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大学院入学式
桜も散りはじめた４月７日に大学院入学式
に行ってきました。今年から父兄等関係者の
方々も参加できる様にと、体育館ではなくみや
こめっせで行われました。遠かった…

ちらほら見えて、これもまた京大らしいなって感
目次：

じました。
総長の話は開始
５分で睡魔に襲わ

式は合唱部と思われる方々の重厚な歌声

れ全く頭に入ってこ

で始まり、全く知らない校歌、総長の話と続き

なかったですが、２

ました。卒業式とはまた雰囲気が違い仮装し

年間がんばろう！って気になりました。行ってよ

ている人はいなかったのですが、普段着の人が

かったです。

（JC)

(｡･ω･)ﾉいまさら加藤牧場の紹介('-'*)
北緯４１度２０分、本州の北の端っこ、恐山のふもとに僕の
生まれ育った加藤牧場があります。今回は我が家のことを紹
介しようと思います。
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青森県はいわずと知れた農業大国です。そんな青森のなか
でも僕の生まれた地域には畜産が集中的に分布しており、地

今年は、春の長雨や寒波
があったにもかかわら
ず、3月中旬から咲き出し
た桜が、4月上旬まで楽し
ませてくれました。特に
桜吹雪が、例年よりもき
れいだったように感じま
した。客員教授のアレッ
クス先生も、初めて哲学
の道の桜並木を訪れて、
感激していらっしゃいま
した（＾＾）。留学生の
チチさんは、桜ソフトク
リームの大ファンです♪

域の基幹産業となっています。
僕の実家では酪農を営んでいます。規模は大きくないです
が、大自然に囲まれて牛たちものーんびりと暮らしています。だ
からうちの牛乳はおいしい！！
そういえば大自然すぎてクマやカモシカもよく出てくるんですよ
|)ﾟ0ﾟ(|カモシカなんて意外と人懐っこくて、野生のくせにいつ
も家のすぐそばまで来るので、窓から行動観察できます。そ
して、すぐ近くの川ではイワナも釣れます！塩焼きにすると超うま
い！！さらにさらに、春はもう山菜とれとれです！タラの芽なん
かもう飽きるほど採れます！！ミズバショウもきれいに咲くんだぁ
～！とまあほとんど自然自慢ばっかりですが、自然環境との共
生とともに経営の安定、向上みたいなことを考えるとなるとまた
むずかしいハナシで…そんなことを考えながら勉強、研究してい
る日々です。
なにはともあれ、いいトコでしょ∩( ´∀｀)∩遊びに来てね～！

（かとう）
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好評連載 広岡先生の随筆
34 朝令暮改
○
学生諸君から話を聞くと、最も困ることが、われわれ教員の言ってい
ることが時によって、異なる点であるらしい。われわれの研究室の学生
たちのみならず、最近の若者たちの不満の一つに、年配の上司の言っ
ていることに一貫性のない点があると聞く。このことは、ある意味、信
頼関係が最も崩れる原因になっているようにも見受けられる。今回は、
この点について、われわれ年配者の視点から述べてみることにする。
まず、学生諸君に知っておいてもらいたい前提は、以下の３点である。その一つは、年齢を重ねる度に人は、前頭前
野が老化してくると言う事実である。その現れの一つが、会話の中に指示代名詞が増えてくることである。日ごろから
西尾君の「『これ』とは何のことですか」という鋭い突っ込みを受けながらも、指示される学生の立場に立つと的確な指
示がないと困ることは、十分理解できるので、たとえムッとしつつも、悪いのはこちらとじっと我慢して、『これ』の内容を
言い直すようにしている。第２は、短期記憶の取り込み障害である。すなわち、ずっと以前のことは鮮明に覚えている
が、近々のことをしばしば忘れてしまうことである。私も５年前までは手帳をもたずともほとんど困らなかったが、最近
は大石先生にインストールしてもらったパソコン用のカレンダーなしではまったく時間管理ができなくなっている。第３
は、学生の数が増えるにしたがって、おのずから学生一人一人との関係は薄くなり、その結果、指示の曖昧さが等比
級数的に増加する点である。学生諸君にとっては、私は一人であるが、私にとっては20人学生がいれば20人分の情
報を頭に入れておかなければならず、当然個々人に対する記憶の誤りは多くなってくる。
これらの前提に立った時、私は、学生諸君と言った言わないの議論になった場合、まず、自分の非を認めるようにし
ている。これは、もし私に言ったことの記憶がなければ、特に、若く、頭が明晰で記憶力に富んだ京都大学の学生には
かなわないと認めざるをえないからである。
しかし、その一方でよくある誤解の一つに、学生諸君の方にも問題のあると思われる典型的なケースがある。以前、
ある問題の解決法としてAの方法をある学生に言っていたが、その後、あまりにも進行が遅いので、いらいらして私も
同時に考え、新しいBの方法を思いついたので、Bの方法をその学生に勧めたところ、その学生はムッとしたと後に聞
いたことがある。この場合、先生に先に問題を解答されたと悔しがるのであれば理解できるが、以前言ったことと変っ
たと怒るのはまったくのお門違いである。もし、その変更に異論があるのであればすぐにそのことを言い、なぜ変更し
たかと聞いてくれれば、こちらの方もその理由を述べられるのであるが、多くの学生はそこで先生が言っていることを
コロコロ変えたと気分を害し、そのまま黙ってしまい、場合によっては、悪感情のみが蓄積されて、関係が悪化するこ
ともあるようである。しかし、この場合は、もし、先生の言っている方が正しいのであれば、本来は学生諸君の方が恥じ
るべき問題であり、十分反省すべきことである。先生の言っていることが変り、納得できないのであれば、ぜひその理
由を聞くように心がけるべきである。そのことが、意思の疎通よくし、信頼関係を保つ最適の方法と言える。
最近の若者は、縦の社会の経験が乏しいせいか、年配の人の立場が理解できないことが多いようである。朝令暮改
の指示に対する対処法の一つは、まずストレートに変更のあったこととその理由について聞いてみることである。そう
されて、腹を立てる年配の人がいれば、問題はその人の方にあり、上司失格と言える。また、同時に、若い諸君も、必
ず年をとり、明晰な記憶力も老化とともに劣ってくるものと知り、思いやりの気持ちを持つべきであろう。
広岡博之
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山羊の薬局

新メンバー紹介～第1弾～
今年度の畜産資源新メンバーを御紹介し
ます。第１弾は、静岡大学から畜資に進学し
た小栗君です。E303の住人です。
①小栗道政（おぐりみちまさ）
②おぐ
③11月24日
④A型
⑤愛知県
⑥半田東高校

新メンバー紹介～第２弾～
続いて第２弾は、新４回生の安在君。E307
に生息中です。
①安在弘樹（あんざいひろき）
②あんざい、ひろき
③1987年05月11日
④A
⑤大阪府泉佐野市
⑥大阪星光
⑦スノーボード
⑧ちくわ、ビール
⑨黄砂

①名前②なんて呼ばれたい？③誕生日④血
液型⑤出身地⑥出身高校⑦特技⑧好きなも
の⑨嫌いなもの⑩長所⑪短所⑫ひとこと

街を歩いていたら、山羊の
看板を発見！良く見ると
「処方せん受付」とあります。

⑦運動、お昼
寝
⑧チキン南蛮
⑫みんなで仲
良く楽しく過ご
していきたい。

何と山羊の薬局がありまし
た！かなり可愛い目の山羊
キャラクターですが、山羊ファ
ンにはちょっとうれしい発見で
した。

①名前②なんて呼ばれたい？③誕生日④血
液型⑤出身地⑥出身高校⑦特技⑧好きなも
の⑨嫌いなもの⑩長所⑪短所⑫ひとこと

⑩どこでも生きてい
ける。マイペース
⑪気が利かない、
朝弱い。
⑫これからは真面
目にやります。

部活報告
畜産資源ダーツ部が4月23
日と30日に、ボーリング部
が5月2日に活動を行いまし
た。ダーツ部、ボーリング部
共に参加者を随時募集中です
ので、気軽に声をかけてくだ
さい。
ダーツ部・ボーリング部有志

アレックス先生の歓迎会
3年ぶりの来日となるKahi

Alexander先生の内輪歓迎会

です。

が、広岡先生の音頭で開催されました。アレックス先生は、

さて、歓迎会は、アレックス先生の好き

2004～2006年11月まで、学術振興会の外国人特別研究員

な焼き鳥を食べに行きました。アレックス

として畜産資源に在籍されていました。今回は、ブリッジフェ

先生は、今が旬の竹の子の塩焼きをリク

ローシッププログラムという制度で来日され、5月末までの2ヶ月

エスト。一方、広岡先生は、日本の味と

間滞在されています。前回の滞在と異なり、今回は、当研究

して、何故か「タコわさ」をしきりに薦めていらっしゃいました。お

室での共同研究に加え、国内

酒の飲めないアレックス先生ですが、コーラに焼き鳥で楽しまれ

研究者の方々との交流や研究

ていたようです。話は食べ物から、やはり研究の話へ・・・

所訪問もプログラムに入ってい
て、なかなかお忙しいようです
が、合間を縫って、研究室で
も、数回講義をしてくださるそう

前回の日本滞在中は、アレックス先生の指導のもと、研究室
から多くの論文を国際学会誌に投稿し、業績を上げました。
今回も研究協力は惜しまないとおっしゃってくださっているので、
皆さん頑張りましょう！

（ようこ）
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今年度の
GOAT BULLETIN
最近のアクセス解析による
Goat Bulletinのページの結
果は、3週間で153回のペー
ジビューがあり、アクセス元の
調査では、全国各地のみな
らず海外からも閲覧されてい
るということで、愛読者の皆さ
ま、どうもありがとうございま
す。
現在、Goat

Bulletinは、

研究室内の情報共有と記

新メンバー紹介～第3弾～
新メンバー紹介の第3弾は、新4回生の西
田君。E303 で格闘中です。
①西田俊也（にしだとしや）
②にしだ
③S.62.11.25
④A型
⑤大阪
⑥洛南
⑦ローキック、あらゆる攻撃に耐えれます。ほか
には寝技とか。
⑧下ネタ

①名前②なんて呼ばれたい？③誕生日④血
液型⑤出身地⑥出身高校⑦特技⑧好きなも
の⑨嫌いなもの⑩長所⑪短所⑫ひとこと

⑨ちゃらい大学生
⑩持久力がある（いろんな
意味で）
⑪優柔不断
⑫飲み会とか、麻雀とかは
めっちゃ好きなので、いつで
も誘ってください。みんなで
体を動かしたりもしてみた
いです。

録、畜産資源OBへの情報
提供、研究室の広報など多
面的な役割を担っています。
そこで、畜産資源では、今
年度最初のゼミで、Goat

ネパール再訪！
今年の3月に3週間、ネパールに行ってきまし

ネパール生活で水牛肉にも慣れてきましたが、

た！2回目です！

ネワール料理には初めての水牛料理がいっぱい

Goat Bulletinの存続の如何

ネパールは様々な言語、文化を持つ多民族で

です。特に珍味。水牛の脳みそ・舌・胃・乳房・

②記事の内容について③担

構成されている、多民族国家です。ネワール族

脊髄など、めずら

当者についてでした。多数決

は1000年程前からカトマンズに住んでいるとい

しいものを食べま

の結果、今年度もGoat

われる民族で、ネパールの人口の5.5%を占める

した！水牛肉は

Bulletinは存続することにな

6番目の民族です。彼らは独自の文化を開花

硬いですが、脳み

り、編集協力担当は、昨年

させてきました。そんなネワール族の料理は美味

そは、食感がとろ

通り月ごとに割り振ることにな

しくて有名です。

んとろんで、白子

Bulletinについての話し合い
を行いました。議題は、①

りました。内容については、
研究室全員で校閲作業に

というわけでネ

取り組み、できるだけ品質の

パール最後の夜

高いニュースレターとして皆さ

に、ネワール料理

まにお届けしたいと考えてい

を食べに行きまし

ます。お気づきの点があれ

た。場所はキル

ば、どんどんご意見やご感想

ティプール。丘の上に作られたネワール族の町で

をお送りいただきたいと思って

す。入り組んだ石畳の路地をのぼっていくと、お

い ま す 。 あ て 先 は 、

目当ての店に到着しました。

<yoko3t@kais.kyotou.ac.jp>です。今年度も、
Goat Bulletinをよろしくお願
い申し上げ
ます。

ちなみにネパール人の約90%がヒンズー教です。
なので神聖な動物である牛は国内飼養頭数
が一番多いのですが、食用としては飼養されて
いません。メスは乳用、オスは土地を耕すなどの
労働力となります。そのためネパール人は鶏、ヤ
ギそして水牛を主に食べます。そしてネワール族

編集長

は水牛料理が得意です！

みたいで美味しかったです。味付けは基本的に
スパイシーで辛いです。なので飲みものがよくす
すみます。ここではネパール版どぶろくであるチャ
ン、シコクビエから作られロキシーという地酒をみ
んな飲んでいました。ロキシーのアルコール度数
はとても高く、火をともすといつまでも燃え続けて
いました。
そんな感じで丘
の上から見下ろ
すネパールの町
に思いを馳せ、
料理に舌鼓を
打ちながら最後
の夜が更けていきました。
Araki

Laboratory of Animal Husbandry
Resources

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

電話 075（753）6365
FAX 075（753）6365
http://www.animprod.kais.kyoto-u.ac.jp/

今月のゼミ
今月のゼミは、
5月11日（火）
西田・前野（4回生演習）
14：45-16：15
5月18日（火）
石田・小栗・稲垣（文献紹介）
14：45-16：15
5月20日（木）
中川（靖）・荒木（研究者会議）
10：40-12：00
5月25日（火）
中川（智）・イクバル・柳（文献紹介） 14：45-16：15
5月27日（木）
木村・石田（研究者会議）
10：40-12：00
の予定です。変更がある場合には、お知らせしますので御注意下さい。

E103
E103
E074
E103
E074

GOAT BULLETIN

ゼミ係り

畜産資源学研究室

学生実験
5月12･13日に行われる学生実験の人員配置は以下の通りです。
5月12日(水)塚原･柳･石田･木村･安在･徳山(中川靖：準備補助）
5月13日(木)竹内･スリタヤニ･稲垣･小栗･西田･前野(兒嶋:準備補助)
TA係

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
せも大歓迎です。下記のアドレスまでどしどし
送信してください。
E-mail: yoko3t@kais.kyoto-u.ac.jp

今月のイベント
5月6日（木）18：30より、農学部近くの“噂の”おしゃれなバーで新入生歓
迎会を開催します♪お店の場所がわからない人は、研究室から一緒に行きま
しょう！
イベント係り

♡幸♡報告
畜産資源H20卒業生の入江(旧姓上原)幸さんが、
4月3日に京都国際ホテルにて結婚披露宴を上げら
れました！おめでとうございます&末永くお幸せ
に～

2010年 5月の飼育当番表
日

月

火

水

木

金

土

4/25

26

27

28

29 昭和の日

30

1

2

3 憲法記念日
石田

4 みどりの日
前野

5 こどもの日
西田

6
木村･安在

7

8

9 母の日

10

11

12
稲垣･荒木

13

14

15

16

17

18

19
イクバル･加藤

20

21

22

23

24

25

26
酒井･中川(靖)

27

28

29

30

31

6/1

2

3

4

5

編集後記 GWに入る直前、雨の中自転車で転倒して、後頭部を5針縫う怪我をしました。皆さん、御心配&御迷惑をおかけしてすみませんでした。
抜糸も済んで、順調に回復していますので御安心下さい。ただ、この先の梅雨が今から心配です。自転車に傘を取り付けるのは風にあおられて危
険だというし、家から大学までのバスは出ていないし、歩いてくるには荷物も多いし距離もある。あ～どうしたものでしょう。何かいい方法を御存知の方
は、編集部までよろしくお願いいたしますm（_ _）m

