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ど最先端の科学技術や地域に根ざした実践的農学を教職
員や大学院生とともに生き生きと学び、研究者、技術者、教
育者など農林業関係分野で幅広く社会に貢献できる人材に
育つことを期待しています。
Agricultural science supports life, food, and environment.

The goal of the Faculty of Agriculture, Niigata University, is to
foster students to become scientists, technicians, or specialists, while
learning both elementary knowledge and practical applications in
農学部では、食料生産と環境保全に関して幅広い基礎学 agricultural science. We expect graduates to work not only in their
but all over the world.
力と総合的応用力を持ち、我が国のみならず世界で活躍で home country,
In the 20th century, science and technology advanced remarkably,
きる人材を育てることを教育目標にしています。
and our lives became convenient and comfortable. We hardly spend
20世紀に科学技術が急速に進歩し、私たちの生活は便 a day without using the telephone, TV, or car. In agriculture, the
yield and productivity of crops increased several fold in the 20th
利で快適になりました。今では電話、テレビ、自動車などの century,
mostly due to the development of chemical fertilizers,
ない生活は考えられません。農業でも化学肥料や農薬の使 breeding, cultivation methods, improvement of farmland irrigation
systems,
and the use of farm machines. These advances in
用、品種改良や栽培法の改善、農耕地整備と機械化などに
agriculture support the world population, which increased from 1.5
より作物の収量や生産性は著しく向上し、20世紀に15億 billion to 6.1 billion during the 20th century.
However, the abuse of science and technology in the 20th century
人から61億人に増加した世界人口を養い続けることがで
seriously damaged humanity and the earth through chemical
きました。
pollution, global warming, over-use of resources, and the use and
一方、20世紀の科学技術は、化学物質による環境汚染、 disposition of atomic weapons. In agriculture, there are serious
problems all over the world, such as the decrease in farmland area,
地球温暖化、地下資源の枯渇、核兵器の使用と大量配備な the devastation of farmland and environmental pollution due to the
ど、多くの負の遺産も残しました。農業においても、都市化 abuse of chemical fertilizers or irrigation, and the decrease in the
of farmers and their successors.
や乱開発による農地の減少、過剰施肥、塩類集積による農 number
The world population is still increasing and it is estimated to
地の劣化や環境汚染、農業の担い手の高齢化と後継者不 reach over 9 billion by 2050, with 60% of the world population living
in Asian countries. The food self-sufficiency of Japan is about 40%.
足など深刻な問題に直面しています。
We cannot continue living on the earth without solving very difficult
世界の人口は、今後も増え続け、2050年には90億人 problems, such as sustainable food production, maintenance of the
に達しその約6割はアジアに住むと推定されています。また、 local and global environment, and recycling and efficient use of
materials and resources.
日本の食料自給率は約40%と危機的状態にあります。私
We welcome young people to study agricultural sciences, such
たちは、食料生産、環境保全、資源の有効利用という難しい as bioscience or field science enthusiastically at Niigata University
together with professors and graduate students, and we hope
課題を解決しなければ生き続けることができません。
you will become a leader of science, technology, or education, in
未来を担う若い皆さんが、農学部でバイオサイエンスな agricultural sciences in the future.

農学は「生命」
「食料」
「環境」を支える総合科学です。
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基本理念
農学部は、21世紀における「持続的な農業の発展と環境の保全」を目指し、総合的な教育研究を弾力的に
推進・発展させるため、以下のような目標を掲げています。
1．生物生産産業の発展、自然環境との共生に向けて、最新のバイオテクノロジーや情報科学等の科学技術を導入しつつ、
多様化する社会の要請に柔軟に対応し得る教育・研究体制の確立
2．地域農業の生産性の向上や農林業を基幹とした農山村の振興等に貢献する教育研究
3．国際的な視野を持ち、基礎科学と応用技術を活用できる人材の養成
4．学際的な研究の活性化及び地域貢献型プロジェクト研究の推進
Basic Philosophy
The goals of education and research in the Faculty of Agriculture, Niigata University, are as follows:
1. Active and flexible system of education and research in accordance with current social requirements, toward sustainable agriculture and
forestry in a sound natural environment.
2. Development of productive agriculture and stable local societies including mountain villages.
3. Education from an international point of view by means of basic sciences and new technologies.
4. Promotion of interdisciplinary research and regional collaboration projects.
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沿革
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昭和24年 5月

History

昭和24年法律第150号国立学校設置法の公布により「新潟県立農林専門学校」を母体として農学部
（農学科、林学科）発足

26年 4月

附属農場及び附属演習林を設置

28年 4月

総合農学科を設置

33年 4月

農学専攻科（農学専攻、林学専攻）
を設置

34年 4月

総合農学科を廃止し、農芸化学科を設置

38年 4月

農学専攻科（農芸化学専攻）
を増設

39年 4月

農業工学科を設置

41年 4月

畜産学科を設置

43年 4月

農学専攻科（農業工学専攻）
を増設

44年 4月

大学院農学研究科（修士課程）
（農学専攻、林学専攻、農芸化学専攻、農業工学専攻）
を設置
これに伴い農学専攻科を廃止

45年 4月

大学院農学研究科（修士課程）
畜産学専攻を設置

47年11月

新通農場を設置

49年 3月

五十嵐新校舎竣工

49年 7月

小金町から移転

61年 4月

大学院農学研究科生命システム科学専攻
（後期3年博士課程）
を設置

62年 4月

大学院自然科学研究科（後期3年博士課程）
（物質科学専攻、生命システム科学専攻、生産科学専攻、環
境科学専攻）
を設置

学科

Departments
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農業生産科学科
本学科には食料・資源経済学コース、植物生産学コース、
動物生産学コースの3教育コースがあり、自然の生態系を
重視した農業のありかたと生産力の向上および農山村地
域の発展方向を総合的に教育・研究することを目的として
いる。これらのコースでは、バイオテクノロジーや遺伝子
解析を始めとする先端技術の開発、農業生産環境や生態
系の保全、さらには農山村資源の総合的な利活用等に関

Department of Agrobiology
The department has three education courses: (1) Food and
Resource Economics, (2) Plant Production Science, and (3) Animal
Production Science, dealing with systematic education and
research on socioeconomic analysis, development of sustainable
agricultural production, and conservation of the ecological
environment. Particularly developing new technologies for animal
and plant production, e.g., biotechnology gene analyses, reproductive
biology as well as functional anatomy are fulfilled systematically.

する幅広い教育と研究を行っている。

応用生物化学科

これに伴い大学院農学研究科生命システム科学専攻は大学院自然科学研究科に振替
63年 3月
平成 3年 4月

RI 研究施設竣工
農学部の学科（農学科、林学科、農芸化学科、農業工学科、畜産学科）
を改組し、農業生産科学科、応用
生物化学科、生産環境科学科を設置

7年 4月
13年 4月

大学院農学研究科廃止に伴い、大学院自然科学研究科博士前期課程に統合
農学部を3学科3講座に改組
附属農場及び附属演習林を改組し、附属フィールド科学教育研究センターを設置

20年 4月

8専修コースに再編

分子生命科学コース、土壌植物資源科学コース、食品・
栄養科学コースの3教育コースを用意し、微生物・植物・動
物などあらゆる生物の生命現象の解析、および農林畜産
物の生産・加工・利用など広範囲の対象に対して、主として
化学的方法に基づいて問題解決を図る教育と研究を行う。
最新のバイオサイエンス・バイオテクノロジーを生み出す
高度な専門知識や各種の実験技術を習得し、食品・農業・環
境など日常生活に関連の深い研究・技術開発・教育などに

History
May, 1949
Apr.,
Apr.,
Apr.,
Apr.,
Apr.,
Apr.,
Apr.,
Apr.,
Apr.,

1951
1953
1958
1959
1963
1964
1966
1968
1969

Apr.,
Nov.,
Mar.,
Jul.,
Apr.,
Apr.,

1970
1972
1974
1974
1986
1987

Mar., 1988
Apr., 1991
Apr., 1995
Apr., 2001
Apr., 2008
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携わる有能な人材の養成を目指している。
Faculty of Agriculture was established by National School Establishment Law (law no. 150, 1949) based on the “Niigata
Prefectural Norin Senmon Gakko” college.
Establishment of University Farm and University Forests.
Department of Vocational Agriculture was established.
Special Study Courses in Agriculture (Agronomy and Forestry) were established.
Department of Agricultural Chemistry was established. Department of Vocational Agriculture was discontinued.
Special Study Course in Agriculture (Agricultural Chemistry) was established.
Department of Agricultural Engineering was established.
Department of Zootechnical Science was established.
Special Study Course in Agriculture (Agricultural Engineering) was established.
Establishment of Graduate School of Agriculture (for master courses) (Agronomy, Forestry, Agricultural Chemistry and
Agricultural Engineering). Special Study Courses were discontinued.
Establishment of Graduate School of Agriculture (Animal Science).
Establishment of Shindori Farm.
New School Building was Completed in Ikarashi Campus.
Faculty of Agriculture moved to new campus from Kogane-cho.
Establishment of Graduate School of Agriculture for Biosystem Science (Doctoral Program).
Establishment of Graduate School of Science and Technology (Latter Three-Year Course: Doctoral Program) (Fundamental
Science and Technology, Biosystem Science, Industrial Science and Environmental Science).
Graduate School of Agriculture transfered to Graduate School of Science and Technology.
Radio Isotope Laboratory was completed.
Departments of Agronomy, Forestry, Agricultural Chemistry, Agricultural Engineering and Animal Science were reorganized.
Establishment of Department of Agrobiology, Applied Biological Chemistry and Production and Environmental Science.
Establishment of Graduate School of Science and Technology (First Two-Years Course：Master’s Program). Graduate School
of Agriculture was discontinued.
Departments and Divisions were reorganized (Three Departments and Three Divisions).
Field Center for Sustainable Agriculture and Forestry was established through the reorganization of University Farms and
University Forests.
Specialized courses were reorganized into eight.

新潟大学農学部 2O16

Department of Applied Biological Chemistry
Our department provides three courses, (1) Molecular Bioscience,
(2) Bioresources, and (3) Food and Nutritional Sciences, and deals
with education and research to solve various problems, e.g.,
dissection of life phenomena of all kinds of organisms including
bacteria, plants and animals, and the production, processing and
utilization of agricultural products, mainly through chemical
approaches. The aim is to teach students advanced knowledge
and a variety of experimental skills in modern bioscience and
biotechnology, and to send out professionals engaged in research,
development and education to the fields of food technology,
agriculture, and bioresources.

生産環境科学科
生産環境科学科は、地域の自然環境と調和した農林生
産活動を持続的に発展させるための技術を創出し、社会へ
還元することを目指す。このため教育では、技術および環
境両分野の知識と経験を有機的に修得し、確固たる倫理観
をもち信頼される技術者を育成する。研究においては、地
域に根ざした課題や国際的課題に対してフィールドワーク
をもとに問題解決の視点・態度をもつて取り組む。さらに、
教育水準を今後も向上させるためJABEE から公認される
「技術者教育プログラム」に取組んでいる。

Department of Production and Environmental Science
In striving for sustainability in agriculture and forestry, this
department aims to develop management techniques and
technologies that are in harmony with the regional environment,
and beneficial to society. To this end, our educational program
nurtures highly trained scientists and engineers who possess
knowledge and experience of both technology and the environment,
and who will observe firm ethics as trusted professionals. Wellgrounded in fieldwork, and with a problem solving viewpoint
and attitude, students tackle research topics that are relevant
both locally and internationally. Furthermore, to safeguard high
educational standards, we continue efforts to ensure our program
is certified and accredited by JABEE (Japan Accreditation Board
for Engineering Education).
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農業生産科学科

Department of Agrobiology

食料・資源経済学コース

動物生産学コース

本コースの教育研究は主に食料の生産・流通・消費に

動物生産学コースにおいては、動物の生命現象に係

関するフードシステム論と持続的農業および地域資源

わる生理的諸要因（発生、増殖、生体機構等）や生産能

に関する資源経済論をベースとしている。また、環境と

力に関与する遺伝的および環境的要因の解明、バイオテ

調和した農業経営や世界規模で展開している食品製造・

クノロジーやゲノム情報解析等の新しい手法の利用によ

流通産業の現状についても幅広い知識を提供している。

る動物生産のための高度な技術の開発、草地生態系に

さらに、東アジアから新潟までのコメ産業および地域農

おける動物資源および飼料資源の有効活用の探求につ

業と農山村の持続発展について研究している。

いて研究教育を行い、動物生産に直接的に関与する分

Food and Resource Economics Course
The education and research of our course are mainly based on
the theories of food system and resource economics which include
the issues of food production, distribution and consumption, and
the issues of regional sustainable agriculture and resource
utilization. Additionally, our course provides wide range of
knowledge about environment-friendly farm management and
current situation of global enterprises of food manufacturing
and distributing. Furthermore, the research on rice industry
from East Asia to Niigata, and the research on sustainability
of regional agriculture and rural society are undertaken by our
course as well.

野、ならびに動物生産に密接に関連する食品、医薬、情
報、流通などの多種多様な分野で活躍できる人材を養
成する。
Animal Production Science Course
This course provides emphasis on the fundamental and applied
aspects of animal science and production, including the areas
of reproduction, genetics, breeding, physiology, anatomy and
grassland science as well as biotechnology and new technologies
for genomic information analyses.

研究
KIMINAMI Lily

教授

土壌学・肥料学
• 水田および水田転作作物に

植物 の 園芸・生理・化学調

関する肥培管理技術と持続

節学的研究

的生産性に関する研究

KOJIMA Kiyohide

Professor
(Graduate School of Science and
Technology)
Pomology, Vegetable, Plant
Physiology
• Studies as to horticulture,
plant physiology and chemical
regulation of plants from molecular to physiological level

Professor
(Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry)
Soil Science and Plant nutrition
• Studies on cultivation management and sustainable productivity in paddy field and upland
field converted from paddy field

新村 末雄

教授

教授

発生生物学

家畜栄養学

• 単胃動物を中心とした蛋
白質、脂質代謝制御に関
する研究
TAKADA Ryozo

TAKAHASHI Yoshihiko

• 哺乳動物における初期胚
の人為的操作と機能形態
学的研究
NIIMURA Sueo

Professor
Animal Nutrition
• Nutritional control of protein
and fat metabolism for nonruminant animal.

Professor
Developmental Biology
• Studies on manipulation and
function of early mammalian
embryos

西村 実

教授

作物学

• イネにおける突然変異、種子成

Professor
Marketing
• Studies on marketing of food
and agricultural products
• Consumer behavior analysis

Plant Production Science Course

教授

（フィールド科学教育研究センター）

園芸学（果樹・野菜 )・植物生理学
• 分子から生理的レベルの

高田 良三

分析

領域について教育研究を行う。

新潟大学農学部 2O16

格差 と の 関係 に 関 す る

KIYONO Seiki

析等先端技術を利用した農産物の生産向上に関連する
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• 経 済 発 展 と 労 働 力 移 動・
貿易・貧困・環境・ジェンダー

ン グ 研 究、消 費 者 行 動

的諸分野やバイオテクノロジー、コンピュータによる解

Selection of salt-tolerant mutants from rice variety “Hitomebore”

教授

• 食品・農産物のマーケティ

礎として育種・繁殖・栽培・防疫・保護に関する基礎的・応用

イネ品種「ひとめぼれ」の耐塩性突然変異系統の選抜

Professor
Plant Breeding
• Genetics and genome analysis
of lily, tulip and crucifers

マーケティング

積雪寒冷地域をはじめ世界の農業発展を志向して、食

無処理区 Untreated Field

OKAZAKI Keiichi

清野 誠喜

高橋 能彦

教授

（大学院自然科学研究科）

• ユリおよびアブラナ科野
菜のゲノム分析

木南 莉莉

平成28.6.1現在 (As of Jun. 1, 2016）

児島 清秀

教授

植物育種学

Professor
Agricultural Economics
• Studies on labor migration,
international trade, poverty
reduction, environment and
gender issues under the process of economic development

用および園芸作物について、発育生理学や生態学を基

塩水処理区 Salt-Treated Field

岡崎 桂一

農業経済学

植物生産学コース

Development of efficient systems for production, improvement
of the quality of food and ornamental crops in the world as well
as in snowy and cold regions, and fundamental and applied
subjects including plant breeding, propagation, cultivation, and
protection are researched and educated based on plant ecology,
physiology and morphology. Application of biotechnology and
analysis of PC in cultivated plants are also intensively studied
and educated.

農業生産科学科教員一覧
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分、ストレス耐性に関する研究
NISHIMURA Minoru

Professor
Crop Science
• Studies on mutation, quality of
grains and stress tolelance in rice

消費者調査

Scene of consumer research

遺伝子組換えにより白色に変化したホトトギスの花
（右）
Production of a white flower color phenotype by genetic
transformation (right)

基礎農林学実習－子牛の哺乳－
Calf nursing

農山村調査実習－小売店頭調査－
Field training on retail management
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農業生産科学科
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農業生産科学科教員一覧
星 豊一

客員教授

准教授

植物育種学
• 地域農林情報の収集・管理

園芸学
• 野菜生産における有機資

Guest Professor
(Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry)
Plant Breeding
• Management and networking
of rural agricultural information

山田 宜永

教授

動物遺伝学

• 家畜・野生動物におけるゲ
ノム科学的研究
YAMADA Takahisa

Professor
Animal Genetics
• Genome research in livestock
and wild animals

板野 志郎

准教授

草地生態学

• 草地生態系の構造と動態
に関する研究
• 放牧家畜の行動解析
ITANO Shiro

Associate Professor
Grassland Ecology
• Studies on structures and dynamics of grassland ecosystems
• Behavioral analysis of grazing
animals

動物生産学実験実習

Laboratory course and practice in animal science
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韓 東生

（フィールド科学教育研究センター）

と研究ネットワークの構築
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農業生産科学科教員一覧

平成28.6.1現在 (As of Jun. 1, 2016）

（フィールド科学教育研究センター）

HOSHI Toyokazu
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Department of Agrobiology

材の利用
HAN Dong-Sheng

Associate Professor
(Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry)
Horticultural Science
• Study on utilization of organic
matter in vegetable

佐野 義孝

准教授

植物病理学

• 植物ウイルスの疫学およ
び分子生物学

准教授

園芸学・植物育種学
• 遠縁種間交雑および形質転
による花卉園芸植物の育種
NAKANO Masaru

Associate Professor
(Graduate School of Science and
Technology)
Horticultural Science and Plant
Breeding Science
• Breeding of flower crops via
wide hybridization and genetic transformation

平泉 光一

准教授

農業経営学

• 地域農業マネジメント、稲

SANO Yoshitaka

Associate Professor
Plant Pathology
• Etiology and molecular biology
of plant viruses

杉山 稔恵

中野 優

（大学院自然科学研究科）

准教授

動物生体機構学
• 家畜におけるカルシウム

作生産力構造 の 分析、土
地改良事業評価
HIRAIZUMI Koichi

Associate Professor
Agricultural Management
• Regional management of agriculture. Analysis of productivity in rice industry, evaluation
of land improvement

代謝と骨機能
SUGIYAMA Toshie

渡邊 肇

准教授
作物学（形態・生理・栽培学）
• 食料 の 安定供給、環境保
全、資源循環を指向した作
物栽培技術に関する研究
WATANABE Hajime

Associate Professor
Crop Science (Morphology・Physiology・Agronomy)
• Explore of cultivation techniques integrate three main
concerns, stable food supply,
environmentally sustainable
farming, and effective and safe
management of agricultural
resources

伊藤 亮司

Yellow dwarf syndrome of fava bean (right), the causal virus
(upper left) and a vector aphid, Megoura crassicauda (lower left)

深井 英吾

吉田 智佳子

助教

植物育種学

• 植物の遺伝的多様性とそ

家畜繁殖学
• 乳牛における分娩後の繁

の育種利用

殖機能回復についての臨

FUKAI Eigo

床的、内分泌的研究。乳

Assistant Professor
Plant Breeding
• Genetic diversity and plant
breeding

古澤 慎一

助教

農業経済学

• 食品産業 の 経済構造、地
場農産加工業の展開と原
料農産物市場との関係
ITO Ryoji

Assistant Professor
Agricultural Economics
• Economic structure of food
industry, relation between local agricultural commodities
processing industry and the
agricultural materials market

野菜栽培実習

Vegetable production practices

助教

（フィールド科学教育研究センター）

牛のストレスに関する研究
YOSHIDA Chikako

Assistant Professor
(Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry)
Animal Reproduction
• Clinical and endocrinological
studies for recovery to reproductive function after calving
and stress on dairy cows

助教

農業経済学

• 農業資源管理とコミュニ
ティビジネスに関する研究
FURUZAWA Shinnichi

Associate Professor
Animal Functional Histology
• Calcium metabolism and bone
function in animals

ソラマメ萎黄病（右）
と病原ウイルス
（左上）および媒介アブラムシ
（左下）

平成28.6.1現在 (As of Jun. 1, 2016）

Assistant Professor
Agricultural Economics
• Studies on management of agricultural resources and community business

山城 秀昭

助教

動物生殖学

• 生殖工学技術の改良・開発
とその応用
YAMASHIRO Hideaki

Assistant Professor
Animal Reproduction
• Gametes and fertilization biology
• Assisted fertilization and biotechnology

放牧風景
Grazing

FACULTY OF AGRICULTURE, NIIGATA UNIVERSITY, 2O16
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応用生物化学科

分子生命科学コース

Department of Applied Biological Chemistry

食品・栄養科学コース

微生物・植物・動物の生命現象を分子や細胞のレベル

本コースは、食品による人の健康維持を目指して、食

で理解し、生物の持つ様々な機能を開発・応用するため

品および栄養に関する幅広い専門知識を持った人材の

の教育を行うコースである。将来、バイオテクノロジー

育成を目的としている。食に対し強い関心のある学生や、

関連の最先端の研究に取り組める、あるいは専門性を生

将来食品関連企業や公的研究機関での研究者や技術者

かして企業での研究開発や教育・行政などの幅広い分野

を志望する学生を対象に、食品成分・栄養素などの化学

で活躍できる有為な人材を育成する。そのために、生体

的基礎から食品の原材料・加工・栄養・機能・衛生にいたる

を構成する物質の構造や機能、遺伝子の構造や発現機

幅広い分野の専門科目を開講する。

構、遺伝子操作技術、およびこれらに関連する応用分野
の専門科目を履修する。
Molecular Bioscience Course
This course studies the phenomena of life in microorganisms,
plants and animals at the levels of molecules and living cells,
and furthermore, training for the development and application
of many biological functions. Students are educated to become
professionals engaged in the frontier sciences in biotechnology,
and to work in the research and development sections at private
enterprises, taking advantage of their specialized knowledge,
or to play important and active roles in educational or
administrative areas. Students study the structures and functions
of the biological molecules, gene structures, mechanisms of gene
expression, and gene manipulation, and also study specialized
subjects related to their applied fields.

Food and Nutritional Sciences Course
This educational course deals with a wide variety of subjects
related to food and nutritional sciences such as animal nutrition,
nutritional biochemistry, food chemistry, chemistry of animal
foods, food microbiology, food processing, functional properties
of foods, and food hygienics. It is suitable for students who have
strong interests in foods and nutrition, and for those who hope
to work as a scientist or engineer in food industries or public
research institutes. Students are able to obtain fundamental and
advanced knowledge and techniques in these fields.

応用生物化学科教員一覧
伊藤 紀美子

教授
植物分子生物学、遺伝学
• イネ遺伝子の生物機能の解
明、イネデンプン構造の改変
Professor
Plant Molecular Biology and Genetics
• Studies of biological function
of rice genes.
• Improvement of starch structure in rice

大山 卓爾

平成28.6.1現在 (As of Jun. 1, 2016）

門脇 基二

末吉 邦

教授
栄養生化学、細胞生物学

教授

植物栄養・肥料学
• 大豆の窒素固定と窒素代謝に
関する生理学的研究と施肥技術

• 動物細胞タンパク質代謝の
栄養学的・細胞生物学的解明

OHYAMA Takuji

Professor
Plant Nutrition and Fertilizer
• Physiological studies on nitrogen fixation and metabolism in
soybeans, and its fertilization
technique

能性に関する研究
Professor
Nutritional Biochemistry and
Cell Biology
• Nutritional and cell biological
studies on mammalian protein
metabolism
• Studies on physiological functions of rice protein

教授

食品生化学

• 食品素材の呈味や機能性
の向上
• 乳酸菌や麹菌を利用した
機能性食品の開発
• 植物性食品素材の香気生
成機構
JOH Toshio

土壌植物資源科学コース

Professor
Food Biochemistry
• Increase of taste and functional components in food materials
• Development of functional
foods using lactic acid bacteria
and koji molds
• Biosynthetic mechanism of flavor components in plant food
materials

本コースでは、人間生活や地球環境保全に関連の深
い土壌の働きや、植物生理と肥料、および木材資源利
用技術分野の選択（必修）科目を推薦している。これら
の講義は化学的または生物学的アプローチに特徴があ
り、生物資源に関する基礎と応用を学ぶ。食糧環境問題

隔離温室で育つ遺伝子
組み換えイネ
Transgenic rice grown in
closed greenhouse

植物栄養学
• 植物における硝酸吸収・同
化機能の制御機構
SUEYOSHI Kuni

KADOWAKI Motoni

城 斗志夫

教授

（フィールド科学教育研究センター）

• 米タンパク質の生理的機

ITOH Kimiko
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Professor
(Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry)
Plant Nutrition
• Studies on the regulation of nitrate uptake and assimilation
in higher plants

西海 理之

教授
畜産物利用学
• 筋肉内結合組織の構造と
機能に関する研究
• 高圧バイオサイエンスと
フードサイエンス
NISHIUMI Tadayuki

Professor
Animal Food Science
• Studies on the structure and
function of intramuscular connective tissue
• High-pressure bioscience and
food science

に関心のある学生や将来農林業に関係深い分野に就職
を希望する学生などを対象としている。授業内容として
は土壌の生化学的性質と役割、植物の養分吸収や生理、
肥料製造や施肥の科学、木材の基本的性質と木質バイ
オマス利用などに関する講義がある。
Bioresources Course
The bioresources course emphasizes the elective subjects of
soil science, plant physiology, and fertilizers and processing
technologies of wood biomass, which are significantly related to
human life improvement and maintenance of the environment
on earth. The lectures cover basic and applied sciences of
bioresources, mainly from the chemical or biological point of
view. These subjects are suitable for students who are interested
in food production and environmental problems or for students
who would like to work as a scientist or specialist in the field of
agriculture and forestry after graduation. The lectures include
biochemistry of soil, plant physiology and fertilizers, and physical
and chemical properties of wood and woody biomass.
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質 量 分 析 装 置（LCMS/MS）によるタンパ
ク質の同定
Identification of protein
with mass spectrometer
(LC-MS/MS)

ガラス室で水耕栽培し
たダイズ（左）とその根
粒内元素分布の X 線マ
イクロアナライザー分析
（右）
Soybean plant cultivated with
hydroponics in glasshouse
(left), and the distribution
of various elements in a
root nodule (right)

核磁気共鳴装置

NMR: Instrument for structural elucidation of biological molecules

赤い色素を産生するセラチア菌

Red-pigment-producing Serratia marcescens

キチン分解酵素の３次元構造

Three-dimentional structure of a chitin-degrading enzyme

FACULTY OF AGRICULTURE, NIIGATA UNIVERSITY, 2O16
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応用生物化学科
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応用生物化学科教員一覧
野中 昌法

教授

（大学院技術経営研究科）

Department of Applied Biological Chemistry

渡邉 剛志

教授

応用微生物学

• 微生物酵素の構造機能解
析と応用開発

態とその土壌修復に対す

• セラチア菌の生理生態学
的研究

• 有機農業に関する研究
NONAKA Masanori

Professor
(Graduate School of Technology
Management)
Environmental Soil Science
• Ecology and role of soil rehabilitation by mycorrhizal fungi
in tropical and temperate soil
• Studies of organic agriculture

三ツ井 敏明

教授

植物生化学

• イネにおけるデンプン代
謝制御の分子機構に関す
る研究
• ゴルジープラスチド間輸送
に関する研究
MITSUI Toshiaki

Professor
Plant Biochemistry
• Molecular mechanism of regulation of starch metabolism
in rice
• Studies on Golgi-to-plastid
traffic

准教授

Professor
Applied Microbiology
• Structure-function
relationship and application of microbial enzymes
• Physiological and ecological
study of Serratia marcescens

准教授

植物栄養学

• ダイズ種子貯蔵タンパク
質集積調節機構の解析
OHTAKE Norikuni

Associate Professor
Plant Nutrition
• Analysis of regulatory mechanism of soybean seed storage
protein accumulation

佐藤 努

准教授
生物有機化学
• 微生物の生産する生理活性
物質の探索、構造、機能お
よび生合成に関する研究
SATO Tsutomu

Associate Professor
Bioorganic Chemistry
• Studies on the biosynthesis of
natural products

中井 博之

准教授

食品糖質科学

応用微生物学、タンパク質科学
• 微生物が生産する糖質加

• 高付加価値オリゴ糖の生
産開発

水分解酵素の構造と機能

• 米デンプンの加工及び代

に関する研究

WATANABE Takeshi

大竹 憲邦

杉本 華幸

（大学院自然科学研究科）

土壌環境学
• 熱帯と温帯の菌根菌の生
る役割

応用生物化学科教員一覧

平成28.6.1現在 (As of Jun. 1, 2016）

• キチナーゼによる結晶性
基質分解反応のリアルタ
イム１分子イメージング
SUGIMOTO Hayuki

Associate Professor
(Graduate School of Science and
Technology)
Applied Microbiology, Protein Science
• Studies on structure-function
relationships of microbial glycoside hydrolases
• Real time single molecular imaging of catalytic reaction of
bacterial chitinases

鈴木 一史

准教授
応用微生物学、分子微生物学
• 細菌における遺伝子発現

謝機構の解明

平成28.6.1現在 (As of Jun. 1, 2016）

原田 直樹

仲野 千秋

准教授
土壌微生物学、環境修復学

Associate Professor
Food Glycoscience
• Chemoenzymatic synthesis of
high value added oligosaccharides
• Processing and metabolism
elucidation of rice starch

原崇

准教授
食品機能学、細胞制御工学

• 水田の微生物機能
• 難分解性物質のバイオレ
メディエーション

• 食品成分の生体調節機能
に関する研究

生物有機化学
• 二次代謝産物の生合成お
よび非天然型化合物の創
製に関する研究
• ゲノムマイニングによる新

HARADA Naoki

Associate Professor
Soil Microbiology and Environmental Restoration Technology
• Studies in various functions of
soil microorganisms in rice field
• Bioremediation of persistent
substances
• Dynamics of radionuclides in
farmland

藤村 忍

助教

（大学院自然科学研究科）

• 農地における放射性物質の動態

NAKAI Hiroyuki

11

准教授

動物栄養学
• アミノ酸代謝の調節と食

規生合成酵素の探索
NAKANO Chiaki

Assistant Professor
(Graduate School of Science and
Technology)
Bioorganic Chemistry
• Studies on the biosynthesis of
secondary metabolites and the
creation of “unnatural” natural
products
• Exploration of novel biosynthetic enzymes by genome
mining

肉の美味しさ

HARA Takashi

Associate Professor
Functional Food Science
• Studies on the bioregulatory
function of food-derived factors

制御機構
• バイオフィルム形成制御
に関する研究

• 食品の美味しさと品質制御
FUJIMURA Shinobu

Associate Professor
Animal Nutrition
• Studies of dietary amino acid
and meat taste
• Quality assay of food taste

三亀 啓吾

• 細菌のキチン分解利用機
構に関する研究

准教授

植物成分化学

SUZUKI Kazushi

• 木質バイオマスの成分分

Associate Professor
Applied Microbiology, Molecular
Microbiology
• Mechanism of bacterial gene
regulation
• Regulation of bacterial biofilm
development
• Mechanism of chitin degradation
and utilization by bacteria

離と応用に関する研究
MIKAME Keigo

Associate Professor
Wood chemistry
• Separation and utilization of
woody biomass components

抗アレルギー乳酸菌
Anti-allergic
Lactobacillus strain
( L. paracasei K71 )

ダイズの第一本葉に放射性の11CO2を同
化させた後の光合成産物の移動の様子

Translocation of photosynthate in soybean
plant after feeding with radioactive 11CO2 in
the first trifoliate
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Ａ．水田の稲わら残渣で生育する光合成細菌
（紅色細菌）
Ｂ．対照

Ａ．
Phototrophic purple bacteria associated with
rice straw residues in rice fields
Ｂ．
Unilluminated control

対照群
Control

放射能濃度測定用土壌試料の採取
Sampling surface soil for radionuclides

乳酸菌投与群
L. paracasei K71

乳酸菌摂取によるアトピー様皮膚炎症状の緩和

Amelioration of atopic dermatitis-like skin lesion by ingestion of L. paracasei K71 in mice

ゆで卵（左）
と高圧卵（右）

Boiled egg (left) and high-pressure processed egg (right)

ラット肝細胞の採取操作
Isolation of rat hepatocytes

FACULTY OF AGRICULTURE, NIIGATA UNIVERSITY, 2O16
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生産環境科学科

農業工学コース

Department of Production and Environmental Science

森林環境学コース

良好な農業生産環境を形成するため、社会が要請す

「自然との共生」をテーマに、森林に代表される生態

る人材として、①豊かな農業農村の生産基盤の形成と持

系の構造と機能、野生動植物の生態や保全に関する知

続的発展、②農業生産技術の効率化・システム化・高度情

識について学ぶとともに、それらを調査して総合的に分析・

報化の推進による食糧の安定供給の確保、ならびに③

評価するための手法を習得する。そして、森林生態系の

自然環境および農業農村との調和・共生をベースとした

管理方法についての講義、演習・実習を通して森林管理

農村の環境改善と活性化、に貢献できる農業工学技術

技術者 “フォレスター ” を養成する。併せて、開発による

者の育成を目指す。卒業後は、国・自治体の農業土木・一

環境への影響を最小限に抑えるための計画や、様々な

般土木分野の公務員、農業機械職、農業工学関連の研

生態系の機能を回復させるための技術を学ぶことによっ

究機関、技術設計コンサルタントおよび建設業、土地改

て、自然環境調査や緑化分野の技術者・研究者としての

良に関わる諸団体、食品機械装置の開発企業、情報処

素養を養成する。卒業後は国、県などや各種団体の森林

理関連企業などの活躍分野がある。

管理技術者・研究者の他、自然環境調査、緑化・造園、お

Agricultural and Environmental Engineering Course
Capable agricultural and environmental engineers are much
needed by society to maintain a sound and sustainable agricultural environment. Agriculture, rural communities, and the natural environment are essential elements in a healthy society. The
aim of this course is to cultivate professionals who will contribute to: (1) sustainable agricultural production in rural and farm
communities; (2) security and stability in food supplies through
improved efficiency, systematization, and computerization in agricultural production technology; and (3) rural community revitalization which is in harmony with the natural environment. After
graduation, students enter careers in departments of agricultural engineering, civil engineering, and agricultural machinery
engineering in local and national public service, as well as research institutes, consultancy and construction companies, organizations engaged in land improvement, and companies engaged
in food processing and information technologies.

樹木の大きさを知ることも大切

We can realize the diameter of natural beech trees in the practice for
silviculture

よび測量関連企業などの活躍分野がある。
Forest Science and Engineering Course
The Forest Science and Engineering Course is concerned with
the interrelationships between the natural environment and human society. Students will learn about the structure and function
of forest ecosystems, and the ecology and conservation of wild
animals and plants. Students will also acquire the conceptual
and practical skills needed to develop and implement solutions
to environmental problems. One of the purposes of the course is
to cultivate "foresters" who will play an active role in the various fields of sustainable forest management. Moreover, scientific
knowledge is taught alongside environmental surveying and engineering skills to enable students to utilize technology in minimizing human impacts on the environment and in recovering the
function of various ecosystems. After completion of this course,
students enter such active fields as research, environmental assessment, landscape architecture, forest management, in regional and national organizations in government and private sectors.

生産環境科学科教員一覧
紙谷 智彦

教授

（大学院自然科学研究科）

森林生態学
• 植物生態学を基礎とした
森林再生と植物種の多様
性に関する研究
KAMITANI Tomohiko

Professor
(Graduate School of Science and
Technology)
Forest Ecology
• Forest regeneration and plant
species diversity based on
plant ecology

崎尾 均

（フィールド科学教育研究センター）

樹木学、森林管理学
• 樹木の生活史戦略の解明
• 水辺林の保全・管理手法の

新潟大学農学部 2O16

関島 恒夫

中野 和弘

教授

動物生態学

• 哺乳類における冬眠の進化
Professor
Animal Ecology
• Evolution of hibernation in
mammals

教授
森林環境科学
林生態系へ及ぼす影響の

Professor
Forest Environment Science
• Influence of environmental
change and pollution on forest
ecosystems

Professor
(Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry)
Dendrology and Forest Management
• Life-history Strategy of Trees
• Management and Conservation
of Riparian Forest

• バイオマスエネルギーの
生産と利用技術の開発
• 農産物品質の非破壊測定
NAKANO Kazuhiro

• 環境変動や環境汚染が森

開発

農業システム工学、農業環
境工学

技術の開発

中田 誠

NAKATA Makoto

教授

（大学院自然科学研究科）

SEKIJIMA Tsuneo

SAKIO Hitoshi

Professor
(Graduate School of Science and
Technology)
Agricultural Systems Engineering, Agricultural Environmental
Engineering
• Development of technology
for production and utilization
of biomass energy
• Development of non-destructive evaluation of agricultural
products

箕口 秀夫

教授

保全生態学

• 生態系管理を目的とした
生物間相互作用とそのネッ
トワークの研究
MIGUCHI Hideo

Professor
Conservation Ecology
• Biological interaction and
network study for ecosystem
management

農作物被害の軽減を目的としたニホンザルの追跡調査

Tracking survey of crop-raiding Japanese macaques for reducing crop damage

田んぼダム実施地区における調査
Field survey of paddy field dam
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研究
教授

13

土の硬さから田んぼを考える

Considering paddy field's condition from soil hardness
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鈴木 哲也

能工学
• ダムや水路などの水利施

壊検査工学
• 社会基盤施設の非破壊損

設の設計
• ビオトープ創出技術の開発
MORII Toshihiro

Professor
Agricultural Engineering for Soil,
Water and Environment
• Geotechnical engineering
• Design of environmentally
friendly facilities for soil and
water uses in agricultural regions

権田 豊

准教授
砂防工学、渓流生態砂防学
• 底面水抜きスクリーン上
での土石流の停止現象に
ついての研究
GONDA Yutaka

Associate Professor
Erosion Control Engineering
• Study on behaviour of debris
flow on the debris flow breaker

坂田 寧代

准教授
農村計画、農業土木
• 農村地域における土地利
用計画手法の開発
SAKATA Yasuyo

Associate Professor
Rural Planning and Agricultural
Engineering
• Development of land use planning techniques in rural areas

准教授
農業土木学、材料工学、非破

傷度評価法の開発
Associate Professor
Agricultural Engineering,
Material Engineering
• Development of non-destructive
testing method for damage evaluation in service structures

長谷川 英夫

准教授
森林計測学、リモートセンシング
• 空間情報を駆使して広域空間ス
ケールで森林・農地にアプローチ
Associate Professor
Forest Mensuration, Remote Sensing
• Application of spatial geoinformation to forest and agricultural
landscapes at broad scales

元永 佳孝

准教授

生物情報工学

• 視覚情報を用いた農産物
の生育過程での品質管理

• エネルギー環境教育

に関する基礎的研究

HASEGAWA Hideo

Associate Professor
Biological and Mechanical Engineering
• Energy and Environmental
Education

MOTONAGA Yoshitaka

Associate Professor
Bioinformation and Food Engineering
• Fundamental study on the
quality control of agricultural
products during cultivation by
using visual information

准教授

吉川 夏樹

准教授
農業水利学、農業土木学
• 田んぼダムの技術開発お
よび効果検証
• 中山間地域における耕地
設計手法の開発
YOSHIKAWA Natsuki

Associate Professor
Irrigation and Drainage Engineering,
Agricultural Engineering
• Development of Paddy Field
Dam technology and evaluation
of its effect
• Development of a simplified
method using GIS for land readjustment planning in sloped
agricultural land

ウィタカ アンドリュー

森林生態学

准教授

（大学院自然科学研究科）

流域水文学
• 積雪森林山地流域におけ
る出水流出過程の水文地

WHITAKER Andrew

における森林群集の動態

Associate Professor
(Graduate School of Science and
Technology)
Watershed Hydrology
• Hydrological processes and
sediment transport in snowy
forested mountain basins
• Evaluation of the impacts of
climate change on water resources and snowmelt runoff

HONMA Kosuke

Associate Professor
(Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry)
Forest Ecology
• Plant community dynamics
under stress and heavy disturbance

海岸マツ林での野外演習

Outdoor lecture in a coastal pine forest

粟生田 忠雄

大橋 慎太郎

助教
農業土木、環境土壌物理学
• 農地の作物生育環境向上
のための土壌と水の物理
的な関係の解明

助教

森林生態学、島嶼生物学
チに基づいた森林動態に
関する研究
ABE Harue

Assistant Professor
(Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry)
Forest Ecology, Island Biogeography
• Studies on the forest dynamics
based on genetic and ecological approaches

助教
農業土木学、地すべり工学

望月 翔太

助教

野生動物管理学、景観生態学
• 空間情報を活用した野生
動物管理
MOCHIZUKI Shota

Assistant Professor
（Graduate School of Science and
Technology）
Wildlife Management, Landscape Ecology
• Wildlife management using
geo-informatics.

森口 喜成

助教

（大学院自然科学研究科）

森林遺伝学、林木育種学
とした遺伝学的研究

• 地すべりの発生機構、特に
地下水との関係について

• 樹木の品種改良や造林用
種苗の生産に関する研究
MORIGUCHI Yoshinari

Assistant Professor
Agricultural Engineering
• Study on the generation mechanism of landslides, especially
the relation of the groundwater

Canopy height estimation using digital aerial photographs

Assistant Professor
Agricultural Environmental Engineering
• Local revitalization by alternative
energy in agricultural production

• 森林の管理や保全を目的

稲葉 一成

デジタル空中写真から作成した海岸林の推定樹高分布図

OHASHI Shintaroh

（大学院自然科学研究科）

（フィールド科学教育研究センター）

lNABA Kazunari

• 農業生産における石油代
替エネルギー利用による
地域活性化

Assistant Professor
Environmental Soil Physics
• Physical studies on soil-water
interaction to improve the environment for plant growth

阿部 晴恵

助教

農業環境工学

• 遺伝的、生態的アプロー

る気候変動の影響評価

• 高撹乱 高ストレス環 境下

平成28.6.1現在 (As of Jun. 1, 2016）

AODA Tadao

形学的研究
• 水資源と融雪流出に関す

（フィールド科学教育研究センター）

Nondestructive detection of unsuitable eggs for influenza
vaccine
新潟大学農学部 2O16

准教授

生物生産機械工学

本間 航介

村上 拓彦

MURAKAMI Takuhiko

SUZUKI Tetsuya

インフルエンザワクチン製造不適卵の非破壊検出
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森井 俊広

教授
農業土木、地盤工学、施設機

15

Department of Production and Environmental Science

Assistant Professor
（Graduate School of Science and
Technology）
Forest Genetics, Tree Breeding
• Genetic studies for the management
and conservation of forest tree species
• Studies on forest tree improvement
and seed production for afforestation

流速観測実験

Experiment of flow rate measurement

FACULTY OF AGRICULTURE, NIIGATA UNIVERSITY, 2O16
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学生の定員・現員／卒業後の進路

16

学生の定員・現員
学

科

Admission

55

Agrobiology

応用生物化学科

50

Applied Biological Chemistry

生産環境科学科

50

Production and Environmental Science

学部共通

Common Departments

155

Total

Capacity Admitted
into the Third year

0

1年次
1st

220

0

58

200

0

200

10

20

10

640

International Exchange Programs

平成27年度は、チェンマイ大学農学部と共催で第5回農学部国際シンポジ
マイ市で開催しました。シンポジウムには、交流協定校である寧夏大学
（中国）
、

員

カセサート大学（タイ）、タイグエン大学（ベトナム）、モンゴル生命科学大学、

Present Number

Enrollment

国際交流

ウム「農業におけるグリーンテクノロジー」を7月19日〜22日にタイ・チェン

現

3年次編入 収容定員
学定員
Total
Capacity of
Capacity of

農業生産科学科

備考：
［

Number of Students

入学定員

Departments

計

Number of Students/Employment Opportunities for Graduates

54
56

2年次

3年次

2nd

3rd

57

65[ 6]

51

61[ 6]

52

52[ 1]

4年次

プトラマレーシア大学から教員を招聘しました。新潟大学農学部からは、学生

計

4th

30名、教員13名の計43名が参加し、学生は全員が研究成果を英語で発表し

Total

72[ 5]

ました。また、新潟大学は、文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」に採

252[11]

66[ 6]

択されました。この事業で新潟大学は、福島大学およびトルコの3大学（アン
カラ大学、エーゲ大学、中東工科大学）
と連携し、
「経験・知恵と先端技術の融

232[12]

60[ 3]

合による、防災を意識したレジリエントな農学人材養成プログラム」を5年間に
わたり学生に提供します。この他にも、教員や学生・大学院生が、海外訪問や

220[ 4]

国際共同研究に携わる機会が増え、国際交流がますます盛んになっています。

平成27年度国際共同研究実施状況
168

160

178[13]

198[14]

704[27]

①鳥類のカルシトニン受容体遺伝子の解析
Analysis of avian calcitonin receptor gene

■ 杉山 稔恵

SUGIYAMA Toshie
米国、ペンシルバニア州立大学 生物化学および分子細胞生物学学科
Department of Biochemistry and
Pennsylvania State University, USA

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

在学生出身地

北海道 ・・・・・・・・・・・・24
東 北 ・・・・・・・・・・132
関 東 ・・・・・・・・・・153
北 陸 ・・・・・・・・・・284
中 部 ・・・・・・・・・・・・80
近 畿 ・・・・・・・・・・・・20
中 国 ・・・・・・・・・・・・・・6
四 国 ・・・・・・・・・・・・・・1
九州・沖縄 ・・・・・・・・ 3
その他 ・・・・・・・・・・・・・ 1

都道府県
名

在学
生数

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県

24
4
4
16
21
35
52
9

栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県

34
57
24
9
12
8
213
51
10
10
8

Molecular

Cell

Biology,

The

②タイの湿地環境における環境適応型作物―浮稲―
の生理・生態的研究

Eco-physiological aspects of floating rice grown in wetland and floodprone areas in Thailand

Home towns of students
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県

26
18
17
11
2
3
1
5
6

■ 渡邊 肇

岡山県
広島県
香川県
福岡県
長崎県
その他

4
2
1
2
1
1

WATANABE Hajime
国際イネ研究所、タイ、
プラチンブリイネ研究所、タイ、農業局植
物雑草研究所

International Rice Research Institute, Philippine, Prachinburi Rice
Research Center, Thailand, Botany and Weed Science Division, Ministry
of Agriculture and Cooperatives, Thailand.

③アフリカの氾濫低湿地における低投入稲作技術体系の開発

Development of low-input rice cultivation system in flood-plains in Africa

■ 渡邊 肇

WATANABE Hajime
ガーナ、アフリカサバンナ農業研究所、日本、国際農林水産業研究センター
Ghana, Savanna Agricultural Research Institute,
International Research Center for Agricultural Sciences

Japan,

Japan

④アブラナ科植物の病害抵抗性遺伝子解析

Genetic analysis of disease resistance genes in cruciferous plants

■ 岡崎 桂一 OKAZAKI Keiichi
バングラデシュ、
バングラデシュ農業大学、
中国、
東北農業大学
Bangladesh Agricultural University, Bangladesh
Northeast Agricultural University, China

⑤バイオマスの有効利用による農村環境改善に関す
る日本国際協力機構プロジェクト

1

JICA project for a rural environment improvement by the biomass utilization

■ 高橋 能彦
■ 韓 東生

2

TAKAHASHI Yoshihiko
HAN Dong-SHeng
中国、
東北農業大学
Northeast Agricultural University, China

⑥アジア原子力協力フォーラム（FNCA）における放
射線育種プロジェクト
Mutation breeding project in Forum for Nuclear Cooperation in Asia

卒業生の主な活躍分野
（平成27年度） Employment Opportunities for Graduates
農業生産科学科（56人）

応用生物化学科
（62人）

国家公務員1人、
地方公務員7人

地方公務員8人

公務員
8人（13％）

公務員
8人（14％）

民間企業
29人（52％）

大学院進学
19人（34％）

民間企業
22人（35％）

大学院進学
32人（52％）

生産環境科学科
（56人）
国家公務員1人、
地方公務員16人

その他
1人（2％）

■ 西村 実

NISHIMURA Minoru
バングラデシュ、中国、
インドネシア、日本、韓国、マレーシア、モン
ゴル、
フィリピン、
タイ、
ベトナム
Bangladesh, China, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Mongolia, The
Philippines, Thailand and Vietnam

⑦ベトナムにおけるゴムの木及び微生物由来キチン
分解酵素に関する研究
Study on chitinases derived from rubber plants and microorganisms in Vietnam

■ 渡邉 剛志
■ 鈴木 一史

WATANABE Takeshi
SUZUKI Kazushi
ベトナム、
タイヌエン大学バイオテクノロジーセンター
Tay, Nguyen University, Biotechnology Center, Vietnam

⑧大腸菌Csrシステムによる転写後制御機構

民間企業
19人（34％）

公務員
17人（30％）

大学院進学
19人（34％）

Post-transcriptional regulation by the Csr global regulatory system in
Escherichia coli

■ 鈴木 一史

SUZUKI Kazushi
米国、
フロリダ大学微生物細胞科学科

Department of Microbiology and Cell Science, University of Florida,USA

⑨東南アジアにおける熱帯林の農業利用に伴う土壌
肥沃性の多角度からの評価と修復

Assessment of soil fertility and rehabilitation of cultivated tropical rain
forest in South East Asia

■ 野中 昌法 NONAKA Masanori
インドネシア、
ランポン大学土壌学科

Lampung University, Department of Soil Science, Indonesia

⑩クルクマの窒素吸収と代謝の研究
農林業3人、
建設業1人、
製造業8人、情報通信業1人
運輸業・郵便業2人、卸売・小売業4人、金融・保険業2人
不動産業・物品賃貸業1人、宿泊業飲食店1人
生活関連サービス業1人、医療・福祉2人
複合サービス業2人、
サービス業1人
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新潟大学農学部 2O16

製造業8人、情報通信業1人、運輸・郵便業2人
卸売・小売業5人、金融・保険業4人
不動産業・物品賃貸業1人、医療・福祉1人

農林業2人、建設業5人、
製造業2人
電気ガス熱供給水道業1人、情報通信業1人
運輸・郵便業1人、卸売・小売業4人
不動産業、物品賃貸業2人、
サービス業1人

We held the 5th Asian Conference on “Green Technology in Agriculture:
Chances and Challenges for a Better Life” at Chiang Mai, Thailand from 19
to 22 July 2015, in collaboration with Faculty of Agriculture, Chiang Mai
University. Professors from Ningxia University (China), Kasetsart University
(Thailand), Tay Nguyen University (Vietnam), Mongolian University of Life
Sciences, University Putra Malaysia, were invited to this conference. Thirty
students and 13 professors form our faculty attended and all students
presented their research in English. In 2015, Niigata University was selected
as the university doing “Re-Inventing Japan Project” supported by MEXT.
In this project, Niigata University, together with Fukushima University and
3 Turkish universities (Ankara University, Ege University, Middle East
Technical University) provide the student exchange program called “Global
Framework of Student Capacity Development for resilient Agriculture and
Food production” for next 5 years. As many undergraduate and graduate
students, as well as professors, have opportunities to go abroad to make
academic presentations or to promote international joint research projects.

International Joint Research Project 2015

平成27年度国際共同研究のテーマ／代表者名／共同研究先の大学・学部名

平成28.5.1現在 (As of May 1.2016)

］内は、編入学生数を内数で示す。 Figures in the Parentheses [ ] show the number of students by the 3rd year's entrance.
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Nitrogen absorption and metabolism of curcuma

■ 大山 卓爾
■ 大竹 憲邦
■ 末吉 邦

OHYAMA Takuji
OHTAKE Norikuni
SUEYOSHI Kuni
タイ、
チェンマイ大学農学部

Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Thailand

⑪バイオ肥料の有効利用に関するアジア原子力協力
フォーラムプロジェクト

FNCA (Forum for Nuclear Cooperation in Asia) project on effective use
of biofertilizers.

■ 大山 卓爾

OHYAMA Takuji
中国、
インドネシア、
韓国、
マレーシア、
フィリピン、
タイ、
ベトナム
China, Indonesia, Korea, Malaysia, The Philippines, Thailand, Vietnam

⑫動物細胞オートファジーとアミノ酸のシグナリング機構
Mammalian autophagy and amino acid signaling mechanism

■ 門脇 基二 KADOWAKI Motoni
イタリア、
パドバ大学生物化学科

Department of Biological Chemistry, University of Padova, Italy

⑬米タンパク質の生理的機能性に関する研究
KADOWAKI Motoni
中国、
ハルビン工業大学食品科学工程学院

⑭植物と微生物における糖代謝制御に関する研究
Regulation of plant and microbial carbohydrate metabolism

■ 三ツ井 敏明

MITSUI Toshiaki
スペイン、ナバーラ大学／CSIC農業バイオテクノロジー研究所
Agrobiotechnology Institute University of Navarra/CSIC, Spain

⑮テルペノイド生合成酵素の構造解析および触媒機
構の解明
Structure and catalytic mechanisms for terpenoid-biosynthetic enzymes

■ 星野 力
■ 仲野 千秋

HOSHINO Tsutomu
NAKANO Chiaki
中国、中国科学院天津工業生物技術研究所、米国、イリノイ大学化学科

Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of
Sciences, China, Department of Chemistry, University of Illinois, USA

⑯畜産物の高品質化技術の開発
■ 西海 理之

NISHIUMI Tadayuki
中国、
内蒙古農業大学食品科学工学院

College of Food Science and Technology, Inner Mongolia Agricultural
University, China

⑰食肉タンパク質の高圧ゲル化機構ならびに畜産副
生物の有効利用に関する共同研究

Study on the mechanism of pressure-induced gelation of meat proteins
and utilization of animal by-products

■ 西海 理之

NISHIUMI Tadayuki
中国、
合肥工業大学生物工学および食品工学院

School of Biotechnology and Food Engineering, Hefei University of
Technology, China

⑱トルコの劣化土壌におけるアーバスキュラー菌根菌
共生と土壌修復への応用
Arbuscular mycorrhizal diversity in Turkish degraded soil

■ 野中 昌法
■ 原田 直樹

NONAKA Masanori
HARADA Naoki
トルコ アンカラ大学農学部

Faculty of Agriculture, Ankara University, Turkey

⑲中国のアルカリ塩類土壌におけるアーバスキュラー
菌根菌の生態学的研究

Arbuscular mycorrhizal diversity in saline-alkaline soil in Heilongjiang,
China

■ 野中 昌法
■ 原田 直樹

NONAKA Masanori
HARADA Naoki
黒竜江省水利科学研究院および東北農業大学

Heilongjiang Provincial Hydraulic Research Institute & Northeastern
University, China

⑳多孔質体内における粘性流体の運動機構の解明
Studies on viscous fluid dynamics in porous media

Science,

Wageningen

College of Water Conservancy and Civil Engineering, China Agricultural
University, China

㉒農産物品質の非破壊評価法の開発

Development of non-destructive evaluation of agricultural products

■ 中野 和弘
■ 大橋 慎太郎

NAKANO Kazuhiro
OHASHI Shintaroh
中国、
寧夏大学農学院

■ 中野 和弘
■ 大橋 慎太郎

NAKANO Kazuhiro
OHASHI Shintaroh
タイ、
チェンマイ大学農学部

Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Thailand

㉔収穫後の農産物の品質評価に関する研究

Study on quality evaluation of postharvest agricultural products

■ 中野 和弘
■ 大橋 慎太郎

NAKANO Kazuhiro

OHASHI Shintaroh
タイ、
モンクット王トンブリ工科大学生物資源工学科

School of Bioresources and Technology, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, Thailand

㉕森林が積雪・融雪流出・洪水特性に与える影響
Influence of forests on snowpack, snowmelt runoff and flooding

■ ウィタカ アンドリュー

WHITAKER Andrew
米国、
ワシントン大学工学部、
カナダ、
ブリティッシュコロンビア大
学林学部

Faculty of Engineering, University of Washington, USA and Faculty of
Forestry, University of British Columbia, Canada

Developmental technology for improvement of animal foods

Environmental

中国、
中国農業大学農業水利土木学院

Development of quality control technology for postharvest agricultural
products

School of Food Science and Engineering, Harbin Institute of Technology,
China

Department of
The Netherlands

■ 中野 和弘 NAKANO Kazuhiro
■ 大橋 慎太郎 OHASHI Shintaroh

Faculty of Agriculture, Ningxia University, China

■ 門脇 基二

■ 粟生田 忠雄 AODA Tadao
オランダ、
ワーヘニンゲン大学環境科学部

Study on technological development of decreasing pesticide drift

㉓収穫後農産物の品質管理技術の開発

Studies on physiological functionality of rice protein

中国

㉑農薬の目的外飛散低減の技術開発に関する研究

University,

㉖メラピ火山２０１０噴火に伴う流域の水文環境変化
と土砂災害に関する調査研究

Hydrological Change of Southern and South-western Slope of Mt.Merapi
after the 2010 Eruption

■ 権田 豊 Yutaka GONDA
インドネシア，
ガジャマダ大学土木学科

Civil & Environmental Engineering Department, Gadjah Mada University,
Indonesia

国際交流協定校
（農学部関連）

International Exchange Between Foreign Universities
ボゴール農科大学（インドネシア）
Bogor Agricultural University

ワーヘニンゲン大学（オランダ）
Wageningen University

東北農業大学（中国）
Northeast Agricultural University

中国農業大学（中国）
China Agricultural University

嶺南大学校自然資源大学（韓国）
College of Natural Resources,
Yeungnam University

コンケーン大学（タイ）
Khon Kaen University

チェンマイ大学（タイ）
Chiang Mai University
モンクット王トンブリ工科大学
（タイ）
King Mongkut’s University of
Technology Thonburi
ナバーラ国立大学（スペイン）
Public University of Navarre
寧夏大学（中国）
Ningxia University

アンカラ大学（トルコ）
Ankara University
モンゴル生命科学大学（モンゴル）
Mongolian University of Life
Sciences
マレーシアプトラ大学（マレーシア）
University Putra Malaysia
ロシア沿海州農業アカデミー
（ロシア）
Primorskaya State Academy of
Agriculture

カセサート大学（タイ）
Kasetsart University

エーゲ大学（トルコ）
Ege University

タイグエン大学（ベトナム）
Tay Nguyen University

中東工科大学（トルコ）
Middle East Technical University

内モンゴル農業大学（中国）
Inner Mongolia Agricultural
University

極東国立農業大学（ロシア）
Far Eastern State Agricultural
University

FACULTY OF AGRICULTURE, NIIGATA UNIVERSITY, 2O16
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フィールド科学教育研究センター

Field Center for Sustainable Agriculture and Forestry

平成13年に従来の附属農場および附属演習林が統合され、フィール
ド科学教育研究センターが設立された。
これは「食糧問題」
「環境保全」という今世紀最大の課題が、これまで
の細分化された個々の学問領域では対処しきれないことから、新しい総

牧草生産

Grass production

合的視野に立つ「フィールド科学」の構築を目指したものである。
当センターは3教育研究部から成り、学部の教員との緊密な連携によ
り北陸地域の農林業・環境問題に取り組む。
This center was established in 2001 through the combine of the two former
facilities, Experimental Farm and Forest. The center consists of three divisions
and aims to construct a new scientific field to solve the problems on sustainable
agriculture and forestry in the Hokuriku district.

佐渡ステーション
での実習

Practice at Sado station

圃場の土壌調査実習

に耕地生産部と森林生態部を統括し、総合的なプログラム・
プロジェクトを企画調整している。とくに、地域特有の農業・
環境問題を積極的に汲み上げ、農学部と地域社会との交
流窓口として情報の収集・管理・発信を行っている。

森林生態部
森林生態部には、森林科学の教育・研究の実践のために
Division of Rural Information and Planning
This division provides various educational programs and research
projects on sustainable agriculture and forestry in Niigata and
surrounding regions with the cooperation of other divisions of the
center. Moreover, researchers in the Faculty of Agriculture and
regional communities are networked to solve the problems on
agriculture and forestry. Thus, this division works as a hub or a
server of regional networks. Information and research databases in
this division are available for all researchers.

佐渡ステーション演習林
（500ha）
と村松ステーション苗畑
（1.4ha）がある。利用調整業務は五十嵐キャンパスの企
画交流部事務が担当している。
佐渡ステーションは、佐渡市外海府地区の海沿い（小田
集落）に研究・宿泊施設があり、その東約5km の大佐渡山
脈稜線に沿って演習林が広がっている。演習林内の標高
は270m から947mと大きな幅を持ち、冷温帯性のもの
を中心に約500種類の維管束植物（佐渡島に分布する全
植物種の約1/3）
が生息している。
演習林の約6割を占める天然林には、推定樹齢500年
を超えるスギをはじめヒバ
（ヒノキアスナロ）、ミズナラ、イ

耕地生産部

タヤカエデ、シナノキなど冷温帯性樹種の大径木が生育
しており、林床にはシラネアオイ、キクザキイチゲ、オオミ
スミソウ、カタクリなど本州では希少となった草本種が多

耕地生産部には村松ステーションと新通ステーションの

は農業機械利用による省力生産技術、耕種と畜産での資

数分布する。この天然林は環境省の生物多様性モニタリ

2つのステーションがあり、それぞれ五泉市（旧村松町、新

源循環、資源循環型酪農における乳牛の生産性および繁

ング 事業 や JaLTER（Japan Long-Term Ecological

潟大学から45km）
、新潟市西区新通
（新潟大学から3km）

殖成績について研究している。新通ステーションでは稲作

Research）のサイトのひとつとして研究面で重要な価値

に所在している。村松ステーションは16ha の圃場を有し、

における水管理や肥培管理、稲の同化産物の転流様式の

を持つと共に、佐渡島における最も自然度の高い森林とし

食用作物（ダイズ、ジャガイモ）、野菜類（ナガネギ、スイカ、

遺伝変異、野菜の育種や減化学肥料栽培を研究している。

て一般にも広く知られており、その保全と利活用を両立さ

ダイコン）
および牧草を作付け、乳牛やヤギを飼育している。
新通ステーションは3ha の圃場を有し、水稲を中心に作付
けし、転作作物としてタマネギ、エダマメ、ソラマメ、サトイ
モ、イチゴ、
トマト、ナス、キクなどを栽培している。一部は
施設栽培で取り組まれている。春季には草花やハーブの
苗生産も行っている。
両ステーションでは農場実習が開講されている。農学部
の全学生が受講可能な「基礎農林学実習」は基礎的な内
容で農作業体験を目的に開講される。他に、植物生産学、
動物生産学および農業機械学を専攻する学生の専門的な
実習を開講している。
耕地生産部では播種から収穫まで、また出産から牛乳生
産までの農業生産の全過程を対象に環境負荷の少ない持
続的農業に関する研究を行っている。村松ステーションで
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research on labor saving systems with agricultural machinery,
cycling systems of organic resources between crops and animal
production and evaluation of productivity and reproductive
performance of dairy cycling system are emphasized. On the
other hand, research on management of water and fertilizer in
rice production, genetics in rice vegetable breeding and vegetable
production with low-input of energy are conducted at Shindori
station.

Field survey of soil at
university farm

企画交流部
農業生産と環境保全に関する教育・研究を推進するため

crops are cultivated in open fields and in greenhouses. Nurseries of
flowers and herbs are produced in spring.
Climate; 13.2℃ average temperature, 1770mm rainfall, less than
20cm of snow cover. Ground height; −1m. Soil; alluvial, Gley
Lowland soil.
Fundamental practice on agricultural production is provided
for all students of Faculty of Agriculture and advance courses
are performed for the students belonging to plant science, animal
science and agricultural machinery science at both stations.
Research on the establishment of sustainable production systems
with environmental conservation are conducted for all processes
of agricultural production at both stations. At Muramatsu station

19

気象および土壌

村松ステーション：平均気温13.2℃、降水量1788㎜、
積雪70㎝、標高25m、火山灰黒ボク土壌
新通ステーション：平均気温13.2℃、降水量1770㎜、
積雪20㎝以下、標高−1m、信濃川沖積土

Division of Sustainable Forestry
Division of Forest Ecology has two stations. One is an experimental
forest (Niigata University Forest: NUF, 500 ha) located on Sado
Island, and another is a Nursery in Muramatsu (1.4 ha). NUF was
founded in 1955 and has conducted many education programs and
research of forestry and forest science. Muramatsu Nursery has
provided juveniles of plantation trees for NUF.
Sado Island has been isolated from the main land Honshu, and
many endangered species are distributed. NUF has been noted
for ancient Japanese Cedar (Cryptmeria japonica) forest, endemic
mammals (Lepus brachyurus lyoni and Sorex sadonis), an endemic
beetle (Damaster blaptoides capito), and many endangered perennial
flowers. The number of vascular plant species in Sado Island is
around 500, and 1/3 of them are distributed in NUF.
Four investigators and seven technicians are engaged in NUF.
The aim of NUF is to understand the ecology of those special
creatures and ecosystems of Sado Island, and to utilize the results
for environmental education. As a member of Japan Long Term
Ecological Reaearch Network (JaLTER), NUF has been conducted
long-term study of community dynamics of primary forests, climate
monitoring and ecosystem studies.
Three research stations of Niigata University in Sado Island (NUF,
Sado Marine Biological Station, Center for Toki and Ecological
Restoration) are planning to launch a cooperative project to reveal
the ecological relationships among mountain, river, satoyama and
marine.

せるための先進的なエコツーリズム制度が導入されている。
佐渡ステーションは、2012年度より文部科学省の教育
関係共同利用拠点に認定され、新潟大学の学生に加えて
全国の大学から学生を受け入れて多くの実習を開催して
いる。また、森−里−海の生態系の関係性を同一流域で調
査できる希有なフィールドとして理学部附属臨海実験所、

Division of Agro-Production

朱鷺・自然再生学研究センター、災害復興科学研究所など

Division of Agro-production has two stations, Muramatsu station
(25ha) and Shindori station (3ha).
Muramatsu station is located in Gosen city, 45km from the
university campus. Food crops (soybean, potato), vegetables
(bunching onion, watermelon, Japanese radish) and forage crops are
cultivated and dairy cows and goats are kept at this station.
Climate; 13.2℃ average temperature, 1788mm rainfall, 70cm of
snow cover. Ground height; 25m. Soil; volcanic ash, Andosol.
Shindori station is located in Niigata city, 3km from the university
campus. Rice and horticultural crops (onion, vegetable, soybean,
broad bean, taro, strawberry, tomato, eggplant) and some ornament

と連携した分野横断型の教育研究を展開している。

スギ天然林の巨木

A matured Japanese cedar in NUF

FACULTY OF AGRICULTURE, NIIGATA UNIVERSITY, 2O16
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社会との連携

20

Social Cooperation

組織図

Organization
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日頃の研究成果を、様々な場を通して広く公開し、市民と活発な交流を行っている
（過去12年）
。
We share the achievements of our research activities with the public through a variety of events, and actively interact with society.

農学部フォーラム

専修コース

公開講座

Specialized Courses

農業生産科学科

2004
2005

水鳥飛び交う田園型政令指定都市をめざして
災害復興一年 の 動 き と 展望 ― 農学部 の 取 り 組 み ―
農学部、フィールド科学教育研究センター共催
食 の 安 全・安 心 へ の 新 た な 流 れ ― 生 産 者 か ら 加 工・販 売・
消費までの残留農薬等ポジティブリスト制度を考える―
地震から学び、農の復興へ
在来品種およびブランド品種を利用した地域の活性化を考える
米品質と温暖化
新潟平野を科学する
東日本大震災後の「農と食」
新潟畜産の挑戦 ―飼料用米の利活用促進―
新潟清酒の新展開 ―産官学の新たな取り組み―
里地・里山の食糧生産と環境をまもる 人と自然のキャッチボール
新たな技術で拓く資源循環型作物生産の可能性

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Forum
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

New Niigata-city -a rural city designated by ordinance coexisting
with waterfowlsDevelopment and prospects of reconstruction after one year since
the Niigata Earthquake
Positive list system for reliance and safety of foods
Problems on the restoration of Chuetsu Earthquake affected area
and the role of Faculty of Agriculture Niigata University
Revitalization of our region with native and brand varieties of
crops
Rice quality and global warming
Science of the Niigata Plain
Agriculture and food issues after the Great East Japan Earthquake
Challenge to Niigata Livestock -to take advantage of the feeding
riceNew development of Niigata Sake -the new approaches of
industry, government and academiaPreservation of food production and environment at
SATOCHI & SATOYAMA with the harmony of human activities
and nature
Possibility of the cyclic type crop production of resources held by
new technology

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015

新潟の農産特産物の魅力
生命と環境のサイエンス
えちご野生動物誌 ―生物多様性のシンボルたちの表現―
「田園型都市にいがた」から食の安全安心を考える
植物のチカラ微生物のヒミツ ―先端科学をやさしく学ぶ―
新潟中越地震被災地区の復旧と活性化
動物性タンパク質の効率的生産を目指したアニマルサイエンス
バイオマスの生産と利用 ―循環型社会および低炭素社会の実現
に向けて―
トキをシンボルとした自然再生
作物生産における技術革新
食と健康

Extension Lecture
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015

Attraction of agricultural special products in Niigata
Science of life and environment
Natural history of wildlife in Niigata
-symbols of biodiversityPossibility of Niigata city under the problem concerning safety
and relief of food
The power of plants and the mystery of microbes
Recovery and vitalization of the Niigata Chuetsu Earthquake
Disaster Area
Animal science for the efficient production of natural proteins
The production and application of biomass
Natural reproduction symbolized by Ibis (Nipponia Nippon)
Innovation in crop production
Appetite and health

Department of Agrobiology

農業生産科学講座

Division of Agrobiology

教授会

食料・資源経済学コース
Food and Resource
Economics Course

植物生産学コース

Faculty Meeting

Plant Production
Science Course

動物生産学コース
Animal Production
Science Course

農学部

Faculty of
Agriculture

応用生物化学科

Department of Applied
Biological Chemistry

応用生物化学講座

Division of Applied Biological
Chemistry

分子生命科学コース

Molecular Bioscience Course

土壌植物資源科学コース
Bioresources Course

食品・栄養科学コース
Food and Nutritional
Sciences Course

各種委員会
Committees

生産環境科学科

Department of Production and
Environmental Science

生産環境科学講座

Division of Production and
Environmental Science

農業工学コース

Agricultural and Environmental
Engineering Course

森林環境学コース

企画交流部

Forest Science and
Engineering Course

Division of Rural Information
and Planning

フィールド科学シンポジウム

耕地生産部

Division of Agro-Production

附属フィールド科学
教育研究センター

Field Science Symposium
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

熱帯雨林の減少と環境問題
転機に立つ新潟の農業
地域との連携による農学部教育とFC
TPP 問題を知る、そして考える
農林業・食品産業現場で活躍する先輩から
のメッセージ
知 っ て 得 す る 新 潟 の ブ ラ ンド 農 産 物
―ブランドを支える技術と研究最前線―
中国黒竜江省の農業とJICA 草の根技術協
力事業の成果
米加工の可能性と農業の6次産業化

2008
2009
2010
2011
2012

Decrease of tropical rain forest and
environmental disruption
Agriculture in Niigata being at a turning
point
University education in agriculture and
FC by cooperating with the community
Trans-Pacific Partnership (TPP)
-understanding and considering the problemMessages from our alumnus who work in
the field of agriculture, forestry and food
industry

2013
2014
2015

Branding strategy for high quality
agricultural products of Niigata
Agriculture in Heilongjiang province, China
and achievements of JICA Partnership
Program
Potential of rice-processing technology and
transition of agriculture to sextiary sector

Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry

村松ステーション
Muramatsu Station

新通ステーション
Shindori Station

森林生態部

Division of Sustainable Forestry

佐渡ステーション
Sado Station

村松ステーション
Muramatsu Station

長岡市小国との相互交流
新潟県には全国有数の中山間地域があり、日本の原風景が見られると同時に過疎化・高齢化社会、棚田放棄など、様々な問題が山積して
いる。農学部はこれら中山間問題に取組むために長岡市小国と相互交流に関する基本協定を平成15年12月に結び、地域に密着した課題
を研究テーマ、卒論テーマに取り上げている。

Mutual Exchange with Oguni in Nagaoka City

Niigata Prefecture has one of Japan's leading hilly and mountainous areas. Here, Japan's traditional scenery is seen. The area, however, has various problems, such
as a decrease in population, aging society, and rice terrace abandonment. The Faculty of Agriculture, Niigata University, entered a basic agreement concerning
mutual exchange with Oguni in Nagaoka City in December 2003 in order to tackle these problems in the hilly and mountainous area. Since then, the Faculty of
Agriculture has been taking up subjects closely related to the area as themes of research and graduation theses.
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総務係

General Affairs Section

事務部

学務係

Student Affairs Section

Administration Department

フィールド科学教育
研究センター係

Administrative Section
(Field Center)
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役

22

職

員

Administrative Staff

渡邉 剛志

区

Dean, WATANABE Takeshi

附属フィールド科学教育研究センター長

土地

建物

Land

Buildings

62,500㎡

15,873㎡

農学部

Faculty of Agriculture

附属フィールド科学
教育研究センター

Head of Field Center for Sustainable Agriculture and Forestry, YAMADA Takahisa

自然科学系農学部事務室長
山﨑 利弘

分

Classification

Field Center for Sustainable
Agriculture and Forestry

Head of Office, YAMAZAKI Toshihiro

Division of
Agro-Production

職員
（現員）Numbers of staff

24.7ha

3,042㎡

新通ステーション

2.9ha

418㎡

Shindori Station

新潟

佐 渡

1

磐越自動車道
安田

2

弥彦山
▲

森林生態部

3

Division of Sustainable
Forestry

准教授

講

師

助

教

授

准教授

講

師

助

教

計

Lecturer

Assistant
Professor

Total

Professor

Associate
Professor

Lecturer

Assistant
Professor

Total

18

20

0

7

45

3

2

0

2

7

5

0

Field Center

Technical
Staff

計

Total

技術職員

計

Technical
Staff

Total

3

12

8

8

北陸本線

平成28.4.1現在 (As of April 2016)



高田

糸魚川

富山県

線
新幹
上越

3

直江津
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山形県

日本海
東北自動車道

山田 宜永

Locations

羽越本
線

農学部長

所在地図

上越線

群馬県

長野
長野県

歴代学部長
橋本
喬
伊藤 武夫
齋藤 道夫
伊藤 武夫
榎本善一郎
山田 昌一
榎本善一郎
川瀬金次郎
長﨑
明
山口 本治
吉原 一郎
川瀬金次郎
小笠原長宏
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HASHIMOTO Takashi

1949. 5.31〜 1949. 7.17

ITO Takeo

1949. 7.18〜 1951. 2. 7

SAITO Michio

1951. 2. 8〜 1953. 3.31

ITO Takeo

1953. 4. 1〜 1959. 3.30

ENOMOTO Zenichiro

1959. 3.31〜 1961. 3.30

YAMADA Masakazu

1961. 3.31〜 1963. 3.30

ENOMOTO Zenichiro

1963. 3.31〜 1967. 3.30

KAWASE Kinjiro

1967. 3.31〜 1969. 3. 6

NAGASAKI Akira

1969. 3. 7〜 1969.10. 8

YAMAGUCHI Motoharu

1969.10. 9〜 1970. 8.31

YOSHIHARA Ichiro

1970. 9. 1〜 1973. 9.30

KAWASE Kinjiro

1973.10. 1〜 1975. 4. 1

OGASAWARA Nagahiro

1975. 4. 2〜 1977. 4. 1

新潟大学農学部 2O16

Successive Deans
山田 豊一
長﨑
明
小笠原長宏
石田 一夫
治部田幸範
加村 崇雄
小島
誠
豊田
勝
鈴木 敦士
大山 卓爾
新村 末雄
渡邉 剛志

①農学部
YAMADA Toyokazu

1977. 4. 2〜 1980. 4. 1

NAGASAKI Akira

1980. 4. 2〜 1984. 4. 1

OGASAWARA Nagahiro

1984. 4. 2〜 1988. 4. 1

ISHIDA Kazuo

1988. 4. 2〜 1989. 8.31

JIBUTA Yukinori

1989. 9. 1〜 1991. 3.31

KAMURA Takao

1991. 4. 1〜 1995. 3.31

KOJIMA Makoto

1995. 4. 1〜 1999. 3.31

TOYOTA Masaru

1999. 4. 1〜 2003. 3.31

SUZUKI Atsushi

2003. 4. 1〜 2007. 3.31

OHYAMA Takuji

2007. 4. 1〜 2011. 3.31

NIIMURA Sueo

2011. 4. 1〜 2015. 3.31

WATANABE Takeshi

2015. 4. 1〜

Faculty of Agriculture

〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050番地／8050 Ikarashi 2 no-cho, Nishi-Ku Niigata-Shi, 950-2181
TEL（025）223-6161（代表）／ +81-25-223-6161

②新通ステーション
（農場） Shindori Station (Branch Farm)

〒950-2035 新潟市西区新通2156-1／2156-1, Shindori, Nishi-Ku Niigata-Shi, 950-2035
TEL（025）260-1633／ +81-25-260-1633

③村松ステーション
（農場、苗畑） Muramatsu Station (Main Farm and Nursery)
〒959-1701 五泉市石曽根6934／6934, Ishizone, Gosen-Shi, Niigata 959-1701
TEL（0250）58-5737／ +81-250-58-5737

④佐渡ステーション
（演習林） Sado Station (Forest)
〒952-2206 佐渡市小田94-2／ Sado-Shi, Niigata 952-2206
TEL（0259）78-2613／ +81-259-78-2613
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