
１ 概要 県内で主に導入されている台木と比較した「トロイヤー」シトレンジ台の特性，
及び，奄美市現地圃場の調査で新品種「平井Red」の品種特性を明らかにした。
また，主に大和村現地圃場で，２本主枝への樹形改良，及び引きもぎ収穫を調
査した結果，タンカンの有望な省力化技術であることを明らかにした。
氏名
谷口 敦昭（農業研究科）
題名 鹿児島県におけるタマネギの早晩性および播種機の違いが倒伏期，収穫期に及
２
ぼす影響
概要 収穫時期が梅雨時期と重ならない極早生・早生品種が本県で相応し品種であり，
晩生品種は腐敗がみられ減収した。また，播種期が遅れると越冬後の生育遅延
の影響で減収することが明らかにした。
氏名
細川 奨（農業研究科）
題名 スプレーギク12月出し栽培でのCO2株元局所施用による切り花のボリュームアッ
２
プ効果の検討
概要 ハウス内のCO2が不足しやすいスプレーギク３月出し栽培でCO2株元局所施用に
よる切り花のボリュームアップ効果が期待された。
(２)

プロジェクトの入賞
農業研究科２年圓裕詞の「奄美大島における高品質タンカン生産での省力化対策の検
討」が，令和３年度全国農業大学校等プロジェクト発表会・意見発表会においてプロジ
ェクト発表（研究課程）の部で特別賞を受賞した。

４

進路の状況（令和３年度卒業生）
雇用就農：１名 農業関連企業：１名

研修後就農：１名
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