
アメリカ山羊研究所 

 (社)畜産技術協会の支援を得て、アメリカオ

クラホマ州にあるラングストン大学山羊研究所

< http://www.luresext.edu/GOATS/

index.htm >で一ヶ月間の研修を受けることに

なりました。研修の目的は、先進国からの畜産

新技術の導入により、我が国の海外協力の

質的向上および国内の山羊飼養の発展に貢

献することです。 

 さて、日本獣医生命科学大学の小澤先生

にご紹介いただいたこの研究所は、世界でも

指折りの山羊研究センターで、アメリカ農務省

と連携して、多方面にわたる山羊研究を行っ

ています。山羊(主に乳用種）の栄養学を研究

の柱としていますが、山羊乳と山羊乳製品、

肉用種、毛用種の製品加工、疾病予防など

など、山羊に関するあらゆる研究がされている

感じです。これらの研究成果を一般に普及す

る目的で、地域住民に対するワークショップの

開催や山羊祭りも行われています（山羊祭りに

は、全国から500人もの人が集まるそうで

す！）。また、開発途上国への技術協力もこの

研究所の主軸で、エチオピア、エジプト、ケニ

ア、イラク、中国、北朝鮮などでの調査研究、

技術普及が実施されています。 

 研究所のスタッフは、論文でよく名前を見かけ

るすごい先生方ばかりですが、皆さんとっても気

さくでフレンドリーです。日本と同じように『山羊

仲間』の連帯感があるのか、すぐに打ち解けて

楽しんでいます。山羊の話では、時間を忘れて

白熱した議論になります。1ヶ月と短い期間で

はありますが、せっかくのチャンスなので、できるだ

けたくさんのことを吸

収して帰りたいと思

います！ （ようこ） 

比叡の山頂がすっかり雪

に覆われました。冬本

番、重たい雪が降ること

もしばしばでしたね。高

速道路のサービスエリア

で、女の子が一生懸命雪

だるまのカップルを作っ

ているのを見かけました

（上の写真）。寒い中、

彼女は何を思って作って

いたんでしょうか…？な

んとなく暖かい気分に

なって、雪だるまの写真

を撮らせてもらいまし

た。雪は、こんなお土産

も時々届けてくれますね

（＾＾） 
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 久しぶりに畜舎のメンバーの最新スナップをご

紹介します～。先月号にもちらっと記載があり

ましたが、昨年畜舎のメンバーの入れ代わりが

あり、現在は山羊３頭と、緬羊６頭が当研究

室の仲間です。山羊達は、冬に入って放牧地

の草が減ったこと

から、今は一日中

畜舎でのんびりし

ています。あの可

愛らしかった姿は

どこへやら、すっか

り成長して立派な体格になりました。ちぃちゃん

だけは、小さかった頃の面影が少し残った雌顔

をしています。ぽんちゃんは、正真正銘のおっさ

ん顔ですね～。 

 あどけない顔で六甲山から

引っ越してきた緬羊たちは、

この半年で大きく成長し、実

験に用いられる準備が着々

と進められています。実験の担当者で、インドネ

シアからの留学生イ

クバルさんが、山羊

係りとして飼育当番

表の作成や実験前

処 置 に 奮 闘 中 で

す。みんなも陰なが

ら心配、いえ応援しています（＾＾）。 

 ２００９年もみんな元気で頑張れ！ 

今年もみんな元気です！ 
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好評連載 広岡先生の随筆 

⑲執着心と素直さ 

 本シリーズにおいてこれまで、研究者に重要な資質として、努力する能力と物事

を早目に行う習慣について述べてきた。最近強く感じるのは、これらの点に加えて、

執着心と素直さが研究者にとって重要な資質と思うようになってきた。 

 執着心とは言うまでもなく、物事に対するこだわりで、ここでは研究に対するこだわ

りを指す。研究対象となる物や事項に対して、強い興味を持ち、そこから問題を見つけだし、強いこだわりをもって、その問

題の解決に当たることは研究の本質であり、原点である。多くの研究者は、ひとたび解決すべき問題を見つけたら、夜も昼も

関係なく、果ては夢の中ででも問題解決に向けて、思考を続けることになる。夢の中で世紀の大発見が得られたと言うエピ

ソードはどこにでもある話である。研究者の中には、夢で得られたアイディアや問題解決法を忘れないように、常時枕元に紙

と鉛筆を用意している人も多いと聞く。私も夢の中でよい考えを思いついたことが一度や二度ではない。その度に、人間の

脳のメカニズムと夢を見ることの神秘さについて考えさせられることになる。 

 京大生を見ていると、幸い、執着心を持っている学生が多い。しかしながら、せっかくこの能力に優れているにもかかわら

ず、研究の本質とは異なる箇所にこだわるあまり、その他のことが見えなくなって、無駄な時間を浪費しているものもまた多

い。このような学生を見ていると残念でならなくなる。 

 一方、素直さについては、京大生は平均以下というのが私の意見である。ここで言う素直さとは、他人の意見を素直に聞け

る能力のことである。素直であることは、一見、誰にでもできる簡単なことと思われがちであるが、人によってはこの当たり前で

あることが、なかなか難しいようである。特に自己主張の強いものほど、この能力に劣っているように見受けられる。自己主張

の強いものは、自己の考えや行為を正当化しがちで、人の意見を素直に聞けないようである。自分の書いたものをうまく推敲

できないものや明らかな誤りを指摘されてもその誤りを認められないものは要注意である。人の意見を素直に聞けないもの

は、理解が遅いと見なされ、能力以下に評価されたり、あるいは反抗的に見えて、人の支援が得にくくなるものである。その

結果、損をすることになる。特に身に覚えのあるものは、この点は肝に銘じて、じゅうじゅう気をつけるべきである。なお、素直

であることと従順であることとは異なり、何でも人の言うことを信じて疑問を持たないものは、研究者としては失格である。 

 研究者として身を立てようとするものは、この執着心と素直さの両方の資質を持つことが重要である。しかしながら、一般的

に言って、これら両方を兼ね備えることは難しいようである。執着心が強ければ強いほど、素直に人の意見に耳に傾けること

は苦手な傾向があり、また逆に素直な人ほど執着心が弱い傾向がある。しかし、これらは決して反義語ではなく、研究に対し

ては強い執着心を持ち、また他人の言うことに耳を傾けることは十分可能である。これらの資質を両方持てるように日頃から

心掛けることが肝要である。                                                   広岡博之 

かねちゃんと飲みました。 

昨年末にちくし卒業生のかねちゃんこと金島さんと名古屋

で飲みました。 

河合塾の本社がある千種にて待ち合わせ、かねちゃんの手

羽先は譲れないという意見から、手羽先で有名な（？）世

界の山ちゃんへ行きました。 

久しぶりの再会で、ちくしのことちくしのことちくしのことと話題

は尽きることなくしゃべりまくりでした。 

楽しい時間はあっという間に過ぎ、お会計の時間に。「〇

番さん、おあいそです！」と元気のいい

黒人の板前さんの声と共に、 

金島さんのぶ厚い財布からお金が！さ

すが社会人！ごちになりました。ありが

とうございました。 

それから2人は、さらに酒を求めてよる

の街へ繰り出していきました。 

   Dr.ういろう 



お勧め図書 

 久しぶりにルネのBOOKセンターを覗いたら、

1月20日にアメリカ大統領に就任したバラク・オ

バマ氏に関する本の特集コーナーがありまし

た。しかも、どこからともなく、大統領選挙での

勝利宣言スピーチが流れてきていました。その

後、研究室へ戻って、みんなでYoutubeから配

信される大統領就任演説に聞き入りました。

すごい影響力ですね～。 

 さて、今回ご紹介するのは、『科学英文技

法』 （兵藤申一著、東京大学出版会、定価

3780円、初版1986年3月30日、ISBN978-4-

13-060103-0）です。これも広岡先生から薦め

られる本で、研究室で英語の論文を書いたこ

とがある人は、全員が持っているのではないで

しょうか？ この本は、東大物理工学の教授の

執筆によるもので、巻頭に「同じ題名で筆者が

行ってきた講義の内容を中心としている」と書か

れています。英語で論文を書く場合の、基本

的な組み立てから、論文英語の慣用表現、語

句や文のつなぎ方などなど詳しく書かれていま

す。私も論文を書く場合には、この本と文法書

の2冊を辞書代わりのように使っています。実務

英語を勉強するようになってから、「英語はいい

日本人の先生に習うべき」と感じています。とい

うのは、英語に対する日本人の問題点は、日

本人が一番よく知っていると思うからです。日本

人の先生に『あなた、こんな言い回ししていませ

んか?』と言われて、冷や汗をかいたり、目から鱗

が落ちたりすることが何度もあります。この本も

そんな痛いところを突いてくれる、お役立ちの一

冊です。 

（ようこ） 
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北野天満宮へ行ってきました。

早くも梅が咲いていて、「東風

吹かば…」の歌が心に遠く九州

を思い起こさせます。 

天神様といえば牛ですが、北野

天満宮にはたくさんの牛がいま

した。色も形も様々です。こん

な子牛を連れた臥牛も！ 

糸島の牡蠣 

博多から車で約1時間、漁協近

くの漁師小屋で岩牡蠣を食べて

きました。11月から3月までの限

定で、なんと1kg800円！取れた

ての牡蠣は生でも網の上で軽く

焼いても美味。しかも持ち込み

OKです。私たちは、シャブリと粉

チーズ、レモンを持ち込んで、冬

の味覚を堪能しました！このほか

佐賀県竹崎でも牡蠣小屋が出

店しているそうです。 

バレンタインって…どうよ？ 

 ローマ帝国時代、皇帝に逆らって恋人達の

思いを叶えた咎で殉職した、バレンタイン司祭

にちなんだと伝えられている聖なる2月14日。

今年のバレンタインの話題と言えば、『逆チョコ』

（また新語登場ですね＾＾；）。畜産資源の皆さ

んはどうでしょう？という訳で、当研究室の皆さ

ん(男性１３名、女性４名）にバレンタインデーに

対する思いを伺ってみました♥(配布数１７、回

答者数１０） 

Q1.あなたにとって、バレンタインデーとはどんな

日ですか？ 

A1.彼女からチョコをもらう日。特に気にしない。

特に意識しない。ありがた迷惑な日。普段の

一日。男が彼女とか奥さんに感謝を表す日。

特に必要ない。 ３／１４に向けてお金を貯める

日。高校のときは女の子でお菓子を持ち寄っ

て食べる素敵な日でしたが、今は、義務感み

たいなものにさいなまれる面倒な日(笑）。チョコ

をもらう日(逆チョコ)。世の中が騒がしい。プレッ

シャー。  

Q2.バレンタインに欲しい(あげたい）チョコレート

は？ 

A2.海外高級ブランドチョコレート、国産ブランド

チョコレート、国内メーカーのチョコ、ビターチョ

コ、抹茶やイチゴなどフレーバーチョコ、ウィス

キーボンボン、ナッツ入り、パフチョコ、手作り、ゲ

テモノではない面白系、などお好みは様々でし

た。「何でも」「こだわらない」という意見は２票で

した。 

Q3.チョコレート以外で欲しい物は？ 

A3.和菓子やケーキなど、和洋問わず甘いもの

という意見と、手袋やマフラー、ニット帽など小

物という意見に二分されました。少数意見で愛

情、酒、思いつかないというのもありました。女

性陣に聞いた「あげたいもの」は「相手が欲し

がってたもの」。 

Q4.バレンタインデーにもらいたくない（あげたくな

い）ものは？  

A4.ホワイトデー期待してるから、の一言。お返

し目的の表面的な笑顔。「ごめんね」という言

葉。離婚届。愛のこもっていないもの。同性か

らのプレゼント。思いつかない。甘いチョコ。せん

べい。 
 

 いかがですか？意外にバレンタインに対する否

定的な思いや意識しないという意見が多かった

ですね。その割には、皆さんチョコレートやプレゼ

ントに対するこだわりもお持ちのようで…。逆チョ

コ願望もありました。さて、来週のバレンタイン

デーの参考になりますかどうか…（＾＾；） 



お店紹介① 

 普段、畜資のメンバーがお世話になっている

お店をご紹介します～。 

 第1弾は、お酒好きのメンバーが、ちょこちょこ

お世話になっている信州料理「桐生｣です。肩

肘張らない小料理という感じで、なんと我が家

から徒歩１分。これなら研究室のみんなと盛り

上がって、どんなことになっても(？)迷惑をかけ

ずに帰宅できる安心感…いやいや、そればかり

ではありません。生ビールはエビスで、お料理も

美味しく、ちょっと家庭の味が恋しくなると寄りた

くなります。お通しも凝っていて、ついついお酒が

進みます。年間を通して人気なのが鯵フライや

煮物、出し巻き卵になめろう(鯵のたたきを味

噌で合えたもの。絶品です）、たこの刺身、ポテ

トサラダなどなど。冬にはカキフライやおでんも

登場します。信州料理ならではの鯉料理や、

馬刺し、締めの信州そばや五平餅もあります。

カウンターには大きな焼酎甕があり、その焼酎

を蕎麦湯で割ると美味しくて悪酔いもしないと

か。カウンターのほかに和室の広間があり、団

体客も受け付けてくれます。基本的には、近

所の常連さんが多いのですが、意外なことに外

国人のお客さんも多く訪れます。そんな時には

電話がかかってきて『洋子ちゃん、お相手してあ

げて～』(笑）。 

ぜひ皆さんも桐生家にお邪魔して下さい。お父

さんの「えいちゃん」と、お母さんが優しい笑顔で

迎えてくれますよ♪営業時間は５時くらいから１

１時くらいまで(応相談)。定休日は毎週水曜

日です。アクセス市バス下鴨神社下車、下鴨

本通のローソンの北の信号を左折、100m。電

話番号075-722-9370        （ようこ） 

コラム： 一言一考⑪ 

「教育」 

 

その人が成長する手伝いをす

ること。人は成長に喜びを感じ

るように出来ている。教育で

は、その成長の過程で妨げと

なる引っかかりを取り除き、壁

を超える手伝いをするのではな

いであろうか。従って、教育に

おいては、その人の引っかかり

や壁が何かを見抜くことが必要

であり、その手段もそれぞれの

人に対して必然的に異なる。 

 

（明太子） 

アイスストームという現象を

ご存知でしょうか？雨が地上

に落ちた刺激で瞬時に凍結す

る現象です。体験してみる

と、雨が降っているのに、地

面からじわじわ凍り付いてく

る感じです。車のフロントガ

ラスの端っこから徐々に凍り

付いてきます。ヒッチコック

の 映 画 （ 古 い で す ね ～ ＾

＾ ； ） を 見 て い る よ う な

ちょっとした恐怖感に襲われ

ました。でも、アイスストー

ムが去った後には、快晴が訪

れます。木々が凍ったところ

に太陽がまばゆく反射して、

それは素敵な光景ですよ。 
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～アメリカンライフ～ 

 ここは、ラン

グストン大学

から車で30分

ほ ど 北 東 へ

向かったオクラ

ホ マ 州 立 大

学スティルウォーターキャンパス寮。日本の大学

の寮とは違い、単身、夫婦、家族向けといろい

ろなタイプがあり、設備も充実していてゲストハ

ウスといった方がしっくり来るかもしれません。私

の部屋は、９１号棟２階の２LDK、4人家族が

ゆったり生活できる広さです。窓の外にある大

きな樹には、リスのカップルが住んでいて、毎朝

追いかけっこをしたり、どこからか木の実を探し

出して食べたりと、忙しく走り回っています。室

内は１０畳ほどのリビングにテーブルとソファが４

つ、机とテレビがあります。2つのベッドルームに

はセミダブルのベッドとクローゼット、チェスト、バ

スルームにはアメリカ人サイズのバスタブも付い

ています。有線のLANも各部屋に付いていて、

便利この上ありません。強いて言えば、洗濯を

使うにはランドリーまで行かなくてはならないのが

玉に瑕というところです。キッチンは、4口のガス

コンロに七面鳥が丸ごと焼ける大きなオーブ

ン、電子レンジもあって、お料理し放題。２口シ

ンクの片側にはディスポーザーがあって、生ゴミを

投入するとどんどん

粉砕処理してくれま

す。あ～こんなキッチ

ンが私の下宿にもあ

れば良いのに･･･。こ

のほか、コーヒーメーカーやトースター、食器類も

4人分揃っていて、調味料と食材さえ仕入れれ

ば、すぐに食事が作れます（ただし食器はどれも

日本の1.5倍、気をつけないととんでもない量を

盛り付けてしまいます…）。という訳で、近くのお

馴染みWalmartへ買い出しに行きました。お料

理心をくすぐる食材が豊富にあるばかりでなく、

冷凍食品もインスタント食品も日本とは比べ物

にならないバラエティーの多さで、ちょっとワクワク

ついでに買ってしまいました。レンジで3分のラビ

オリ280Kcal、日本にもあるのかなぁ？今日は、

日本では高くて手が出ない西洋野菜を買い込

んで、大鍋いっぱいにキャ

セロールを作りました♪サ

ミュエルアダムスで乾杯～                 

（ようこ）  

飛行機から富士山を望む 



編集後記 人を指導する立場の人間の「あり方」について興味深いことを教わりました。ボリビア人でありながら、ラングストン大学農場マ

ネージャーとして絶大な信頼を得ている彼の言葉「父親であってはならない、個人を尊重できる人間であれ」。つまり父親は子供のことを

一番良く知っていると思って「ああしろ、こうしろ」と言い、一方の子供は「自分が一番いい方法でやりたいのに、認めてもらえない」と思って

いると言うのです。自分達の将来に一番深刻で、すべきことを一番良く知っているのは、指導を受ける本人たちなのだと。なるほど～。 

畜産資源学研究室 

Department of Animal Husbandry 
Resources, Kyoto Univetsity,  
Faculty of Agriculture 
Oiwaketyo, Kitashirakawa, 
Sakyo-ku Kyoto 606-8502 Japan 

Tel: (+81)-75-753-6363 
Fax: (+81)-75-753-6373 
http://www.animprod.kais.kyoto-u.ac.jp/ 

GOAT BULLETIN 

Laboratory of Animal Husbandry 

Resources 

お知らせ 

今月のゼミ 

今月のゼミは、 

 ２月 ４日（水）竹内・椎野(修士論文発表会）  14:45～ 

 ２月１０日（火）イクバル・木村･兒嶋(中間報告) 14:45～ 

 ２月１３日（金）中川・柳(卒論発表会）     13:00～ 

の予定です。教室はW-210です。また、変更等がありましたら、逐次

お知らせいたします。                  ゼミ係 

研究室メンバーの動向 

1月26日から2月25まで塚原さんがオクラホマのラングストン大学山

羊研究所で研修中です。卒業生や修士修了生の卒業旅行の噂もちらほら

入っています。３月上旬には、研究室の引越しがあります。 

今月のおみや 

今月も各地からいろいろなおみやが届きまし

た！北海道からは、じゃがポックル、白い恋

人、マルセイバターサンド、六花亭チョコ、ロ

イズチョコ、名古屋の坂角さくさく日記、調査

出張先からはすだち専科サブレ、うずまんじゅ

う、オバマまんじゅうがお土産に届けられまし

た。一足早いバレンタイン（？）でゴンチャロ

フのチョコレート 。いただきま～す。 

GOAT BULLETINは、皆様の投稿記事で成

り立っています。形式・文字数は問いません。

また、読者の方々からのご意見やお問い合わ

せも受付中です。下記のアドレスまで送信して

ください。 

E-mail: yoko3t@kais.kyoto-u.ac.jp 

2009年 2月の飼育当番表 

日 

 

月 

 

火 

 

水 

 

木 

 

金 

 

土 

 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

現在工事中です。 

しばらくお待ち下さい 


