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「有機農法班」グループ 
私たちの研究は、有機野菜と慣行野菜の成分比較を

行うもので、この結果を宮崎の農業を促進するのに役立

てることを目標としています。 

研究をご指導いただいている宮崎大学の榊原先生の

ご紹介で、農業試験場にある「食の安全分析センター」に

お世話になり、分析しました。 

 「食の安全分析センター」への最初の訪問で、自分た

ちが実験する前に、植物の有機肥料と化学肥料の吸収

の違いについて調べるよう助言をいただきました。調べた

ところ、有機肥料は有機物が無機物に分解されてから吸

収されるため、化学肥料より吸収に時間がかかること、窒

素の中には有機体のまま吸収されるものがあることなどが

分かりました。 

含有成分や旬を考慮した結果、使用した野菜はにんじ

んです。有機も慣行も、宮崎県内の農家から入手しまし

た。この、条件に合わせた入手先を探すのが一番大変で

した。私たちは、試料づくりをしました。試料は、細かく砕い

て液状にしました。分析は、「食の安全分析センター」にあ

るNexera UCという世界最先端の分析装置で行いまし

た。今は分析結果が出たところなので、これから解析を

行っていきます。 
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Farming Methods Group 

   My group is making a  research about the 

ways to promote better agricultural production in 

Miyazaki through the comparison between organ-

ic vegetables and ordinary ones. 

      We went to Food Safety Analysis Centre in 

Miyazaki Agricultural Research Institute, intro-

duced by Professor Sakakibara from Miyazaki 

University.  

   The first time we went there,  we were advised 

to study the difference the absorbing ration of 

organic  fertilizer and the chemical  one. We read 

some papers and found that organic fertilizer 

takes time to absorb because it needs to decom-

pose organic matter to an inorganic substance.  

     After  we  considered  which  vegetables  we 

should use in terms of seasons and component 

content,  we decided to  use carrots as experi-

mental materials. We managed to get organic and 

ordinary carrots from famers in Miyazaki. Then, 

we made the carrot squeezed into a paste. We 

brought it to the Food Safety Analysis Centre 

again and analyzed components with advanced 

analyzing equipment. We are  going to be examin-

ing the results of the analysis.  
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「神楽と地域」グループ 
 私たちUnit21は、過疎地域や地域固有の文化など

に興味があったため、県内の集落の地縁と、その

土地の伝統文化がどのように関係しているかにつ

いて研究を始めました。実際に伝統文化と深い関

わりを持つ方々にお話を伺うため、神楽関係の2団

体にインタビューを行いました。 

 1度目のインタビューでは、宮崎市の下北方神楽

保存会の長田さんにお話を伺いました。この調査

では、長田さんを中心とする下北方の住民の方々

が口伝によって神楽舞を受け継ぎ、現在も神社に

神楽を奉納し続けており、集落の外から帰省して

神楽をともに舞う人もいる一方で、舞い手・後継

者の不足や住民全体の神楽に対する価値観の変化

といった消極的な現状があることがわかりまし

た。2度目のインタビューでは、 世界農業遺産認定

シンポジウムで神楽を披露した高千穂町下川集落

三田井地区の小学生達とその保護者にお話を伺い

ました。この調査では、1度目と同様集落内の神楽

の舞い手の方々が年上の舞い手に口伝で教わって

神楽舞を覚え、集落の神社に奉納し続けていて、

やはり集落の外から神楽のために帰省する人がい

る一方で、下北方より舞い手は多いものの、やは

り後継者が不足しており、 集落の人々の活気も弱

まり、神楽を舞えなくなりつつある現状があるこ

とがわかりました。さらに、お話を伺う中で、

「集落の活気が神楽を支えている」という事実を

知ることができました。 

 この2度のインタビュー調査により、地縁が神楽

への意識 につながる事が分かりました。現代化が

なぜ地縁を低下させているのかを知るため、現代

化と地縁の関係性について分析していきたいと思

います。 

Community and Kagura Group 

     My group is doing research about the rela-

tionship between community  and  traditional 

culture, especially Kagura. To understand this 

deeply, we interviewed with two groups. 

     First, we did a interview with Mr. Nagata, a 

member of Shimokita Kagura Preservation As-

sociation. In this interview, we found that some 

people are passionate to keep Kagura in dedica-

tion to the god of the shrine, others show nega-

tive  attitude  toward  it  for  some  reasons. 

Mr.Nagata mentioned the problems of succes-

sors.  

     As for the second interview, we spoke with 

elementary school students and their parents in 

Mitai, Takachiho. We noticed they had the same 

problem as Shimokita. They needed successors 

to keep their traditions. We also found that com-

munity is the most important factor to keep Ka-

gura. 

     Through the results of these interviews, com-

munity seems to have a strong relationship with 

traditional culture(Kagura). We will focus on the 

community and study what the most important 

factor of community to keep Kagura. 


