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平成 27 年度博友会総会 話題提供 

平成 27 年 11 月 28 日（土） 

農学部 1 号館大会議室 

 

農政経済学科/農業資源経済学部門の将来発展への期待 

―特に、いま求められている「グローバル人材の育成」を中心にして― 

長   憲 次   （昭和２９年卒） 

 

はじめに 

皆さん今日は。昭和２９年卒の長です。 

 今日は古田鷹治さんのご遺族の話を聞いたり、こういう場所に立っていますと、昔のこ

とがいろいろと想い出されます。  

私が農学部に進学したのは昭和２７年で、その頃はまだ木造２階建ての非常に趣のある

建物でした。その後しばらくして、大学院の最後の頃でしたか、改築が始まって、いま中

央図書館のある場所にあった旧農学２号館の木造建物やこの１号館の裏手に残っていた畜

産学科の建物などに一時仮住まいしたりしてから現在の１号館５、６階に移りました。た

だ、改築は２期に分かれて行われた関係で、経済と計算の仮住まいは４，５年長くなった

と思います。それから約５０年余り、長い間親しんできたこの建物もキャンパスの様子も、

あと２，３年で変わってしまうと思うと、大変寂しい気がします。 

そういうこともあって、今年の博友会総会はこの大会議室で開催されることになり、総

会に先立って何か喋るようにという要請を横川洋会長から頂きました。非常に迷いました。

定年退官からもう２１年も経ってしまいました。最初の１０年余りはいろいろと頑張って

いましたが、この１０年近くは全く呑気に過ごしていまして，完全に時代遅れになり、大

学の最近の実情にも全然疎くなってしまっています。大変迷いましたが、私どもがこうし

て『博友会』に集っているのは直接は会員相互の情報交換や親睦のためですが、皆なの共

通の思いとしてあるのは、やはり九大と学科のさらなる発展であります。そこで、現在の

学科スタッフの皆さんはそのために日夜大変にご苦労し、最善を尽くしておられるところ

ですが、それに対してエールを送る意味で、大学の国際化に関連し、中でも特に「グロー

バル人材の育成」とそのための海外研究の在り方といったことを中心にして、少しばか

り話題提供させて貰うことにします。 

 ただ喋る一方では分かりにくいだろうと思い、今日の私の話題提供のあらましの内容を、

項目書きにして並べたものをお手許にお配りしております。だいたいこの順で話を進めさ

せて貰います。いずれにしても、面白くもない雑駁な話になると思いますが、しばらくご

辛抱願います。 
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１ 学科発展のあと―その簡単な回顧 

  順序としてまず、学科の発展のあとをごく手短かに回顧しておきますと、１９４６年に

農学科から３講座が分離独立して「農政経済学科」が創設された訳ですが、ご承知のよう

に、「経済」と「農政」と「経営」の３講座が設置されたのは１９２１～２２年で、従って

学科の実質的な歴史は約９５年ということになります。 

しかし、そこまで遡ると大変ですので、４６年以降に限りますと、まず第１世代の岩片

磯雄先生や澤田収二郎先生によって学科の礎となるそれぞれ独自の学問体系が構築され、

やがて教官陣容の面でも大橋育英、山田龍雄両先生も加わるようになり、さらにこの第１   

世代の終わりまでに、学科は３講座から、東大、京大、北大と並ぶ５講座体制へと拡充さ

れることになりました。ただ、少し補足しておきますと、流通学の開設は昭和４８年でし

たのに対して、岩片先生の退官は４７年、澤田先生の場合には４８年の３月でして、ちょ

っとずれがありますが、講座増設のお膳立ては前年まで済んでいたので，さっきのような

言い方が出来るのではないかと思います。 

いずれにしても、この講座増設の過程では、まず農業計算学講座の場合には当時農水省

農業統計局長だった近藤康男先生のご尽力が大きく、さらに農産物流通学講座の場合には、

福岡県農協中央会の南里勝副会長の熱心なご支援があり、全中や全農会長等からも国に熱

心に働き掛けて貰ったといった経緯がありました。いまと違って、その当時の農業団体は

政府との関係も良好で、大きな発言力を持つ存在でした。 

こうして５講座体制へと拡充されたあと、続く第２世代では、田代隆、土屋圭造、高橋

伊一郎、川波剛毅、花田仁伍といったそれぞれ有力、強力な先生方のご努力によって学科

はさらに強化され、段階的な発展を遂げてきました。そして、その後の私共の短い繋ぎの

世代が引退してから間もなく、学科創設５０周年記念事業が催されました。この頃になる

と、院生も含めて学生数が大幅に増加し、総数は１２０人近くにもなる賑やかな状況とな

っていました。私共の学生時代と比べると４倍近くで、しかも特に１９８０年頃を境にし

て学科卒業生の就職先が非常に広くなってきたこともあって、第一次志望での学科進学希

望者が非常に増加し、定員以上は二次志望の他学科に回ってもらうことになる関係から、

優秀な学生が集まるようになっていたのも大きな変化でした。こうした傾向はいまも続い

ているのだろうと思います。 

 それから早くも約２０年経過しました。改組も一段落して大学院重点大学となり、わが

学科はその中の農業資源経済学部門へと変わりました。そして、農学部移転も間もなく開

始ということになって、これからいよいよ伊都キャンパスでの新しい時代が始まります。

そして、この２０年間、私共の次の、いわば第４世代の先生方はそれぞれ有力な陣容で、

学科を一層強化し学内外での存在感を高めるために努力してこられましたし、その後の現

在世代の教職員スタッフの皆さんも、その後を引き継いで大いに頑張って頂いているとこ

ろですが、これから先には、大変厳しい状況が待ち受けているように思われます。 

 



3 

 

 全国の大学は法人化の下で差別化が進み、大学の運営費交付金も業績評価によって格差

配分されるようになっているようであります。また、教育面では院生の数が非常に多くな

り、とりわけ留学生の数がびっくりするほど増加してきています。さぞ大変だろうと思い

ます。さらに学科の対象領域である「農業・食料・農村環境をめぐる経済問題」の面では、

ＴＰＰもどうやら政治決着しそうな状況で、これから先の影響が懸念されるところですし、

地球環境の面でも、ＣＯＰでの国際間合意も十分なされないまま時間ばかり経過して、愈々

猶予出来ない状況となっているように思われます。 

 

２ ｢グローバル人材の育成｣が急に求められるようになってきた背景 

 こうした状況の中で、これからは大学の教育改革が次の焦点になっていきそうな状況で、

その中で最近、「グローバル人材の育成｣といったことが急に強く要請されるようになって

きています。 

今日は特にこの点について少し考えてみたいのですが、最近こういうことになってきた

のは訳ありで、一方では学生の「内向き」志向が強くなってきたということが懸念されて

います。そして他方では、少子高齢化の進行に伴う労働力人口の減少や国内消費の低迷に

対して、多くの企業が海外進出を強めている。以前は製造業中心だったのが、最近では他

の殆どの産業分野にまで波及し、いまでは大企業で海外との関係がないような企業は多分

ないだろうという状況になってきています。一例として、わが学科の場合にも古くから卒

業生の就職先の一つになってきた日本たばこ産業（ＪＴ）の場合を例にしますと、かつて

はまさに国内だけの専売公社だったものが、最近ではどんどん海外へと事業を展開し、現

在では総売上高の４分の３までが海外市場依存というところまできているようであります。

世界中が国境を越えて入り混じって競争し合う状況で、国内だけでは企業を維持できない

ような状況になっているのだと思います。こうした状況から、企業が必要としている即戦

力として「グローバル人材の育成」といったことが急に言われるようになってきたんだろ

うなぁと思います。 

大学の研究教育が時々の時代の要求で大きく揺れ動かされるのは余り好ましいことでは

ありません。しかし、いまの状況はやむを得ない時代の大きなトレンドではないかと思い

ます。そして、さらに長期的に考えると、ただ企業の海外進出だけではなく、世界中で人

の移動ももっと激しくなり、国境を越えてもっと競争し合うような世界になって行く、そ

ういう段階の国際化時代に至っているのではないかという気もします。 

そういうこともあって、最近では文科省からの強い指導要請も加わるようになり、全国

の大学でにわかにこうした国際化への対応策が種々講じられるようになってきています。

わが九大においても、数年前から「スーパーグローバル人材育成支援」という、多分学長

主導による補助金付きの事業メニューとして「海外短期留学プログラム」や「英語力強化

プログラム」あるいは「留学希望者向けセミナー」といったものが開始されるようになっ

ているようであります。九大でもこんなことが始まったのかと、ちょっと驚きです。 
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もちろん、こうした試みはしないよりましだろうと思います。が、少数の学生相手のこ

うした事業にどれほどの効果があるのか疑問ですし、英語力強化も１ヶ月位の短期間、日

本人だけの仲間グループを海外に送り出しても、どれほど英語力強化に繋がるのか、それ

もまた大いに疑問です。第一、いわば上からのアドミニストレイション主導のこうした事

業では問題の本当の解決は出来ないのではないだろうかと思うところであります。 

 

３ 「グローバルに活躍できる人材育成」とは？ 

その育成の基本は海外研究の強化にあるのではないか 

大学の中でも特に古くからの拠点大学での学生教育は多数の教官が学科や研究室単位で

比較的濃密に配置されていて、それらの教官スタッフの講義やゼミや論文指導等を通した

学生との日常的な交わりを通して行われるのが基本だろうと思います。 

それでは、そうした日常教育の中で育成すべき「グローバル人材」というか「グローバ

ルに活躍できる人材」とはどんな人材かが問われますが、この点についていろいろ書かれ

たものなどあります。が、それらを踏まえて私なりに整理してみますと、おおよそ次のよ

うに言えるのではないかと思います。 

まず第１は、海外に強い関心を抱いていて、自分の活躍する舞台として国内に限らず世

界のどこでもいいと考え、進んで挑戦しようとするような人材。第２は高度なコミュニケ

イション能力。これにはしっかりした語学能力がなくてはなりませんが、それに加えて自

分の考え方をロジカルかつ明快に説明し、主張する能力を身につけていることが大事にな

ります。さらに第３は、難しい状況に直面しても簡単には挫けず、いわゆるプロブレム・

ソルヴィングといいますか、問題解決的実践力でタフに乗り越えていけるような行動力。 

こういう風に考えてみますと、こうした能力はもともと人それぞれの素質に相当程度根

ざすもので、学校教育だけで培われるものではない。そしてまた、「問題解決型の実践力」

や「コミュ二ケイション能力」といったものは、なにもグローバルな「外向き」の人材だ

けでなく「内向き」の人材育成にとってももちろん同等に重要な能力だろうと思います。

そして大学教育ではもちろん「外向き」だけでなく「内向き」の人材育成もまた重要な使

命で、２番目の「コミュニケイション能力」という点では、講義一辺倒ではなくディスカ

ションしながら一緒に考えていくような、いわゆるディベートスタイルの講義やゼミがこ

れから一層大事になるんだろうと思いますし、さらに「問題解決型の実践力」という点で

は、いわゆるＰＤＳといいますか、①まず問題を整理し、解決すべき問題点を絞ってその解

決のための代替案を専門知識を生かして考える。そして、その内の最善と思われる計画案

を選び、②次にそれを実行する。そして最後に、③その結果を確認・再評価し、もし問題

解決が不十分な場合には再度解決案を考え直してみるといった、いわゆる Plan-Do-See の

一連の連鎖からなる思考や実践態度の訓練が大事になるのではないだろうかと思います。 

こうしたことが、こんご必要な教育のイノベイションの一端になるのでしょうが、これ

からの大学教育の改革はもちろんそんな事だけでは多分済まない。日本の大学には良さも
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あったかも知れませんが、特に欧米諸国等との国際比較で見ると相当特異で、問題点や弱

点もいろいろあったのではないかと思われます。それらの克服が教育制度と教育方法の両

面から、いろいろと問われてくるようになるのではないかと思われますが、そこまで拡げ

ると今日の私の手には負えませんので、話の範囲を「グローバル人材の育成」という先ほ

どの筋に限定して、一番目の、海外への関心をどう高めるかということについて考えてみ

ますと、そのためには多分、講義やゼミや論文指導などの日常的関わり合いの中で、海外

への関心を高め、広く海外を自分の活躍場面にするような気構えを醸成していくための契

機になるような影響を学生に及ぼしていくことが大事で、そのためには海外研究の強化が

これから一層、重要になるのではなかろうかと考える訳であります。 

そして、｢グローバル人材｣でもう一つ必須の条件になる「外国語力」については、必要

を感じた者銘々が、結局各自で努力するしかない。私の場合を例にしますと、定年もだい

ぶ近くなってから、国際学会の責任を負わされたり、アメリカとべトナムでの調査研究が

どうしてもやりたくなったりして、急遽英語力を強める必要に迫られ、高い授業料を払っ

て英会話クラスに入ったのですが、忙しくて結局クラスには殆ど出席できず、その代わり

副教材で貰った中級と上級用の６巻３６個のカセットテープを車に乗せていて、通勤時に

毎日それを聞いていました。ＴＶコマーシァルのスピード・ラーニングではありませんが、

聞くのが大事で、耳に入るようになると自然と喋れるようになるもので、それで比較的短

期間でだいぶ用が足せるようになりました。大学内の学生や教職員の間で英語力向上への

関心が大いに高まれば、大学共通の施設として、オーラルトレイニング用の機材も備えた

英会話クラスを、一部受益者負担で開設したりすることも考えられるのではないかとも思

います。 

 

４ 海外研究の対象と方法について 

（１）対象としての東南アジアの重要性 

海外研究を何処で、どう進めるかということについても少し触れておきますと、これか

ら先も欧米諸国での農業の構造変化や農業政策と環境政策の展開については、学科の少な

くとも誰かが引き続いてフォローしていかなければならない課題だろうと思います。 

 しかし、その上でやはり重要なのはアジアだと思います。その場合、アジアには、大別

すると東アジアと東南アジアと南アジアがありますが、まず近隣の「東アジア」のうち、

韓国の農業と農村は国際的比較でいうと日本と非常に似通っている。似通い過ぎていると

言えるかも知れません。次に中国はもとより最も重要な近隣ですが、余りにも広大かつ巨

大で、歴史性や民族、自然風土条件、農業生産形態、経済発展水準等々、どれをとっても

違った国が幾つも集まったほどに域内格差が大きく、中国を対象にする場合にはその点を

十分わきまえてかからないと、「九牛の一毛」の類で、とてもつかみ切れない国だろうと思

います。そのうえ、近年の経済発展に伴って日本との対抗関係が強まると同時に権威主義

的な統治体制下にあり、中国にとって都合の悪い問題を掘り下げるような調査研究は全然
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やりにくいといった制約条件もあるのではないかと思います。 

 次の東南アジアは、国別にみるとそれぞれはまだ弱小かも知れませんが、東南アジア１

０カ国のＡＳＥＡＮ全体としてみると、ご承知のように人口は約６億に達し、経済規模も

大きくかつ急激に発展しつつある地域で、１４，５年前の今世紀初頭まで全部足しても世

界のＧＤＰの２%弱しか占めていなかったものが、現在では約４％、韓国の２倍の経済規模

を持つ地域にまで急成長してきています。しかも、２０１５年からＡＳＥＡＮ共同体とし

てほぼ完全な自由貿易圏となることになっており、さらに大メコン開発計画の下で国境を

越えたインフラ整備がすすめられ、ベトナム中部のダナンからラオス、タイを経てミヤン

マーに至るいわゆる「東西回廊」の建設なども進められたりしていて、これかからさらな

るダイナミックな発展が予想され、日本との関係もますます強くなってきています。 

 もちろん東南アジアの場合にも、国によって歴史的・民族的・宗教的多様性や自然風土

条件の差異や経済格差など大きな域内格差があり、また大陸部の国々と島嶼部の国々との

間での大きな違いもありますが、総じて近年、中国の影響が次第に強まってきている中で

ほぼいずれも極めて親日的で、日本人にとっても自由な調査研究が比較的やり易い状況下

にあると言えると思います。そうした東南アジア諸国の中でも、一般的にいうと、やや手

まえ味噌な見方かも知れませんが、巨大デルタないし大平坦水田地域を主にして農業が成

り立っている大陸部のべトナムとカンボジアとタイとミヤンマーがこれからの東南アジア

での調査研究の、戦略的に見た重要地域となるのではなかろうかと考えているところであ

ります。これらの国々の内、カンボジア以外では、九大農学部の同窓会支部もあり、なか

でもベトナム支部の会員数は過去２０年の間に急増していまでは５０人以上にもなり、全

国の殆どの大学や研究機関に同窓生がいるという状況になっているのではないかと思いま

す。 

（２） 海外研究の方法 

つぎに海外調査研究の方法という点について申しますと、これまでわが国で海外の中で

も特にアジアの途上国を対象にした地域研究を中心的に担ってきたのは、アジア経済研究

所、東京外大アジア・アフリカ言語文化研究所、京都大学東南アジア研究センターなどだ

と思います。これらの研究機関の場合にも、実際にはケース毎にいろいろのスケールやタ

イプの調査研究があったのは当然ですが、創設当初から長くアジ研での海外研究をリード

してきた末廣昭氏によると、アジ研で行われてきた海外地域研究の方法は、基本的には、

第１は現地語の習得と現地語による調査・研究、第２は現地での長期の滞在、さらに第

３は、歴史と社会と文化への総合的関心などを方法的特徴として行われてきたということ

であります。 

つまり、特定の国を対象とする「一国研究」の形で、歴史・文化・社会経済等を総合的

に理解する包括的研究として行われてきたということですが、こうした形での一国研究の

先鞭をつけたのはアメリカで、太平洋戦争の勃発と同時にアメリカではかなり大掛かりな

日本研究を組織的に開始しました。その成果の一つが、ご存知のベネディクトの『菊と刀』
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でした。それに比べると、当時の日本の海外研究は非常に立ち遅れていて、私がベトナム

研究のために過去の文献を調べていた際に、第２次大戦中に政府機関から出版された『仏

領印度支那』という文献を見つけて読んでみたのですが、内容は全然お粗末で、市町村の

概要報告程度のものでしかありませんでした。ちょっと後になりますが、戦時中に出版さ

れた川野重任先生の『台湾米穀経済論』は立派な本で、私がベトナム研究の手引書にした

本ですが、ただ当時の台湾は日本の統治下にあり、純粋に海外研究とはいいにくい研究成

果だったのかも知れません。 

 

５ 学科での海外研究への挑戦と私のベトナム研究の反省 

（１）学科でのこれまでの海外研究 

いずれにしても、こういう状況で、日本での海外研究はアジ研などによって、やっと戦

後６０年代以降に始まったものですが、アジ研その他の、先ほど申しましたような方法で

の、まさにフルスケールでのオーソドックスな研究を普通の大学教官の立場でやり遂げる

のは、通常は無理だと思います。特定の地域や課題に対象を限定しながら、ケーススタデ

ィの形で海外研究はやる他ないだろうと思います。 

わが学科の場合にも、これまで時代時代に、多くの先生たちによって様々な限定的形で

いろいろの課題についての海外研究への努力が払われてきました。詳しく触れるだけの時

間はありませんが、ご承知のように多忙な中、タイや中国での実地調査、ドイツでの環境

政策、アメリカの農業構造、あるいは東南アジア諸国での卸売市場の比較研究等々、いろ

いろな調査研究が積み重ねられ、教育にも生かされてきました。教官が海外研究に熱心に

取り組んでいれば、それは学生院生にも直ぐに伝わり、影響を及ぼすことになると思いま

す。私の個人的経験からもそんな気がします。 

（２）私のベトナム研究の場合の反省 

非常に遅まきだったのですが、私の場合にもだいぶ年をとってから急に外国づき、アメ

リカとべトナムの仕事等に携わってきました。しかし、そうした調査研究についても、い

ま考えると、いくつもの反省点もあります。２，３の例だけに限りますと、まず第１は文

科省の海外学術研究補助金によるべトナムの紅河デルタとメコンデルタの稲作農業に関す

る共同研究の場合で、前後５年間取り組みました。そして最後に分担した課題毎のまとめ

を、私の費用負担で、べトナム政府関係の出版社からハノイで英文の本にして出しました。

が、私も含めて、内容的に余り詰め切れなかったという思いがありました。それは多分、

調査方法にも問題があったためで、この科研費での現地調査は、非常に優秀なベトナム研

究者の最善の協力を得ながら、毎年１度、１週間余りの日程でべトナムを訪ね、北と南の

デルタのいろいろな地域を訪ね歩いた訳ですが、特に文献も統計資料も乏しいような途上

国での海外調査ではそうした方法で違った地域を短期間訪ね歩くだけでは不十分で、大体

の位置付けが出来た段階で、どこか典型的な地域でもう少しじっくり掘り下げるような深

みのある研究をしていたら、もう少しベターな纏めが出来たのではなかろうかと反省した
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りしているところです。 

２番目の例はメコンデルタの稲作に関する部分で、ＪＩＣＡプロジェクトが終わったあ

と、２，３年かけてべトナムの北部と中部と南部を対象にして、改めて大いに楽しみなが

ら思う存分現地調査を続け、纏めを本にしました。しかし、そこでも今考えると詰めが足

りなかった部分が多々ありで、例えばメコンデルタの一部では、堤防で囲み揚水と排水兼

用の大型ポンプを備えてコメ３期作が行われていて、年間合計のコメ生産力は１ヘクター

ル当たり２０トンを上回るという世界最高の水準に達しているのですが、それは当然、大

量の化学肥料と農薬と化石燃料の投入に依存した農業で、地力の消耗と環境の悪化等の問

題を伴い、持続可能な農業という点から何らかの転換が必要で、その一つの有力なあり方

は “rice-and-livestock combination” つまり「米と畜産の結合」ということになり

ます。そこまでは明らかにしたのですが、その先の検討は全く何もしないまま終えてしま

った。この「米と畜産、とりわけ肉用牛との結合」は、実はもう２０年もまえに熱帯アジ

アでの稲作農業の研究動向を調べる目的で私がフィリッピンの国際稲研究所を１か月余り

訪問した当時から盛んに言われていたことで、しかし実際にはなかなか普及しないまま推

移していた問題で、それがもっと大量現象になって普及していくためにはどんな条件が必

要なのか、日本の経験との対比やあるいは東南アジアの他のデルタ地域との多少の比較検

討を通して、もっと詰めていかなければならない問題点であったろうと考えているところ

であります。 

その他、紅河デルタでは、市場経済への転換に伴って水利システムの所有と管理の主体 

が国有公社と農民的協同組合の２重構造となり、両方の協調が全然うまくいっておらず、

混乱していて、それが将来に向けた大きな問題点となっていたり、あるいは改革後、日本

とは比較にならないほどの極度の零細分散錯圃の状態となっていて、それが今後どう克服

出来るのか、あるいは出来ないのか、そうした様々な問題が残っている訳であります。も

し、こうした点を今少し深めていくことが出来れば、「農業開発論」とまではいかなくとも、

もう少しはましな国際「比較農業論」になるだろうと思います。海外研究が今後、量的に

一層活性化すると同時に、質的にもさらに深められていくことによって、わが九大農経が

全国大学の中でもアジアを中心にした海外研究の一つの拠点となり、さらにそれらの成果

を含めた学生教育の中で、アジアその他世界中の多くの国々で国を超えてグローバルに競

争して行こうとするエネルギーが若者の間に満ち溢れていることを伝えていくことによっ

て、学生の海外への関心と意欲がさらに高まり、グローバルに活躍できる人材がわが学科、

さらには農学部と九大から今後より多く輩出されていくようになることを期待していると

ころであります。 
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６ 最後に、希望しておきたいいくつかの事項 

（１）学生教育におけるカリキュラムについて 

最後に、希望していきたい幾つかの事項について付け加えさせて貰いたいと思います。  

 その第一は学生教育におけるカリキュラムについてであります。わが農経出身者は、伝

統的に卒業後の活躍の幅が広いことが一つの際立った特徴とされてきました。このことを、

大先輩の中野正雄先生はかつて『博友』に「農経の者はどちらかというと世の中を縦に歩

かずに横に歩く」と書いておられましたし、また福岡県庁の久保善博会員は同じことを「汎

用性」という言葉で表しておられた。「農経出身者はどの部署でも務まるし、新しい課題や

業務にそれなりに立ち向かうことが出来るタイプが多い」ということであります。さらに、

就職先の分野という意味でも、前にも指摘しましたように、１９８０年ごろ以降、非常に

多様化し、幅が広くなってきました。九大のどの学部にも、こうした農経のような分野な

り学科は他に例が無いのではないかと思います。なかには法曹界やジャーナリズムの世界

で活躍している人もあれば、ミュージシャンとして全国的にも有名になっている人もいる。

また中には医師に転向していまアメリカに住みついているような人もいる。 

そういうことになった原因の一つは、農経には能力のある［変わり者］が多いというこ

とにあるのかも知れませんが、やはり一番の原因は、理系の中で唯一文系の学科で、学

生時代に農学分野の基礎科目も一通り習得が求められ、農場実習もやり、農業のことも

少し分かるようになっていて、その上にさらに以前には、法文系学部まで行って、経済

原論、金融論、民法、さらには行政法といった科目まで学ぶようなカリキュラムが指示

されていたといったことと大いに関係があるのではないかと思います。先ほど引き合い

に出した久保会員もこのことを指摘しておられました。そういう訳で、農経出身者の「多

様性」や「汎用性」はこれからも非常に大事な利点ではないかと思われるだけに、そう

いうことに結び付くようなカリキュラムが維持されるよう、これからも十分に配慮され

ると有難いのではなかろうかと思っているところです。 

（２）学科内定例研究会について 

次は学科ないし部門内での「定例研究会」についてであります。 

私共の時代には長い間、学科には、以前は「二土会」、後には「一水会」という名の毎月 

一回の学科定例研究会が続けられていました。学科の伝統だったと言えると思います。こ

の学科内研究会の重要性については、以前、沢田先生も『博友』で非常に強調して書いて

おられたこともありました。今日は海外研究の重要性といったことを中心にして喋らせて

貰いましたが、いちいちの教官がいろいろの国を同時に対象にして研究に携わるようなこ

とは到底できない。銘々は欧米やアジアのどこかを主にして調査研究に携わっているとい

うことだろうと思います。それらの知見を学科内研究会のような場で共有化することが重

要だと思う訳です。講座内で凝り固まっていたのでは、せっかく学科が改組の中でばらば

らにならずにまとまって農業資源経済学部門として移行できたことの利点が生きてこない

と思います。孤立ばらばらでは学問の進歩もない。まして、院生などへの教育効果という
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観点からも、望ましいことではなかろうと思います。欧米の大学や研究機関では、どこで

もコーヒーブレイクのようなものが毎週、定例になって盛んに行われているのに対して、

日本ではそうした形は成り立ちにくい。とすれば、月一回の定例研究会のような伝統は維

持されていくのが大事ではなかろうかと思うところであります。 

（３）大学の地域貢献について  

最後は「大学の地域貢献」についてです。 

最近、大学の差別化に関連して、拠点大学はグローバル水準の高度研究開発と大学院重 

点教育、地方大学は地域貢献といったことが言われたりしているようなこともありますが、

これはおかしな言い方で、拠点大学にせよ地方大学にせよ、知識と情報を地域に還元し、

それぞれの地域の住民や行政や企業や関係団体のニーズに応え、それらが直面している諸

課題に実践的に答えるように努めることは、どんな大学も不断に重視していかなければな

らない基本的使命であろうと思います。福岡市役所の今長谷潔会員も以前『博友』で同じ

ことを書いておられました。大学は決して、それぞれが立地する地域や実践的課題から遊

離しては存立発展できないと思います。  

こうした「地域」との結びつきと併せて、私は九大と九州・沖縄の地域学会との結びつ

きの重要性についても言及しておきたいと思います。九大農経学科は九州・沖縄地域の

文字通り拠点大学として、食料・農業・農村研究を中心的に担い、地域学会を牽引して

いく責任ある位置にあると思います。九大農経は九州の仲間と共に、九州の学会と共に

成長し、強化されていく関係にあると思います。もちろんそうした思いで、非常に忙し

い中、沢山の時間と労力を割いて頑張って頂いているところですが、一層のご尽力を期

待したいところであります。 

 

 最後にいろいろと勝手なことを申しましたが、どうぞご容赦願います。長くなりました

が、以上でございます。 

 


