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退職にあたって 

                            
人文社会科学部門教授  岡本 克人  

               
 
 
再雇用者としてたぶん、あと 2年間はお世話になります関係でしょうか、退職者としての実感わきに

くくこの小文はやや書きづらいのですが、広報のほうからいただいたせっかくのこの機会に際し、いっ

たんご挨拶をさせていただこうと存じます。 

人類学者のクロード・レヴィ・ストロースが何かの本で、述べていたと思いますが、結局大学の教員

は世間知らずのまま人生を過ごすのだ、というユーモラスな表現は、現在の日本の大学ではあまり当て

はまらないでしょうが、自分の場合はある程度は当たっているような気がします。教育と研究と自分の

趣味のこと以外はあまりわかっていない自分がここまでやってこられたのは、ひとえに教職員、事務の

方々の、あるいはときには心の支えになってくれた学生諸君のおかげだと、心から感謝しております。

陳腐な言い方になりますが、30余年という月日は、あっという間に過ぎたように感じます。しかしこれ

は、やはり相当に長い期間で、大変お世話になりました。 

高知大学が発足したのは 1949 年のことだそうですが、これはちょうど私が生まれた年になります。

27歳の時に、独文専攻のご尽力等により、できたばかりの仏文専攻の講師としてこの大学に赴任しまし

た。ねっからの関西人である私が、高知に来たときは、ずいぶん遠いところに来たように感じ、いろい

ろとまどいもありました。実際にそのころは交通が不便で、兵庫県の自宅を朝 8時にでると、こちらに

着くのは夜の 8時だったように記憶しています。高知方言も今とはずいぶん異なっていてきつい表現が

多く、何かひとこと言うたびに「ほら！」（でしょう？というくらいの意味）とまるで怒鳴るように付

け加える習慣にはなかなか慣れることができませんでした。この話し方については現代の高知出身の学

生でもふつう理解できないので、実演するしかありません。 

私は子供のころから一番嫌いなものが、あとで一番好きになるという傾向がありますが、やがて子供

たちが高知弁で話すようになるとだんだん高知を好きにそして故郷のように感じるようになり、今では

地震が来てもノアの方舟で生き延びようかなどと考えています。 

大学生活で一番生きがいを感じたのは、フランス語を教えたり、自分の知っている言語について話す

ことで、2 時間目の授業を昼休みを越えて 3 時間目が始まるまで続けたり、夕方の授業がだんだん延び

て、真っ暗になったりしたことはしょっちゅうありましたが、特に以前の学生は熱心で、どこまでもつ

いてくるのです。共通教育で語学の授業が通年ものだった頃は、夏休みに１、2年生に 40日以上フラン

ス語日記を書いてくるように、というすごい宿題を出したりしましたが、これを全員がちゃんとやって

くるのには驚かされました。あるとき、特にたくさん書いてきた農学部の男子学生にたずねてみると、

なんと毎日４時間かかったというのです。これはそれほど昔のことではないので、近年の学生の意欲に

ついてはやや残念に思います。ところで、私の体力ではもはや授業時間を延ばしたりはできませんので、



  

再雇用の際はご配慮願います(^0^)。 

さて、人間は名を残すことができなければ何か、ものを残したいと思うはずですが、わたしはヤシの

木を並べて植えたり、新図書館を建てたりはできませんでしたが、環境整備か何かの委員だった時に大

きな金属製のゴミ箱は立てましたので、学内の数か所にある、あのゴミ箱の前を通られるときは、とき

どきは岡本のことを思い出してくだされば、と今からおねがいしておきます。 

 

     ゴミ箱に花散る春を数えけり  泥竹 

 

  今後ともよろしくお願い申し上げます。 
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退職にあたって 

                            
人文社会科学部門教授 田村 安興  

               
 
 
私は 1983年 4月に人文学部に任用されてから 30年間高知大学に在職し、本年 3月をもって定年とな

りました。在任中は多くの先生方や事務の方々に支えられてきました。深く御礼申し上げます。私は旧

兵舎であった黒漆の木造建物が多く残っていた高知大学には 18 歳からお世話になりました。今では巨

木となったキャンパスのワシントン椰子を見るたびに、苗木であった何か不明な植物をお世話されてい

た、農学部出身の久保佐土美元学長のお姿が鮮明に残っています。実はそれが椰子であったことが成木

になった後年わかりました。今後も高知大学方面に自然と足が向かうと思いますが、退職後もキャンパ

スでお目にかかることがあれば、お気軽にお声をかけていただきたいと思います。 

高知大学は旧文理学部時代から理学部が先ず独立し、人文学部の学科も 2学科から 3学科となって学

科の垣根もずいぶん低くなりました。文理学部という学際的名称から人文学部になって以降、文系の学

問も良い意味で学際的となってきました。しかし、如何に学問の融合や「学際」が指向され、改組が行

われようとも、本来の学問である人文科学、社会科学において、任用された研究分野で世界のオンリー

ワンを目指すべきであることは無論、その研究を教育に生かす必要があります。大学の研究教育水準は、

決して研究費の獲得額や特許、文部科学省の一部官吏からの評価とは相関関係がありません。旧制高校

以来、人文系の先生方には、私も学恩がある東洋史の青木富太郎先生をはじめとして、世界的な業績を

残された先生方が少なくありません。 

近年、高知大学人文学部の教育・研究・社会貢献は着実に前進しているように思います。特に人文学

部の若い先生方の活動には目を見張るものがあります。共通のプログラムで教える機会が増加して専門

教育を互いに学びあう事が多くなりました。その結果学生に良い影響を与え、学生の学ぼうとする意欲

は旺盛になっているように思えます。私は若い先生方の教育方法を学んで、30年経ってやっと教育力が

ついてきたように思います。在任中は研究者を目指した若い時からの初心を忘れず、任用された専門教

育組織の使命に沿って、細やかながら 30 年間取り組む事ができたかと思います。これも周りの学生、

先生方からの知的刺激のおかげです。 

 また、在職中は県内職域同窓会のおかげで多くの卒業生と触れ合う機会がありました。同窓会の方々

から母校に寄せられる熱い思いに接し、常に励まされてきました。全国の同窓会支部からも卒業生の情

報が多く寄せられています。企業廻りや高校への出前授業では、卒業生にお会いする事が多く、高知大

学にとって最も重要な社会貢献は卒業生そのものであると改めて思いました。 

 明治以来日本の人口は 3倍になっています。しかし、高知県の人口は明治以来増加せず、流入人口よ

り流出人口が多いのが実態です。個人的な事を申せば、私は運よく故郷に帰ってこられ、おかげで両親

や祖父母の末期をとることができました。私の分野は退職後も研究を続けることはできますが、現職時



  

代と違って、心身ともに後退する事は間違いないと思われます。そのような危機感を刺激に変えて、今

後も国内外で研究と社会貢献を続けていきたいと考えています。 
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定年退職にあたって 

                            
人文社会科学部門教授  丸井 一郎  

               
 
 
振り返れば長い教員生活で、最初の赴任先である愛媛大学以来ざっと計算すると、一般・専門・大学

院の講義・演習で 1万人前後、卒論指導で 120人ほどに出会ったことになる。最初期の学生はとうに 50

歳を超えているが、なんといっても高知大学人文学部での卒論ゼミにまつわる思い出が多い。12月末に

ノートパソコンを記憶媒体ごと朝倉用水路に落としたり（一つ前のファイルが私の元にありなんとか完

成）、突然現れて「できません、休学します」と泣いたり（一番のできばえだったのに）と、一喜一憂

の連続だった。うれしいのは、（失礼ながら）全く期待していなかった学生が、あれこれ助言をすると、

目を見張るような秀作を仕上げたこと。職場で中堅になった卒業生が今でも飲みに行きましょうと誘っ

てくれることもありがたい。  

我々が入学した頃の文学部では卒論の書き方など何の親切な指導もなかった。先輩達の卒論がドッジ

ボールを入れるような竹かごに山盛りで、それを見てむしろ反面教師とせよとのお達しだった。当時の

外国語外国文学系の演習では、作品であれ研究書であれ原典を匍匐前進するようにして解読するのが普

通で、自前の理論・体系への志向はまれだった。そこに「ばりばり」の若手言語学者が現れた。後に日

本の国立国語研究所にあたるマンハイム・ドイツ語研究所の所長に就任する G.シュティッケル氏である。

今から思えばそれで我々の生活も勉学もずいぶん変わった。文学テクストを言語理論の中でどう扱うか

を手ほどきしてもらった。ことばに関する理論にもいろいろあることが分かった。じっとしていたら何

も学べないことも分かった。たまたま呼びかけのあった他大学のグループと院生中心の合同研究会を組

織した。「発話行為」などという用語を、テクスト関連では日本で最初に振り回していたのではないか

と思う。 

研究活動で初めから意識したのは、非母語話者に何ができるかという問題。発話行為理論、テクスト

言語学、テクスト理論とたどって、最後に社会的な出来事と行為としてのことばという視点にたどり着

いた。それを異言語・異社会文化の背景上で問題とする、という位置づけが定まった。試みとしてであ

れ、言語相互行為について自前の理論を提示することができたのは、シュティッケル氏と合同研究会の

仲間のおかげだと思う。 

ことば以外の分野で、とくにドイツ学術交流会や財団の援助で滞在した欧州での発見は飲食生態であ

る。言語・コミュニケーション分野での差異は予測できたが、この分野では自身の予断と無知が思い知

らされた。西洋人が、とくにエリートでない人々が何を食べ、食べてきたかについて、まともな情報が

日本には無いことが分かった（ソーセージやハンバーガは最低ランクである等々）。歴史学や食物学、

栄養学など個別分野ではなく、記号次元を含む総体としての飲食生態の理論化は、彼の地でもようやく

前世紀後半（の中葉）に入って形成された、という意味では先輩達の怠慢とも言えないだろう。生活世



  

界の全体における（言語）相互行為の理解には、「ヒトとは食物を持ちより火で調理し共に食べる者で

ある」という人類学の定式に加えて、「共に食べかつ話し合う者である」という視点が不可欠である。

これで輪が閉じる。 

多くの同僚の方々、事務職員の皆様、忍耐強く話を聞いてくれた学生諸君のこれまでの配慮と協力に

心より感謝申し上げる。近年利潤イデオロギーの攻勢で大学らしくない事象が増えるなかで、知的探求

心の灯が絶えないことを願うのみ。  
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さくらの花が一番綺麗に見える研究室 

                            
教育学部門教授  刈谷 三郎  

 
今年は例年より早く 3 月の中頃にさくらが咲きました。教育学部の中庭西に咲くソメイヨシノは、

私の２階の研究室の窓から手の届くところに、毎年、満開の笑顔で立ち寄ってくれます。大学で一番

さくらが綺麗に見える研究室であると勝手に思っています。その年ごとにさくらが美しく見えたり、

澱んでいたり、気にも止めなかったりと、学生の頃から眺めていたはずの花は、時とともにその見え

方や感じ方が移り変わってきたように思います。そのさくらが見ていた 10 年刻みの思い出はこんなふ

うになるのでしょうか。 
① 1980 年代 陸上競技の指導者（教育）としての仕事 

若いカールルイスと話すことで（ヘルシンキ）、これからの仕事に一歩踏み出せたこと。 
② 1990 年代 体育科教育学の研究者としての仕事 

筑波大学と韓国体育大学への留学によって友を得、研究者として独り立ちできたこと。 
③ 2000 年代 管理職としての仕事 

医大との統合、法人化、教育学部統廃合問題で学んだことは「政治」かもしれません。 
教育学部長と附属中学校長で学んだことは、「教育は子どものもの」であること。 

④ 2010 年代 次の世代に引き継ぐ仕事 
高知県陸上競技史・スポーツ史：学校体育史の 3 部作を編纂できたこと。 
地方の陸上競技協会を全国で初めて法人化し、龍馬マラソンを立ち上げたこと。 
1980 年、私が母校に帰ってきた時に先輩方からかけていただいた最初の言葉は「退職するまでは生

きていなさいよ！」でした。着任早そうの若者に対して、なんと不思議な言葉だろうと当時思いまし

た。それは、私の高知大学・体育の恩師に当たる 5 名の先生方が 40、55、61、62、63 歳と定年退職

を待たずしてこの世を去られたことからの言葉でした。なぜ私だったのかと聞くと、亡くなった恩師

に共通していた体育・スポーツ人、高知県出身者・・・という理由からでした。振り返ってみれば、

その先輩諸氏の年齢は若く、もっと大きな仕事を成し得ていた方々であり、きっと悔しい思いをされ

て去られたたと考えると、今も胸が締め付けられる思いがします。 
こうして先輩の年齢を越え無事退職を迎えることができたことに、何より感謝と喜びを感じていま

す。高知で生まれ育った私の周りで、まだ少し出来そうな仕事が少し残っているようにも思います。

これからは年月を経ながら優しくフェードアウトできればいいのではないかと考えています。最後に

なりましたが、家族にそして数百名になる卒業していった学生諸君に感謝したいと思います。もちろ

ん、この仕事であればこそ出会うことができた、先輩や同僚のみなさん、そして陰日向になり励まし

支えてくださった事務職の皆さんに感謝しすぎることはないと思っています。改めて皆様にお礼を申

し述べて、退職の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。 
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退職にあたって 
サッカー部監督と特任教授 

                            
教育学部門教授  野地 照樹  

 
 

               
昭和 53 年に 28 歳で高知大学教育学に赴任し、高知大学サッカー部の監督をすることになった。多

くの感動を経験した 35 年が経過した。 
赴任当時、高知県はサッカー不毛の地といっても過言ではなかった。「現場主義」を貫き、率先して

グランドに立ち指導した。しかし、サッカー部員のレベルは低く、部員数も少なく紅白戦が出来ない

ような状況であった。     
日本サッカー協会公認コーチ養成講習会の講師を依頼されるようになり、「世界基準」を意識するよ

うになった。‘82 スペイン、‘86 メキシコ、‘90 イタリア、‘94 アメリカ、‘98 フランス、‘02 日韓そ

して‘06 ドイツ大会の 7 大会のワールドカップを観戦、世界の頂点を意識し、また私自身の４年毎の

充電の時間でもあった。岡田武史氏（元日本代表監督）をはじめ、数多くのＪリーグや高校の指導者

養成に関われたことは誇りでもある。 
ＪＯＣ日本オリンピック委員会の在外研修員として 1994 年に一年間のプロチームでのコーチング

とＦ．Ａ.（イングランドサッカー協会）の指導者養成の研修を行った。ユニバーシアードのスタッフ

（‘93 米・バッファロー大会はコーチ、‘99 スペイン･マヨルカ大会は監督）は、名誉あることと同時

に「国際舞台」の経験と、さらに、10 ヶ月の文部省在外研修員としての連合王国での研修は貴重な体

験であった。これらの海外研修と国際経験は、私自身のサッカー観･スポーツ観･指導観を形成する大

きな要因となっている。 
「基本」、「自立」、「フェアプレイ」を指導理念とした結果、高知県サッカーリーグⅠ部では、30 年

連続優勝、総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントは、12 年連続 22 回出場し、そして全日本大

学サッカー選手権大会は、19 年連続 28 回出場をした。総理大臣杯では、準優勝に輝き、また二つの

全国大会で 5 度 3 位入賞できたことは、赴任当初を思えば奇跡に近いものである。さらに天皇杯全日

本サッカー選手権大会には、10 年連続 17 回の出場をしている。全日本大学フットサル大会では準優

勝と 3 位になった。母校の筑波大学に全国大会での勝利は実現できなかったが、高知大学サッカー部

を「全国レベル」に上げられたことは、自負できるものである。今では、サッカー部員は 130 名を超

え、いかに練習環境を整備するかが大きな課題となっている。 
2002 年から高知大学少年少女サッカー教室を開設した。週 2 回のサッカー教室は、参加する子ども

たちにサッカーを楽しんでもらうと同時に、サッカー部員の指導力の向上を期待している。また、日

本サッカー協会のキッズプログラムを推進することになり、サッカー部員は幼稚園･保育園･小学校等

での巡回指導、出前授業、高知大学スポーツキッズアカデミーを実施している。このようなサッカー

部の実績と地域貢献が評価され、高知銀行、にっしん、鏡川自動車学校に、ユニフォームスポンサー



  

になっていただけたことは、画期的なことであり、感謝している。 
多くの卒業生は、サッカーの指導者として活躍している。夏休みに「野地杯高知大学サッカーフェ

スティバル」を開催し、四国は勿論のこと関西・中国・九州から卒業生が指導する 20 数チームが参加

している。私にとって教え子は宝物であり、彼らの成長は感慨深い。 
定年退職を迎えたが、もうしばらくは国際・地域連携センターの特任教授として高知大学にお世話

になることになった。これからは、「高知県におけるサッカー文化を育む」ことをさらに意識しながら、

「高知大学の一つの個性」を継続できるよう、後継者を探さなければならない。 
最後に、多くの関係教職員の方々にサポートしていただき、今一度、皆様に心から感謝申し上げま

す。 
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貴重な１０年間をありがとうございました 
                            

理学部門教授  臼井 朗  
 
 

               
いまから 10 余年前、私は国立研究所の研究員として海底の鉱物資源の研究をしておりました。当時

は、時代の流れと共に研究機関のあり方にも大きな変化がみられ、強いミッション志向の研究が徐々に

主流となっていました。研究者は「あなたの研究は何の役に立つのか？」と常に問われ続ける時代に変

わりました。当時私はそれなりに充実した生活を送っていたのですが、いろんな意味でこのような雰囲

気にすこし辛さを感じつつ、普遍性、一般性を目指す教育研究に惹かれるようになりました。丁度その

ころ、高知大学理学部の大学教員の公募があり高知大学に職をいただくことができ、その後は、大学教

育という未体験の世界に直面し、戸惑いつつ、時に背伸びしつつ、試行錯誤を繰りかえしてまいりまし

た。文字通りあっという間に退職を迎えることになりました。何とか教員としての責務を果たすことが

できたことに対し、まずは、教育の先輩（年令ではありません）である先生方、御世話いただいた事務

職や補佐員の皆様、そして研究仲間や学生諸君の応援に心より感謝いたします。  
 平成１５年２月に赴任した時、大先輩の先生から「10 年あれば一仕事できますよ」と言われたことを

よく憶えています。振り返ってみるとそれが全う出来ていない自分に、ここ一年、焦る日々ばかりでし

た。しかしながら、幸運なことに、この４月からも引き続いて教育研究を継続する職をお受けすること

となりました。過去を振り返る暇もなく日々の仕事に追われています。残された何年かを、教育と研究

の両面において、残すべき成果とゴミやほこりに属するものを整理することとに使うと共に、若い後継

者などが育てばこの上もありません。今後とも御指導をお願いしたいと思います。 
 さて、少し話が変わりますが、我々が専門とする地球科学という学問、研究は、ときに趣味の延長に

ように捉えられて、実社会に役に立たない学問の代表のように受け取られることがしばしばあります。

一方で、この分野に対しては、手っ取り早い社会貢献、つまり新資源の発見、災害余地、環境保全など

に対する解決策だけを期待されがちです。しかし、これは少し違っていて、他の理学・自然科学分野に

も共通することだと思いますが、ルーツを知る、実態を知る、根本原理を知ること（不易とでもいうの

でしょうか）によって我々は、将来を予測し、限界を知り、一方で大きな夢を抱くことができるのだと

思います。科学が共通して目指すところは、目の前の快適さと贅沢さではなく、長時間スケールとグロ

ーバルな視野での持続的な安定性、安心感なのだと最近思うようになりました。このように、身の回り

で体感できる現象とは桁違いのスケール、視野で自然環境を捉えるに際して、地球科学という分野はま

さに最適であると思います。是非とも、より多くの人に学んでいただきたいと思っています。 
 高知大学で若い学生や研究者達と共に、科学・理学を学ぶことによって、改めて考えることの重要さ、

面白さを確認することが出来ました。私は大変幸運な 10 余念を過ごすことができ感謝いたします。高

知大学における理学分野のさらなる発展を心より祈ります。 
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退職にあたって 
―理学部での３１年間の研究・教育― 

                            
理学部門教授  松村 政博  

 
 

               
昭和 56 年(1981 年)10 月 1 日付で理学部物理学科へ着任しました。あれから 31 年 6 か月の歳月が過

ぎ去ったことになります。思い返せば苦しく長く感じる時も、また楽しく短く感じる時もありましたが、

いまこうして退職の時を迎えることができたのも、これまで陰に陽に御支援してくださった教職員の皆

様、また学生諸君のおかげと感謝しております。 
毎年の研究室配属された卒研生・院生のリストを見ていますと、その時々の学生諸君の顔と研究テー

マが懐かしく思い出されるとともに、私の高知大学での研究生活の変遷をたどることができます。着任

当時の理学部は文理学部改組から 4 年後、まだ大学院は設置されておらず、研究は教員個人が装置の設

営から測定まで全てを行う必要がありましたし、研究設備も現在と比較すると全く貧弱でありました。

私は博士課程終了後、もし研究者になれるものなら超伝導を軸に、と心秘かに決めていましたが、高知

大の現状では諦めざるを得ませんでした。そこで研究者よりも教育者へと軸足を移し、学部生を教育し

院生として中央の大学へ送り込むことが社会貢献に繋がると考え、これを秘かな目標としました。とこ

ろが昭和 60 年（1985 年）に修士課程が設置され、研究仲間としての大学院生を持つことになって、研

究あってこその教育という意識を持たざるを得なくなりました。しかしこの環境ではたして何ができる

か前途に道が見いだせない困難な時期でした。 
ちょうどこの時期 1986 年に、幸運にも私の研究人生の中で最大のトピックスであった銅酸化物高温

超伝導体が発見されたのです。1987 年春の名工大での日本物理学会は忘れられない超伝導フィーバー

となりました。予定されたプログラムはそこそこに、深夜まで高温超伝導に関する発表が続きました。

私にとって、この物質が驚異的だったのは長距離磁気秩序相と超伝導相が隣接して出現することでした。

実は前任地で教務職員・助手として在籍していた時、強磁性と超伝導の微視的共存の可能性について実

験的検証を行った経験があり、磁気秩序と超伝導は互いに排他的であり共存、隣接は困難であるという

印象を持ちました。逆に高温超伝導はむしろ隣接した相領域にしか存在せず、磁気秩序が超伝導出現を

助けているように見え、非常に驚きました。高温超伝導は母物質と呼ばれる 2 次元モット絶縁体反強磁

性（専門的すぎてスミマセン）にホールをドープし金属化した直後に現れることが分かり、超伝導現象

そのものより高温超伝導を生み出す高温の電子状態がどのようなものかが重要であると考えられまし

た。高知大学でも国際的なレベルの研究に貢献できる部分が多くある宝の山なのでした。後の 1996 年、

在外研究員としてスイスのチューリッヒ大学に留学したおり、高温超伝導母化合物の反強磁性副格子磁

化の温度変化に関する我々の研究結果をバイアスのない目で高く評価していてくれていて大変うれし

かった。 
この時点で幸運だったことが 2 点あります。1 つは自作した我々の装置の信号検出感度が長年の少し



  

ずつの改良の積み重ねで当時世界トップクラスであったことです。これには電子回路技術のプロであっ

た前任の山形先生の寄与が大きい。いま 1 つは愛媛大にヘリウム液化機が導入され、共同利用として安

価に液体ヘリウムが購入できたことです。 
今では博士課程も設置され、研究設備、建物も昔に比べ見違えるようですし、多くの優秀な若い先生

も着任されています。ただ気がかりな昔と違う点は、研究の新規な芽はどこから出るかも解らないのに

法人化以来、経常的基盤経費が極端に削減され続けていることです。 
研究・教育の話ばかり書いてしまいました。大学運営については、学科長を 2 期務めたにもかかわら

ず、最も苦手なこともあり、新規なことはほとんど何もできず、運営委員会、教授会の皆様には迷惑ば

かりかけてしまいましたことをおわびします。 
最後に高知大学の、理学部の、益々の発展を願っております。 
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退職にあたって ―回想３９年間― 

                            
農学部門教授  山本 由徳  

 
 

               
 
昭和 49 年（1974 年）に、東北大学大学院修士課程を修了し、母校である高知大学農学部に教務補佐

員として赴任しました。翌年 4 月に助手採用となり、都合、39 年間の長きにわたり勤務し、今年 3 月

末で定年退職となりました。大学にずっと勤務したせいか、気持ちは大学生の当時とほとんど変わって

いませんが、残念ながら体力の方は、確実に老化が進んでいるようです。この間、大過なく退職の日を

迎えることができましたのは、教職員の皆様並びに学生の皆様のご支援の賜であり、心より御礼申し上

げます。 
私が農学部に赴任しました当時は、農学部の生協に食堂もなく、三度の食事は隣接する日章寮で寮生

の皆さんと一緒にとる状況で、牧歌的で、のんびりとした状況でした。夏休みには、私たち作物栽培系

の研究室以外の学生はほとんど構内におらず、蝉の声がひとしきり強く聞こえておりました。この頃の

学生さんたちとは、研究室を超えて、よく酒を飲みましたし、また、ピクニックやハイキングへと行っ

たものでした。 
昭和 60 年（1985 年）に愛媛大学連合農学研究科（博士課程）ができ、農学部教員の多くがこれに関

わりだした頃から、農学部の様子も徐々に変わりだしたように感じます。留学生がずいぶんと多くなり、

学位取得のために必要な論文作成やそのための実験のために、年中、学生を構内でみかける状況となり

ました。そして、我々教員も、日々の教育、研究の対応に追われ、1 年間がさらに速く経過するように

なりました。 
勤務しました 39 年間での教育、研究、管理運営、国際・地域貢献のいずれにもたくさんの想い出が

ありますが、特に研究につきましては、苦労したこと、楽しかったこと、多くの想い出が残りました。

私の専門である作物学では、春先の播種から秋口の収穫まで、約半年をかけて作物を栽培します。従い

まして、専攻してくれた学生さんたちは、この間、定期的な生育調査や水管理、病虫害の防除など、土

日のみならず、夏休みもほとんど休みがとれない状態でした。こんなに努力をしても、自然は時には無

慈悲なもので、台風による潮風のために、一夜にしてイネの穂が脱水されて白穂となり、担当していた

学生はショックで寝込んでしまい、急遽、テーマを変えて対応したこともありました。また、秋の取り

入れが終わると、今度はこれの調査や成分分析、データ整理と続き、終わる頃には卒論の提出時期が迫

ってきている状況で、結局、年中、休む暇もなく、実験・論文作成に明け暮れるような生活が続きます。

専攻してくれた学生さんたちは、色々と、その時々に思うところはあったのでしょうが、文句も言わず

に大変よく頑張って、立派な成果を残してくれました。卒論発表が終わり、打ち上げのコンパの席では、

感極まって泣き出す学生も珍しくありませんでした。本当に、真面目に卒論や修士論文、博士論文に取

り組んでくれた学生に恵まれ、楽しく研究生活を続けられ、幸せでした。改めて、専攻学生の皆様にお



  

礼申し上げます。 
定年退職後は、再雇用制度の適用を受け、しばらくは大学にお世話になります。この間、20 年あまり

続けてきました熱帯産デンプン蓄積ヤシ類の研究を中心に、教育や国際連携についても推進してゆきた

いと考えています。何卒、よろしくお願い申し上げます。 
末筆ながら、高知大学の益々のご発展と教職員の皆様のご健勝を祈念し、私の退職のご挨拶とさせて

いただきます。 
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大学を去るにあたって 

                            
臨床医学部門教授  井上 新平  

 
 

               
 
私にとって大学は特別の存在でした。昭和 41 年に入学後は、2 年 3 か月間を除く人生のすべてを 3

つの大学に勤め、教育・診療・研究に携わり生計を立ててきました。大学外のことはほとんど知らない

人生です。しかし精神科医として大勢の人の生活に関わってこれたので、この仕事を選んだのは幸いだ

ったと思います。 
大学生活の最初は大学の否定から始まりました。昭和 43 年、駒場から東大医学部に進学した初日、

授業はなくいきなり学生大会でストライキを決議しました。無給医反対、大学院進学阻止、産学共同粉

砕等々のスローガンで、医学部の上級生が行っていたストライキに連帯したのです。体制に奉仕する大

学はつぶれて学生は人民のために働けばいいといった文革と同じ思想も散見しました。私も学問は政治

や経済に影響されてはいけないという社会観に強く影響されていたと思います。 
その私が後年大学教授になったのですからいい加減なものですが、それまでの過程は単純です。学生

時代に芽生えた社会と医学は密接に関連しているという意識から、卒業後は自然に精神科を選びました。

当初は目の前の患者さんを何とかよくしたいという思いから、地域精神医療が活発になされていた群馬

大学で生活臨床を学びました。この研究グループは大学人でありながら気風が土着的で、同時に進歩的

でした。群馬で私の観念的な部分は相当に縮小し、現実的な考え方を身に着けるようになったと思いま

す。もともと医学は理念だけではどうにもならず、理屈を言うよりもともかく目の前の病人を治すこと

が求められます。統合失調症は再発が多く治療に難航する疾患ですが、そこになんとか実践に役立つ法

則性を見出そうと研究を続けました。群馬のあとはバンクーバー、そして高知でも同じく研究を続けま

した。私の研究は基礎的なものは全くなく、ひたすら臨床研究です。医学部教授の中では稀なほうです。

それでも教授になれたのは一にも二にも良い先輩に恵まれたからです。またひょっとしたら昭和 50 年

代から 60 年代にかけての精神医療改革の機運も後押ししてくれたのかもしれません。 
高知大学ではのびのびと仕事をさせていただきました。教育では特に卒後研修に力を入れました。カ

ナダの臨床研修システムを実見して、その優れたところを取り入れようと早い段階からプログラムを立

て、学内外から大勢の協力者を得ることができました。診療では病棟の開放化、デイケア導入、家族教

育などの心理社会的治療の導入に取り組みました。研究では関連病院の協力を得て、統合失調症や気分

障害の家族研究に力を入れました。ささやかながら国際的にも評価していただけるような成果を上げて

います。 
嬉しいことは、後輩の医師たちが高知でのやり方に誇りと自信をもってくれていることです。これま

で目指してきた、優れた臨床医をつくるセンターオブエクセレンスはまだまだ発展途上です。残された

教室員にそのことを託して、安心して次の人生に向うことができるのは幸せなことです。 
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退職にあたって 
新設医科大学からの３２年間を振り返って 

                            
臨床医学部門教授  土居 義典  

 
 

               
私たちの老年病・循環器・神経内科学教室は、小澤利男初代教授のもと 1981 年（昭和 56 年 4 月）に

創設されました。以来 32 年が過ぎたことになります。当時、高知県は島根県に次いで全国第 2 位の高

齢県であり、高知県に多い、また我が国二大死因のひとつである心血管病の診療レベルの向上を図り、

地元の高齢者医療、とくに循環器医療に貢献して県民の期待に応えることは新しく設立された高知医科

大学に課せられた使命のひとつでした。新設医科大学としては初めての老年病学講座として開設され、

老年医学とともに、循環器内科学と神経内科学を担当する内科学教室として教育・研究・診療を行って

きました。講座開設当初から、臨床に強い実力のある内科医の育成を目指してきましたが、これまでに

多くの人材が育ち、医学部附属病院のみならず高知県内外の主要な基幹病院で専門領域の責任者として

活躍するようになっています。これまで当教室を支えてくださった皆様方の御支援に深く感謝するとと

もに、これからも教室員一同、質の高い診療を目指して努力してくれるものと期待しています。 
私は、1981 年 4 月の当教室の創設および 10 月の附属病院の開院に合わせて、当時の高知医科大学に

講師として赴任しました。老年病学教室は、小澤教授以下助教授１名、講師２名、助手２名の計６名の

スタッフという少人数でのスタートでした。一つ一つのことをゼロから作り出していく作業は、荒れ野

を開墾するような大変な努力を必要とするとともに、一方では将来の大きな夢に向かって寝食を忘れて

取り組むことのできるやりがいのある仕事でもありました。当時は私は、高知医科大学の将来の発展の

ためには、卒業生の人材育成が最も重要と考えてこの新設大学での仕事を開始しました。その想いは現

在でも変わりませんが、30 年経過して多くの卒業生が大学の内外でリーダーとして活躍していることは

大変嬉しく思います。研究面での思い出としては、当初から「心筋症」の研究を行ってきましたが、1999
年（平成 11 年）12 月に、国際シンポジウムを高知市で開催したことが挙げられます。「Hypertrophic 
Cardiomyopathy Update 1999」と題したこの国際シンポジウムには、欧米のトップリーダー8 名とと

もに国内のこの領域の専門家がほとんど参加し、最新の情報交換が活発に行われ、成功裡に終了するこ

とができました。また、当教室の研究成果を踏まえて、私が班長として我が国の「肥大型心筋症の診療

に関するガイドライン」の 2007 年度版と 2012 年度版を教室員の協力のもとに作成できたことは、教

室の研究が広く実臨床に活かされるという観点からも優れた成果であると同時に良い思い出となりま

した。 
日本の超高齢社会を先取りする高知県では循環器という専門領域だけでなく、総合内科医として全人

的に高齢者の多臓器疾患を見据えながら高度の循環器医療を実践できる専門医の育成が重要と思いま

す。当教室はこれからもリサーチマインドを持ち、臨床に強い、実力のある内科医の育成を通して、高

知県民の期待に応える臨床教室として、本学医学部および附属病院の発展に寄与してほしいと願ってい



  

ます。これからも老年病・循環器・神経内科学教室に対する皆様方の温かい御支援をよろしくお願い致

します。 
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黄色ブドウ球菌との１１年 

                            
医学教育部門助教  上原 良雄  

 
 

               
 
院内感染対策のスタッフとして当大学に職を得、以来 11 年、院内感染の最も重要な起因菌の一つで

ある黄色ブドウ球菌に関わる仕事をさせていただきました。この間、高知大学にはほとんど何も貢献で

きなかったことをまずお詫びしなければなりません。ただ、自己満足と誹られそうで大変申し訳ないこ

とですが、私自身には黄色ブドウ球菌との楽しいあっという間の年月でした。 
私の研究は他の研究者と異なり、1 つのクローンを細部まで徹底的に究明すると言うものではなく、

数千人のヒトから分離した 700 株以上の黄色ブドウ球菌の、集団としての動向を調べるというものです。

研究の喜びは、どんな些細な発見でも“発見”に尽きると思いますが、幸いなことに私にもその“些細

な発見”にめぐり合う機会が何度かありました。   
複数の遺伝子の分子進化速度から計算すると黄色ブドウ球菌の集団構成は極めて多様で、言ってみれ

ば 160 万年前の原人と現代人の間の各年代のヒトが混在しているような状況です。多数のクローンを研

究対象にしたことで高知には原人に対比できるような古い黄色ブドウ球菌を持つ人がいることがわか

りました。集団構成には厳然と地域差が存在し、大阪と高知では異なっていることがわかりました。も

ちろん、日本と中国、日本とマリでは国内の比較以上の著しい差が存在します。そうかと思えば、私達

はポリネシアの人々と、他では稀な黄色ブドウ球菌クローンを共有しています。いったい黄色ブドウ球

菌はどこからやってきたのでしょうか。 
黄色ブドウ球菌は全人類の約 30%のヒト鼻腔に定着していますが、一旦定着すると他の常在菌を圧倒

し、絶対的な優位に立ちます。なぜそうなるのかは今のところわかっていません。しかし、団塊の世代

以上でなければわからないような古い言葉で言うと、どうやら“シンパ”と呼べる表皮ブドウ球菌が存

在するのです。多くの黄色ブドウ球菌の遺伝子を保有し、あたかも黄色ブドウ球菌とイデオロギーを共

有しているように振る舞います。2010 年に私達は Nature に黄色ブドウ球菌の定着阻害をする表皮ブド

ウ球菌の報告をしました。しかし舌の根も乾かぬうちに、今度はどこかに正反対の役割を担う表皮ブド

ウ球菌について書かなければならないかもしれません。 
“些細な発見”の喜びは研究の原動力だと思います。しかしそれと同時に、幸運なことに私は理解あ

る上司と同僚の支えを得ました。積み重ねて来た“些細な発見”を、何時の日か世に問うために、細々

とであってもこの先も研究を続けたいものだと心から願っています。 
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退職にあたって 

                            
黒潮圏科学部門教授  山岡 耕作  

 
 

               
 
先ずは、マダイ稚魚のなわばりの研究から始まり、シーカヤックによる黒潮源流域調査まで、私に自

由に研究をさせて頂いた高知大学関係者の方々に感謝申し上げたい。 
昭和６２年に農学部に就職して２６年、あっ！という間、というには長い様な気もするが、それほど

長かったとも感じない歳月であった。先ずは、在職中に学生に死者や怪我人が出なかったことでホッと

している、というのが本音だ。というのは、私の専門が魚類生態学ということで、海に潜って仕事をす

る学生が多かったためだ。 
私は高知大学赴任時に、農学部の「後援会だより」第９号に「日章にて」という短文を書いている。

高知大学が海洋科学を大学の一つの目玉にする方針ということで、そこに書かれた内容と関係している

様に思うため、少し長いが引用させて頂きたい。 
「科学にとって、学術文献等の情報の重要性は益々増大しつつある。しかし、魚類学を含む生物学に

とって、研究対象とする生き物がいつでも容易に入手できるということほど需要なことはない。魚が一

体何者なのかを知るためには、直接、現場の魚にあたることが必要不可欠だ。机上で他人の研究結果を

あれこれといじっていたのでは、真の魚の姿はみえてこない。ましてや独創的な成果を産み出すことも

困難となろう。 
魚類の教育研究にとって、高知大学農学部ほど立地条件に恵まれた土地はないのではなかろうか。仕

事をするための基本的な「材料」は全て揃っており、あとは各人のやる気とセンスと体力の問題だ。私

個人としては、できるだけ研究室から外へ出かけ、高知の自然の中で生き物に対するセンスを磨きたい

と願っている。学生諸君も、日章キャンパスで学ぶ機会を得た以上、他の地にはない高知の良さを存分

に満喫し、肥やしとしていただきたい。」 
当時の考えは現在では確信に変わっている。高知大学が海洋科学に力を入れること自体には、大いに

賛意を表したい。昭和５０年代に始まった「海洋学部構想」からの流れが、やっと現実になろうとして

いる。しかし、現在の構想には少々危惧を感じる。せっかく高知大学として「海洋科学」を中心テーマ

に位置付けるのであれば、高知に特化した「におい」を是非ともその「海洋科学」に付けて頂きたい。

構想では、生物分野についてはミクロな生物学が中心の様だ。偏見の誹りを恐れずに言えば、それはニ

ューヨークでも東京でも、最先端の科学分析機器や設備を有する組織であれば、どこででもできるもの

ではないのか。資金力のある大きな大学や研究組織が競争のスタート前から有利なようになっている。 
長期的な視点でみれば、資金力に乏しい高知大学が勝負すべきは、その様なミクロな学術分野ではな

いだろう。むしろ現場を重視し、センスと体力に優れた研究者集団によるマクロな海洋生物分野や、文

理融合型の「人」を含めた黒潮圏科学分野などではではなかろうか。 



  

余計なことを言い過ぎたかもしれない。若いフィールド研究者の方々にとっては、益々外に出にくく

研究しづらい環境になって行くかも知れないが、何とか耐えて頂きたい。日本における大学を含めた社

会の閉塞感が深刻化すればする程、ルネッサンスは近いと思われるからである。 
最後になりましたが、特に在職最後の３年間，黒潮源流域ルソン島東海岸でのシーカヤック調査や海

遍路プロジェクトをご支援頂いた高知大学関係者の方々に、衷心より感謝申し上げます。 
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生命環境医学部門教授  葛西 孫三郎  

 
 

               
 
私は、29 年前に高知へやってきました。はじめの 13 年間は農学部キャンパスにあった官舎に入り、

住み込みの状態で仕事をしました。当時の中国人留学生に気の毒と言われるほど狭くてボロい官舎でし

たが、木造庭付きの何か味のあるところでした。その後官舎は出ましたが、高知大学農学部での仕事は

天職だと思って働き続けました。 
私が取り組んだ研究テーマは動物生殖細胞の凍結保存です。精子や卵子（受精卵）を液体窒素温度

（-196℃）に半永久的に保存する方法と生存メカニズムに関する研究です。マイナーな分野ですが、人

工授精、体外受精、受精卵移植などの発生工学的手法の利用のためには重要なテクノロジーです。私が

赴任した翌年に、受精卵を簡易に効率よく凍結する方法（ガラス化法）が開発されました。主にこの方

法を実用に向けて改良する研究に学生たちと取り組みました。 
29 年間で、多くの学生たちと出会いました。卒業してからも連絡をくれたり、出張したときに会った

り、たまには訪ねて来てくれたりするのは嬉しいことです。学生に恵まれました。農学部１期生でもあ

る前任の町田教授は、還暦を機に研究室の同窓会を設立されました。2 年に 1 度開催し今年で 13 回目

になります。教員にとって卒業生との交流は何よりの喜びです。 
外国人留学生にも恵まれました。受け入れた留学生はわずか 5 人（中国、フィリピン、中国、フィリ

ピン、中国）でしたが、皆いい人で体力と精神力に優れ信頼できる人たちでした。切れるタイプという

より、まじめにコツコツやるタイプでした。1 人は 35 歳を過ぎていて私費留学生だったので本人は大

変苦労しましたが、強靭な体力と精神力の持ち主でした。あとの 4 人は 30 代前半で国費留学生に採用

されました。初めの 2 人は町田教授が申請されて採用された後私が指導しましたが、残り 2 人は私が申

請して採用されました。この 2 人と私費留学生は、面識があった人やなかった人たちから推薦を受けて

いました。留学生を選ぶ基準は、まじめないい人で体力と意欲があれば十分です。このことを留学生た

ちが身を以て教えてくれました。精子や卵子の取り扱い経験があったのは私費留学生の1人だけでした。

5 人全員と今でも交流があります。 
初めの中国人留学生は手作りギョウザを紹介してくれました。その後も中国人に受け継がれ研究室の

名物になりました。3 回生の研究室分属歓迎会では中国人留学生の指導の下、皆でギョウザを作りまし

た。中国人留学生が居ないときは私が代わりを務めました。 
29 年間で残念なことは、卒業生が 4 人亡くなったことです。3 人は 30 代で病気でした。また、9 年

前に私が頭部に厄介な病気を患って色んな面でポテンシャルが低下してしまい、学生や教官に迷惑をか

けたことも悔まれます。何より大事なのは身体と心の健康です。健康第一を痛感しています。 
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